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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に○をつけてください。（いくつでも）】 

（12.その他 FA） 

水道水は飲まない(男性/50代/首都圏) 

風呂、シャワーの階数抑制(男性/60代/首都圏) 

シャワーがお湯になるまでの水を植木に回す(女性/20代/首都圏) 

風呂の後の水を、打ち水に利用(女性/40代/首都圏) 

食洗機を買う。節水型トイレに替える(男性/50代/中京圏) 

玄米を利用し、とぎ汁を出さないようにしている(女性/40代/中京圏) 

洗濯はすすぎ１回の洗剤を利用している(女性/40代/中京圏) 

井戸水を利用する(女性/50代/中京圏) 

無洗米、食器洗い機使用(女性/50代/中京圏) 

庭や洗車は井戸水を使う(女性/60代/中京圏) 

トイレは節水タイプを使用している(男性/20代/大阪圏) 

金魚の水替えの水を植物に(男性/40代/大阪圏) 

節水ホースや節水シャワーに変えている(男性/40代/大阪圏) 

節水しようのトイレ、洗濯機にしている(女性/30代/大阪圏) 

食品や食器・鍋の洗う順番を考えて使いまわせるものは使う(女性/40代/大阪圏) 

食洗機を使用している(女性/50代/大阪圏) 

食器は食洗機で洗う(女性/50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） 

放射性物質が他県の水道水から検出されたとき(男性/20代/首都圏) 

震災などで水が手に入りにくくなった時(男性/30代/首都圏) 

中国が水資源を求めて土地を買いあさろうとしていること。新潟県の件といい日本の国土を断固守れ(男性/30代/首都圏) 

水が出ない状況をニュースでみたとき(男性/30代/首都圏) 

地方でおいしい水を飲んだ時(男性/60代/首都圏) 

地震などの災難にあったとき(女性/20代/首都圏) 

大きな震災が起きた時(女性/20代/首都圏) 

水道水が飲める時(女性/30代/首都圏) 

停電で水が出なくなった時（マンションなので）(女性/40代/首都圏) 

好きな時に自由に、蛇口をひねると飲用水が出てくる(女性/40代/首都圏) 

断水になった時(女性/40代/首都圏) 

テレビで断水のニュースを観た時(女性/50代/首都圏) 

風呂の水を再利用して洗濯物ができるとき(女性/50代/首都圏) 

災害時(男性/20代/中京圏) 

なんとなく(男性/40代/中京圏) 

断水になったとき(男性/50代/中京圏) 

原発が爆発した時や、ホルムアルデヒドが利根川で検出された時(女性/20代/中京圏) 

ニュースで節水や断水の情報が流れたとき(女性/40代/中京圏) 

工事等で断水した時(女性/50代/中京圏) 

水道トラブル(女性/60代/中京圏) 

水道管が破裂して断水になった時(男性/50代/大阪圏) 

常に感じる(女性/50代/大阪圏) 

地震で水が出なかった時(女性/60代/大阪圏) 

大震災で長期間断水したとき(女性/60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） 

カルシウム成分が多く水垢がつく(男性/20代/首都圏) 

水道局の独占事業によるサービスの悪さ(男性/50代/首都圏) 

原発事故による放射能が含まれていると思う(男性/50代/首都圏) 

水垢がすごい(女性/30代/首都圏) 

こわくて飲んだことない(女性/40代/首都圏) 

放射能やその他の異物が心配(女性/40代/首都圏) 

朝は、カルキ臭い(女性/50代/首都圏) 

水源地が海外の所有者になってしまう事(女性/50代/首都圏) 

直結ではないので浄水器を通して飲む(女性/50代/首都圏) 

ここに住みだしてから肌に異常が出てきた。知人もここに来てから肌に異常が出てきた(男性/20代/中京圏) 

飲んだことがない(男性/20代/中京圏) 

ぬるい・冷たい(男性/50代/中京圏) 

少し前に、この地域一体の水が濁る事件があったので少し不安(女性/20代/中京圏) 

家に引きこまれている水道管が錆びているんじゃないかと心配になる(女性/20代/中京圏) 

カルキが多く、刺激が強い(女性/40代/中京圏) 

時々おいしくない(女性/50代/中京圏) 

給水タンクから水が配られているが、そのタンクはいつも清潔に保たれているのかが気になる(女性/60代/中京圏) 

井戸水を使っています(女性/60代/中京圏) 

水圧が低い(男性/60代/大阪圏) 

カルシウム分が多く沈殿物が付着する(男性/60代/大阪圏) 

貯水槽からの水道水を飲用や料理に使用後、身体中にアトピーが出てきた(女性/40代/大阪圏) 

基本料金内で収まった月の使用量は翌月以降にプールしてもらいたい(女性/40代/大阪圏) 

ポンプがいるので、停電時は断水になる(女性/50代/大阪圏) 

生で飲んだことはない(女性/50代/大阪圏) 
 



 

 4 

【Q6. 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）】（17.その他 FA） 

放射性物質(男性/30代/首都圏) 

放射能汚染が心配です(男性/40代/首都圏) 

有害化学物質検出と報道されたとき(男性/40代/首都圏) 

放射能汚染(男性/50代/首都圏) 

大地震(男性/50代/首都圏) 

停電(男性/50代/首都圏) 

放射能(男性/60代/首都圏) 

放射能汚染(女性/20代/首都圏) 

震災によるライフラインの遮断(女性/40代/首都圏) 

放射能汚染の真実が分からないこと(女性/40代/首都圏) 

貯水池、河川、漁業場 などの放射能汚染と、それを食べる生態系が人間の身体に入ること(女性/50代/首都圏) 

隣の畑から泥水が流れ込んでくる(女性/30代/中京圏) 

放射能(女性/60代/中京圏) 

放射能汚染(女性/40代/大阪圏) 

近所の汚臭がひどい下水道が放置されている不衛生さ(女性/40代/大阪圏) 

水源地琵琶湖の大飯など原発の不備による放射能汚染(女性/50代/大阪圏) 

マンションの下の階に我が家の管に問題があって水漏れすること(女性/50代/大阪圏) 

地震(女性/50代/大阪圏) 
 

 

【Q8. 好きな水辺について、以下から３つまでお選びください。（３つまで）】（16.その他 FA） 

ない(女性/30代/首都圏) 

水辺は嫌い(女性/60代/首都圏) 

特になし(男性/20代/中京圏) 

ダム(男性/20代/大阪圏) 

磯(男性/40代/大阪圏) 

ダム(男性/40代/大阪圏) 
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【Q10. 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） 

住宅街(男性/30代/首都圏) 

住宅街(男性/30代/首都圏) 

ダム(女性/30代/首都圏) 

庭の花畑(女性/50代/首都圏) 

運河(男性/40代/中京圏) 

水とは関わりがない、市電（チンチン電車）の走る市街地（国道路）(男性/50代/中京圏) 

きれいな水の川(男性/60代/中京圏) 

映画のオールウェイズ三丁目の夕日のような商店街(女性/50代/中京圏) 

自分の住んでいたアパートの庭(女性/50代/中京圏) 

城山・小山・動物園・温泉・桜(女性/60代/中京圏) 

広い道路(女性/60代/中京圏) 

昭和の家が建ち並ぶ街並み(女性/60代/中京圏) 

開拓中の山(男性/30代/大阪圏) 

商店街(男性/40代/大阪圏) 

空き地(男性/40代/大阪圏) 

空き地(女性/40代/大阪圏) 

首都高速(女性/40代/大阪圏) 

ふるさとが無い(女性/40代/大阪圏) 

ポートタワー(女性/40代/大阪圏) 

古墳(女性/40代/大阪圏) 

井戸(女性/40代/大阪圏) 

橋(女性/50代/大阪圏) 

見晴らしのよさ(女性/60代/大阪圏) 
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【SQ11-1. 【Q11.で「1.」に○の方へ】それ（水に関して誇れるもの）は何ですか。（いくつでも）】（16.その他 FA） 

用水路(男性/30代/首都圏) 

橋(男性/40代/首都圏) 

湖、浄水場(男性/40代/首都圏) 

巨大貯水槽(男性/40代/首都圏) 

大岡川の桜並木(男性/40代/首都圏) 

川があふれないように、水をためる施設がある(男性/60代/首都圏) 

温泉(女性/20代/首都圏) 

横浜の水道水は美味しくて綺麗(女性/20代/首都圏) 

貯水池(女性/40代/首都圏) 

見沼用水(女性/50代/首都圏) 

水質の良さ(女性/50代/首都圏) 

用水路(女性/50代/首都圏) 

水道水(男性/20代/中京圏) 

名古屋の水道水の水源(男性/40代/中京圏) 

自噴水(男性/40代/中京圏) 

温泉(男性/40代/中京圏) 

味(男性/40代/中京圏) 

湧水湿地(男性/60代/中京圏) 

富士山(女性/30代/中京圏) 

井戸(女性/30代/中京圏) 

オオサンショウウオがいるらしい(女性/30代/中京圏) 

水道水が美味しい(女性/30代/中京圏) 

ダム(女性/30代/中京圏) 

井戸、地下水(女性/40代/中京圏) 

愛知用水(女性/40代/中京圏) 

配水場(女性/50代/中京圏) 

木曽川 長良川などたくさんの水源がある(女性/50代/中京圏) 

川の上流がすぐ近くにある。ホタルが飛んでいる(女性/60代/中京圏) 
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水道水がおいしい(女性/60代/中京圏) 

浄水場(男性/20代/大阪圏) 

浄水場(男性/30代/大阪圏) 

ダムと発電所(男性/30代/大阪圏) 

高度浄水の水道水(男性/40代/大阪圏) 

疎水(男性/50代/大阪圏) 

分水嶺(男性/50代/大阪圏) 

美味しい地下水(女性/20代/大阪圏) 

たんぼ(女性/30代/大阪圏) 

ダム(女性/40代/大阪圏) 

ダム(女性/50代/大阪圏) 

水の館(女性/50代/大阪圏) 

ダム(女性/60代/大阪圏) 

明石架橋(女性/60代/大阪圏) 

人工のダム、ダムの周囲の桜(女性/60代/大阪圏) 
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【Q12. 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） 

深夜アニメ(男性/30代/首都圏) 

原子力の問題(男性/50代/首都圏) 

山があっての川や海だという心(男性/60代/首都圏) 

空気と水はただではない(男性/60代/首都圏) 

水源の環境保全(女性/30代/首都圏) 

水の危険の回避(女性/50代/首都圏) 

エコロジー(男性/60代/中京圏) 

水と生命(女性/20代/中京圏) 

河川を汚さない(女性/50代/中京圏) 

昔の人の河川工事の苦労(女性/50代/中京圏) 

原発によって海が汚染され海産物が食べられなくなる(女性/50代/大阪圏) 
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【Q13. 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つまでお選びください。（３つまで）】（12.その他 FA） 

原子力発電所の健全な運用(男性/20代/首都圏) 

水源の確保（外国資本の制限）(男性/40代/首都圏) 

川底などのしゅんせつ(男性/50代/首都圏) 

原子力の利用を考える(男性/50代/首都圏) 

工場のモラル向上(男性/60代/首都圏) 

水源の環境保全(女性/30代/首都圏) 

日本は国策としてウォータービジネスに出遅れている。世界の先進国で水に困っていないのは日本だけという現状、今後の海外からの侵

略対策を考えるべき(女性/40代/首都圏) 

水源を国が守ること(女性/40代/首都圏) 

水源の整備(男性/20代/中京圏) 

特になし(男性/20代/中京圏) 

中国に資源を売らない(男性/20代/中京圏) 

原発の廃止(女性/20代/中京圏) 

水源地を中国の侵略から守る(男性/30代/大阪圏) 

すべては個人のモラル、子供のころからの教育による具体的な節水や排水の方法(女性/40代/大阪圏) 

原発を廃止すること。不備だらけの大飯原発が爆発すると少なくとも関西圏の水は全滅する(女性/50代/大阪圏) 
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【SQ14-1. 「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つまでお選びください。（３つまで）】（11.その他 FA） 

なし(男性/30代/首都圏) 

わからない(男性/40代/首都圏) 

言葉が分からないのでとくにありません(男性/40代/首都圏) 

故郷に流れる川(男性/60代/首都圏) 

ふるさとの川(女性/20代/首都圏) 

わからない(女性/30代/首都圏) 

故郷の川(女性/40代/首都圏) 

特になし(男性/20代/中京圏) 

わからない(男性/30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) 

私の考える定義を紹介しておきます。人の暮らしに、物的にも心的にも欠かせない身近な自然、それが川である場合、里川と言う。山で

あれば、里山。海であれば里海となります(男性/60代/中京圏) 

わからない(女性/20代/中京圏) 

里川を知らない(女性/20代/中京圏) 

故郷の川(女性/30代/中京圏) 

人と主に生きている川のありよう(女性/60代/中京圏) 

人工的に作られた川(男性/30代/大阪圏) 

なし(男性/30代/大阪圏) 

わからない(男性/30代/大阪圏) 

人工的に造られた擬似自然(男性/30代/大阪圏) 

わからない(男性/50代/大阪圏) 

わからない(男性/50代/大阪圏) 

わからない(女性/40代/大阪圏) 

田舎の小川(女性/40代/大阪圏) 

特になし(女性/50代/大阪圏) 

わからない(女性/60代/大阪圏) 
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【Q18. あなたは今年からの 100 年後の 2112 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） 

恐らく死んでいるから知る由もない(男性/20代/首都圏) 

野蛮で非常識な中国国家が世界中の水資源を確保している(男性/30代/首都圏) 

なし(男性/30代/首都圏) 

わからない(男性/40代/首都圏) 

放射能汚染問題が解決できない(男性/50代/首都圏) 

水源が外国資本に独占されている(男性/50代/首都圏) 

全く見当もつかない(男性/50代/首都圏) 

中国に支配されている(男性/50代/首都圏) 

分からない(男性/60代/首都圏) 

変わらない(男性/60代/首都圏) 

放射能汚染(男性/60代/首都圏) 

わからない(女性/20代/首都圏) 

想像できない(女性/40代/首都圏) 

まったく想像がつかない。環境が激変していてそれは想定外だと思うから(女性/50代/首都圏) 

企業が水源などを買い占めて、ビジネス化が進む(男性/20代/中京圏) 

わからない(男性/20代/中京圏) 

地球が消滅している(男性/30代/中京圏) 

わからない(男性/40代/中京圏) 

わからない(男性/50代/中京圏) 

わからない(男性/60代/中京圏) 

地球がなくなっている(男性/60代/中京圏) 

使用済み核燃料など原発由来の放射能の汚染で利用できる水が制限されている(男性/60代/中京圏) 

わからない(女性/20代/中京圏) 

予測不可(女性/20代/中京圏) 

地球はなくなっている(女性/20代/中京圏) 

直接飲める水が沸く場所が保護され遺産として扱われる(女性/20代/中京圏) 

分からない(女性/30代/中京圏) 

わからない(女性/30代/中京圏) 
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魚は食べられないようになっている(女性/30代/中京圏) 

わからない(女性/30代/中京圏) 

わからない(女性/30代/中京圏) 

わからない(女性/40代/中京圏) 

わからない(女性/50代/中京圏) 

水がいつまでもきれいであってほしいと願います(女性/60代/中京圏) 

見当がつかない(女性/60代/中京圏) 

分かりません(女性/60代/中京圏) 

わかりません(女性/60代/中京圏) 

放射能で世界中が汚染されている(女性/60代/中京圏) 

日本の水源を中国人に買い占められていそう(男性/20代/大阪圏) 

見当もつかない(男性/20代/大阪圏) 

なし(男性/30代/大阪圏) 

中国人が買占め(男性/30代/大阪圏) 

よくわからない(男性/40代/大阪圏) 

１００年後は無い(男性/50代/大阪圏) 

想像がつかない(男性/50代/大阪圏) 

わからない(男性/50代/大阪圏) 

地球は滅んでいる(男性/60代/大阪圏) 

特に無し(男性/60代/大阪圏) 

わからない(女性/20代/大阪圏) 

水源地を外国におさえられてしまう(女性/40代/大阪圏) 

まったく予想ができない(女性/40代/大阪圏) 

水道では生活できなくなっている(女性/40代/大阪圏) 

わからない(女性/40代/大阪圏) 

想像できない(女性/40代/大阪圏) 

全く解らない(女性/40代/大阪圏) 

わからない(女性/40代/大阪圏) 

原子力発電事故の放射能汚染により未来は見えない(女性/50代/大阪圏) 
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原発が残るか廃止かで大きく変わると思う(女性/50代/大阪圏) 

予測できません(女性/50代/大阪圏) 

特になし(女性/50代/大阪圏) 

わからない(女性/60代/大阪圏) 

技術も進歩します。１００年後はイメージできません(女性/60代/大阪圏) 
 

 

【Q21. あなたが雪に対して感じるプラスイメージであてはまるもの全てをお選びください。（いくつでも）】（8.その他 FA） 

雪見の温泉(男性/30代/首都圏) 

白川郷のような建築(女性/20代/首都圏) 

全ての音を吸収して作られる無音状態(女性/20代/首都圏) 

自然(男性/60代/中京圏) 

雪を保存しクーラーに利用(女性/50代/大阪圏) 
 

 

【Q22. では、あなたが雪に対して感じるマイナスイメージであてはまるものをお選びください。（11.その他 FA） 

自転車に乗れない。水道が凍る。融雪剤の塩カルで自動車が錆びる(男性/30代/首都圏) 

融雪パイプによる歩行者への攻撃(男性/40代/首都圏) 

どんよりした空(女性/40代/首都圏) 

暗い 住みたくない 仕事がない(男性/60代/中京圏) 

結露(女性/40代/大阪圏) 

湿度が高い(女性/50代/大阪圏) 
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＜自由回答編～新潟県新潟市～＞ 
 

【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に○をつけてください。（いくつでも）】 

（12.その他 FA） 

すすぎ１回の洗濯洗剤を使用(男性/40代/新潟県新潟市) 

風呂に入らずシャワーで済ます、洗い物はたまってからにする(女性/20代/新潟県新潟市) 

洗濯のすすぎを1回にしている(女性/30代/新潟県新潟市) 

洗い物の洗剤使用を控える（重曹、アクリルたわし使用）(女性/50代/新潟県新潟市) 

冬以外はシャワーで済ます(女性/60代/新潟県新潟市) 
 

 

【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） 

あまり水事情が良くない外国の情報をテレビ等で見たとき(男性/20代/新潟県新潟市) 

おいしい特製スープを飲むとき(男性/20代/新潟県新潟市) 

昨年の節電の夏、雨が降って涼しくなったとき(男性/40代/新潟県新潟市) 

海外に行った時(男性/40代/新潟県新潟市) 

マンションなので定期的に断水があるので、出ないとき(女性/20代/新潟県新潟市) 

開発途上国へ行くたびに(女性/40代/新潟県新潟市) 

災害などで水がでなくなったとき(女性/50代/新潟県新潟市) 

外国の水事情を見た時(女性/50代/新潟県新潟市) 



 

 15 

【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） 

下水料金が高い(男性/20代/新潟県新潟市) 

上流の人から排泄された薬成分や農薬が完全には浄水処理されていないという不安がある(男性/30代/新潟県新潟市) 

水源が阿賀野川のため、放射能の心配が有る(男性/30代/新潟県新潟市) 

水道の使用量に比例して下水道料が掛かるのが理不尽(男性/40代/新潟県新潟市) 

夏場に海水が逆流して塩分が混入する事が有る(男性/60代/新潟県新潟市) 

放射性物質の有無(男性/60代/新潟県新潟市) 

放射能汚染が心配です(男性/60代/新潟県新潟市) 

アパートの水道管が汚れている気がする(女性/20代/新潟県新潟市) 

お風呂を流すと赤い砂の様なものが残った事があった(女性/20代/新潟県新潟市) 

たまに消毒剤の強い水が出るとびっくりする(女性/30代/新潟県新潟市) 

極まれに塩素のにおいがする(女性/50代/新潟県新潟市) 

カルキっぽい(女性/60代/新潟県新潟市) 

集合住宅なので、貯水槽の掃除は定期的にしているが、匂いがきになる(女性/60代/新潟県新潟市) 
 

 

【Q6. 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）】（17.その他 FA） 

放射性物質(男性/30代/新潟県新潟市) 

放射能汚染(男性/50代/新潟県新潟市) 

放射能汚染(男性/60代/新潟県新潟市) 

放射性物質(女性/20代/新潟県新潟市) 

放射能汚染(女性/30代/新潟県新潟市) 

放射能汚染(女性/40代/新潟県新潟市) 

地震による被害(女性/40代/新潟県新潟市) 

液状化(女性/40代/新潟県新潟市) 

放射能汚染(女性/60代/新潟県新潟市) 

放射能に汚染されているかどうか(女性/60代/新潟県新潟市) 
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【Q8. 好きな水辺について、以下から３つまでお選びください。（３つまで）】（16.その他 FA） 

ダム(男性/30代/新潟県新潟市) 

ダム(男性/40代/新潟県新潟市) 

ダム(女性/30代/新潟県新潟市) 
 

 

【Q10. 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） 

空き地(男性/20代/新潟県新潟市) 

神社(男性/30代/新潟県新潟市) 

新潟県新発田市に在った加治川の日本一の桜の土手(男性/60代/新潟県新潟市) 

工場(女性/20代/新潟県新潟市) 

井戸(女性/40代/新潟県新潟市) 

おたまじゃくしを捕まえにいった湿地（今はもう無い）(女性/50代/新潟県新潟市) 

大きな川にかかる橋(女性/60代/新潟県新潟市) 
 

 

【SQ11-1. 【Q11.で「1.」に○の方へ】それ（水に関して誇れるもの）は何ですか。（いくつでも）】（16.その他 FA） 

用水路 排水路 排水機場(男性/40代/新潟県新潟市) 

治水の歴史(男性/50代/新潟県新潟市) 

橋(女性/30代/新潟県新潟市) 

橋(女性/40代/新潟県新潟市) 

温泉(女性/40代/新潟県新潟市) 

橋(女性/40代/新潟県新潟市) 

大河津分水(女性/50代/新潟県新潟市) 

橋(女性/60代/新潟県新潟市) 
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【Q12. 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） 

サバイバル術での簡易ろ過装置の作り方(女性/40代/新潟県新潟市) 

昔は湿地で作物などとれなかったこの地の歴史(女性/50代/新潟県新潟市) 

子供がいないので分からない(女性/60代/新潟県新潟市) 
 

 

Q13. 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。（３つまで）】（12.その他 FA） 

浄水場(男性/20代/新潟県新潟市) 

水道への理解(男性/30代/新潟県新潟市) 

水源地の外国資本による買収防止(男性/30代/新潟県新潟市) 

公務員の意識の向上(男性/60代/新潟県新潟市) 

外国人による土地の買い取りの阻止(女性/20代/新潟県新潟市) 
 

 

【SQ14-1. 「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つまでお選びください。（３つまで）】（11.その他 FA） 

人の苗字(男性/20代/新潟県新潟市) 

わからない(男性/40代/新潟県新潟市) 

わかりません(男性/50代/新潟県新潟市) 

ふるさとの川(女性/20代/新潟県新潟市) 

源流(女性/30代/新潟県新潟市) 

故郷の川(女性/30代/新潟県新潟市) 

地域で育てる川(女性/40代/新潟県新潟市) 
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【Q18. あなたは今年からの 100 年後の 2112 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） 

あまり変わってない気がする(男性/20代/新潟県新潟市) 

海水を飲料水にすることができる(男性/30代/新潟県新潟市) 

まったく予想できない(男性/30代/新潟県新潟市) 

わからない(男性/30代/新潟県新潟市) 

地球の生態系が壊滅してる(男性/30代/新潟県新潟市) 

放射能による汚染(男性/40代/新潟県新潟市) 

想像がつかない(男性/40代/新潟県新潟市) 

中国などの外国企業が日本の水源を買いあさる(男性/50代/新潟県新潟市) 

人類が地球以外に住んでいる(男性/50代/新潟県新潟市) 

現役世代の減少により、インフラ整備が不十分になる(女性/20代/新潟県新潟市) 

分からない(女性/30代/新潟県新潟市) 

100年も先のことは予想できない(女性/40代/新潟県新潟市) 

わからない(女性/50代/新潟県新潟市) 

中国人に山を買い取られ、中国人が水を溜め込んで売り、自国の水を中国人から買わなければならなくなったりして水事情が悪くなる 

(女性/50代/新潟県新潟市) 

わからない(女性/50代/新潟県新潟市) 

よくなるよう少しは努めるだろうが人も政府もそんなには変われないとおもう。たいして変わっていない(女性/50代/新潟県新潟市) 

わからない(女性/50代/新潟県新潟市) 

まったく想像できない(女性/60代/新潟県新潟市) 
 

 

【Q21. あなたが雪に対して感じるプラスイメージであてはまるもの全てをお選びください。（いくつでも）】（8.その他 FA） 

防音効果(男性/30代/新潟県新潟市) 

いらないもの(男性/30代/新潟県新潟市) 

雪かき(女性/40代/新潟県新潟市) 
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【Q22. では、あなたが雪に対して感じるマイナスイメージであてはまるものをお選びください。（いくつでも）】（11.その他 FA） 

雪掘り(男性/40代/新潟県新潟市) 

暗い(男性/50代/新潟県新潟市) 

倒壊など雪荷重が引起す災害(男性/50代/新潟県新潟市) 

すべて(女性/30代/新潟県新潟市) 

冬の期間の閉ざされた空間(女性/60代/新潟県新潟市) 
 


