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新宮女子しあわせ調査  

今回、新宮市魅力発信女子部では、新宮市在住または、新宮市にお勤めの女性
に新宮市の魅力を発見するアンケート「新宮女子 新宮に関するアンケート（通
称：新宮女子しあわせ調査）」を実施しました。この調査は、全国と比較でき
るよう「地域しあわせ風土に関する調査」と一部同じ質問をしています。 
しあわせな地域とは、どんな地域でしょうか。幸福研究の第一人者、慶應義塾
大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 前野隆司教授の研究による
と、人がしあわせを感じる要因は大きく４つで構成されます。「やってみよう
（自己実現と成長）」「ありがとう（つながりと感謝）」「なんとかなる（前
向きと楽観）」「あなたらしく（独立とマイペース）」です。これに、しあわ
せな生活のベースとなる雇用・経済・防犯・防災などに関連する「ほっとする
（安全と安心）」を加え、５つの指標を地域のしあわせ５指標と定義しました。 
調査では、地域のしあわせ５指標を２つの側面から測っています。１つは、そ
こで暮らす個人がどの程度しあわせを感じているかという［風］スコア。もう
１つはその地域にこの気持ちを後押しする地域性・土壌・価値観がどの程度根
づいているかという［土］スコアです。この［風］［土］のスコアの合計を、
［しあわせ風土スコア（総合スコア）］と定義しました。 
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調査概要 
 
調査名：『新宮女子　新宮に関するアンケート』 
調査期間：2016年6月1日-7月31日 
調査方法：インターネット 
対象：新宮市に1年以上在住または勤務している18-49歳の女性 
有効回答数：246 
　　　　　（18-29歳 31.7％､ 30-39歳 34.6％､ 40-49歳 33.7％） 
 
 
 
 

 
比較参考 
 
調査名：『地域しあわせ風土に関する調査』 
調査期間：2014年2月28日～3月10日 
調査方法：インターネット 
対象：47都道府県、現在の地域に3年以上お住まいの社会人 
　　　20-64歳の男女 
サンプル数：15,000（各都道府県 各300名、男女 各150名、20-34
歳・35-49歳・50-64歳 各年代100名） 
※ 北海道のみ道東、道央、道南、道北で各300 
※ 新宮女子との比較は、この全国調査の20-49歳女性とする 
 

風 スコア 

土 スコア 

しあわせ風土 
スコア（総合スコア） 



新宮女子のしあわせスコアは非常に高い結果となりました。個人がどの程度し
あわせな気持ちを感じているかを表す［風］スコアは４位、その地域にどの程
度しあわせな地域性・土壌・価値観が根づいているかの［土］スコアは２位。
［風］と［土］を足した［総合］は、トップの沖縄に続いて２位という結果で
した。 

新宮女子のしあわせスコアは、全国* と比べて非常に高い 
［風］スコア４位、［土］スコア２位、［総合］スコア２位 

地域しあわせ風土ランキング  
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風 スコア 土 スコア 

総合 スコア（風＋土） 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
8 
9 
10 
11 
 

鹿児島県　525.0  
沖縄県　　507.0  
熊本県  　502.0  
宮城県　　472.0  
東京都　　458.0  
福井県　　455.0  
兵庫県　　455.0  
石川県　　454.0  
宮崎県　　453.0  
静岡県　　449.0  
新潟県　　443.0  
京都府　　443.0 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

奈良県  442.0  
長崎県  440.0  
山口県  437.0  
青森県  435.0  
和歌山県  434.0  
福岡県  433.0  
香川県  431.0  
愛媛県  430.0  

新宮女子 499.2 
沖縄県  413.0  
熊本県  308.0  
宮崎県  305.0  
高知県  294.0  
鹿児島県  278.0  
和歌山県  266.0  
福岡県  264.0  
兵庫県  253.0  
岩手県  244.0  
静岡県  244.0  
山形県  239.0  
長野県  236.0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
11 
12 

13 
 
15 
16 
17 
18 
 
20 

宮城県  235.0  
大分県  235.0  
山口県  233.0  
広島県  230.0  
石川県  227.0  
滋賀県  226.0  
鳥取県  226.0  
神奈川県  225.0  

新宮女子 373.2 

青森県　　629.0  
愛媛県　　623.0  
広島県　　622.0  
千葉県　　621.0  
奈良県　　617.0  
愛知県　　614.0 
三重県　　613.0  
佐賀県　　612.0  
秋田県　　611.0  
富山県　　611.0  
香川県　　605.0  
山梨県　　603.0  
鳥取県　　596.0  
徳島県　　592.0  
福島県　　590.0  
栃木県　　588.0  
岡山県　　588.0  
茨城県　　585.0  
岐阜県　　584.0  
群馬県　　580.0  
埼玉県　　579.0  
大阪府　　561.0  

宮崎県　　758.0 
兵庫県　　708.0 
宮城県　　707.0 
高知県　　702.0 
和歌山県　700.0 
福岡県　　697.0  
静岡県　　693.0  
石川県　　681.0  
東京都　　675.0  
福井県　　671.0  
山口県　　670.0  
長崎県　　662.0  
岩手県　　658.0  
神奈川県　654.0  
新潟県　　653.0  
大分県　　652.0  
滋賀県　　641.0 
長野県　　637.0  
京都府　　636.0  
北海道　　634.0  
山形県　　630.0  
島根県　　630.0  

沖縄県　　920.0 
熊本県　　810.0 
鹿児島県　803.0 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
 
43 
44 
45 
46 
47 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 

1 
2 
3 

新宮女子 872.4 

* 全国調査＝20-49歳女性、新宮女子=18-49歳女性 

■ 690以上 
 

■ 630以上690未満 
 

■ 600以上630未満 
 

■ 600未満 



［風］の５指標比較  

その地で暮らしている個人が感じる、し
あわせな気持ちを測定したものが、
［風］スコアです。新宮女子の［風］ス
コア、５指標を偏差値で見てみましょう。 
新宮女子は、５指標すべて全国平均を上
回り、特に「ありがとう」「ほっとす
る」「なんとかなる」指標が高い結果と
なりました。５指標の中で比較的低めの
指標は「やってみよう」「あなたらし
く」指標でした。 

「ありがとう」「ほっとする」が非常に高い 
強化すべきは「やってみよう」と「あなたらしく」 
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質問ごとに見てみましょう。新宮女子の強みはつながりと感謝の「ありがと
う」指標。人を喜ばせることが好き、いろいろなことに感謝する気持ちが強い
ことがわかります。強化していくべきは「やってみよう」「あなたらしく」指
標です。「得意としていることがある」「他人の目を気にせずに自分がやるべ
きだと思うことはやる」の質問では、全国平均よりも低い結果がでています。
他人の目を気にせずに、まずははじめてみる、それを続けてみることで、得意
なことへとつながり、結果として、個人のしあわせな気持ちがより高まると考
えられます。 

—  新宮女子 
—  和歌山＋三重 

—  全国平均（50） 

（％） 

* このグラフはスコアを偏差値にしています。 

—  新宮女子 
—  和歌山＋三重 

—  全国平均（50） 



［土］の５指標比較  

個人が感じるしあわせな気持ち［風］を
後押しするのが［土］スコアです。５つ
の気持ちを後押しする地域性・土壌・価
値観がどれだけその地域に根差している
かを表すものです。 
新宮女子の［土］スコアは、全５指標と
も偏差値70を超え、非常に高いスコアで
す。しあわせな気持ちを生み出す豊かな
地域性・土壌・価値観が新宮市にあるこ
とがわかります。 

強化すべきは「目標を持って頑張る人を応援する地域性・風土」と 
「挑戦することを応援し、失敗を許容する地域性・風土」 
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質問ごとに見てみましょう。全10質問とも全国平均を上回っています。特に強
い指標は「助け合いや感謝の心を大切にする地域性・風土」「人間関係が豊か
で挨拶や笑顔あふれる地域性・風土」でした。全国平均より高いものの、比較
的差が少なかった項目は「目標を持って頑張る人を応援する地域性・風土」
「挑戦することを応援し、失敗を許容する地域性・風土」でした。何かにチャ
レンジし、頑張る人を応援する姿勢、失敗してもいいからやってみる人を応援
する姿勢が、地域にしあわせな風を吹かせ、結果として地域を豊かにしていく
ことにつながります。これからの新宮市でぜひ育んでいきたい項目です。 

（％） 

* このグラフはスコアを偏差値にしています。 

—  新宮女子 
—  和歌山＋三重 

—  全国平均（50） 

—  新宮女子 
—  和歌山＋三重 

—  全国平均（50） 



つながると「しあわせスコア」がアップ 
 

私たちは地域、家族、友人と様々なつながりに時間的、精神的、社会的に支え
られながら生きています。つながりの項目で、新宮女子のしあわせ風土スコア
（p.01参照）を比較してみましょう。しあわせの関係性は、同居家族よりも、
友人の数* により大きな差が見られました。同居家族のように物理的に近くに人
がいることよりも、多様な人間関係があることが、しあわせスコアには寄与す
るようです。友人が４人以下と答えた方と20人以上の方では、388ポイントの差
が出る結果となりました。 

同居家族の人数 

* ここでの「友人」とは、年上・年下を問わず、継続的なつきあいがあり、あなたの生活に必要な知人、としています。 

つながるしあわせ  
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友人の数 

しあわせ風土 
総合スコア 

しあわせ風土 
総合スコア 



新宮女子の友人の数は、しあわせスコアの「やってみよう」「ありがとう」指
標で特に差が出ています。友人が多い人ほど新しいことに挑戦でき、人へ感謝
の気持ちを持つ機会が多いのでは、と考えられます。 

「友人」を様々な切り口で見たところ、新宮市に住む友人はもちろん、東京圏
に住む友人や、外国人の友人など、近距離、遠距離、外国人、異世代など、幅
広い人間関係がスコアに影響するようです。	

多様な友人がしあわせを呼ぶ 
 

友人が増えると「やってみよう」と「ありがとう」指標アップ！ 
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友人のうち、新宮市内に住む友人の数 しあわせ風土 
総合スコア 友人のうち、東京圏に住む友人の数 

外国人の友人の数 年齢が10歳以上離れた友人の数 

友人の数：やってみよう指標 友人の数：ありがとう指標 

■ 風スコア　■ 土スコア 

やってみよう 
スコア 

ありがとう 
スコア 

しあわせ風土 
総合スコア 

しあわせ風土 
総合スコア 

しあわせ風土 
総合スコア 

■ 風スコア　■ 土スコア 



新宮市への愛着やいごこちの質問を見てみましょう。「新宮市に愛着がある」
と「新宮市に自分の居場所がある」の質問では、約６割の方が「あてはまる*」
と答えています。「新宮市に誇りを持っている（32.5％）」と比べると、「新
宮市に愛着がある（60.2％）」では、倍近い方が「あてはまる」としており、
新宮市に対して新宮女子は、誇りよりも愛着、親しみやすさの面を持っている
ことがわかります。 
また「新宮市での暮らし（過ごす時間）の満足度」については、41.5％の方が
「あてはまる」としています。しかし「どちらともいえない」「あまりあては
まらない」「全くあてはまらない」の合計は58.5％であり、約６割の方はどち
らかというと、満足とまではまだ言えないことがわかります。今回を現状把握
のきっかけとして、新宮市での暮らし（過ごす時間）については、まだこの先
高めていける余地があるのではないでしょうか。 

* 「非常によくあてはまる」「あてはまる」と答えた方の合計	

誇りよりも愛着 
暮らしの満足度は高めていける余地ありか 

地域の愛着・いごこち  
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（n=246） 

■ 非常によくあてはまる　■ あてはまる　■ どちらともいえない　■ あまりあてはまらない　■ 全くあてはまらない 

（％） 

39.5 

26.5 

30.0 



今後の居住意向を見てみましょう。まずは新宮女子のうち、新宮市に住んでい
る方への今後の居住意向を聞いてみました（回答数203名）。「あなたは現在住
んでいる新宮市に、今後も住み続けたいという気持ちがどの程度あります
か？」という質問では、住み続けたい気持ちの強い方（「一生住み続けたい」
「できる限り住み続けたい」と答えた方の合計）が44.3％、他の市に移り住み
たい気持ちが強い方が23.7％、どちらとも言えない方が32.0％でした。 
新宮市以外にお住まいで、新宮市にお勤めに来ている方にも、同じように「現
在お勤めしている新宮市に、今後住んでみたいという気持ちがどの程度ありま
すか？」と聞きました（回答数43名）。結果、新宮市に住んでみたい気持ちの
ある方は32.5％（既に住む予定がある方を含む）、住んでみたい意向は少ない
方が23.3％、どちらとも言えない方が44.2％でした。住み続けたい、住んでみた
い方を増やすために、気持ちを高めていくアクションが必要です。 

住み続けたい、住んでみたい気持ちを高めるアクションが必要 

友人のうち、同じ新宮市内に住む友人の数 
 

あなたらしく指標［独立とマイペース］ 
 

なんとかなる指標［前向きと楽観］ 

0.3576 
 

0.3032 
 

0.2880 

相関係数* 

居住意向に最も関係があったのは「新宮市内に住む友人の数」 
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今後も新宮市に住み続けたい気持ちは、何との関係が強いのでしょうか。ネッ
トワーク数や市のインフラ項目など、約90項目で関係を調べたところ、「同じ
新宮市内に住む友人の数」が最も高い結果となりました。まずは新宮市内に友
人がいること、その数を増やすことが、居住意向を高めていく緩やかな一歩と
なりそうです。 

１位 
 

２位 
 

３位 

0.7～ 
0.4～≦0.7 
0.2～≦0.4 
0.2以下 

強い相関がある 
中程度の相関がある 
弱い相関がある 
ほとんど相関がない 

* 相関係数の目安 

* ここでの「友人」とは、年上・年下を問わず、継続的なつきあいがあり、あなたの生活に必要な知人、としています。 

■ 一生住み続けたい 
 

■ できる限り住み続けたい 
 

■ どちらとも言えない・分からない 
 

■ いずれは他の市に移り住みたい 
 

■ できるだけ早く他の市に移り住みたい 

（％） 

Q．現在住んでいる「新宮市」に今後も
住み続けたいという気持ちがどの程度あ
りますか？ 住み続けたい 

　44.3 ％ 
（n＝203） 
  新宮女子のうち新宮市在住者のみに質問  



新宮女子に、あなたが思う新宮市の好きなところを聞いたところ、「海と山と
川があり、自然が豊か（85.8％）」がトップとなりました。次点は「魚や野菜
など、食材が新鮮で豊富（47.6％）」「温暖な気候（45.1％）」が続きました。
豊かな自然と、その恵みの食材に評価が集まるほか、人の良さ、ゆとりを感じ
られる環境、深みのある歴史をあげる方も見受けられました。 

海・山・川の３拍子 豊かな自然がトップ 
 

新宮の好きなところ（選択）  
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（％） 



新宮の好きなところ（自由回答）  
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・車で30分で山にも川にも海にも行けるほ
どコンパクト。（20代・居住歴15～20年未満）  
 

・「良い人が多い」と言ってもらえる。そ
んな人を生んだ豊かな自然環境・文化を
脈々と受け継いでいるのも自慢のひとつ。
（20代・居住歴20～30年未満） 
 

・無理しすぎなくても生活できる。（30代・
居住歴30年以上） 
 

・自然が豊かで、海沿い川沿いを車で走る
とその美しさに見惚れそうになる。やはり
この辺りのお魚は美味しい！（40代・居住歴
10～15年未満） 
 

・近所の人が気軽に声をかけてくれ、子ど
もの事も温かく見守ってくれている。高齢
者の方ほど元気で活発に行動されていて、
こちらも元気がもらえる。（40代・居住歴5～
10年未満）  

 
・川の色が綺麗なブルーで驚いた。神倉神社までの階
段が冒険のようで楽しい。星がきれい。（20代・居住歴1
～5年未満） 
 

・新しい店には、チェーン店でも警備員を雇うほど行
列ができるのが面白い。（20代・居住歴1～5年未満） 
 

・方言が面白い。「ざじずぜぞ」が「だぢづでど」に
なる人がいる。（30代・居住歴10～15年未満） 
 

・多くの温泉に30分程度で行ける。（40代・居住歴15～20
年未満） 
 

・独自性があり、それに誇りを持ち大切にしようとし
ている。和菓子・洋菓子・パンのお店が多く、どこも
美味しい。（40代・居住歴1～5年未満） 
 

・自分のペースで過ごせる。（40代・居住歴15～20年未満） 
 

・古代から大切にしてきたものがそのまま残る生活文
化。人とのつながりが広く深いので孤独感がない。
（40代・居住歴20～30年未満）  

 
・泳ぎたい時に川で泳いで、嫌なことがあっ
たときに山に登って頂上から景色を見て気分
転換ができる。海に行って波の音を聴いたり
して、リフレッシュできる。（20代）  
 

・世界遺産や伝統的な祭りがある。治安が良
い。（20代） 
 

・地域の祭りへの参加も容易で、子どもに
とって素敵な経験がたくさんできる。（30
代）  
 

・空気がきれいで食材がいいので、子どもに
安心して食べさせられる。家でも外でも、新
鮮な海産物や山菜が食べられる。（30代） 
 

・小さいまちなのにお城の跡地がある。海が
きれい。山がいつも青々としている。空気が
軽い。魚介類が安くておいしい。（30代） 

 
・カフェも居酒屋も、服屋さんも雑貨屋さんも、カ
ラオケも美容院も、有るんだけど有りすぎないとこ
ろ。何でも沢山あれば幸せなわけじゃないというこ
とを教えてくれる。（20代・勤務歴5～10年未満）  
  

・優しく接してくれる人が多い。（20代・勤務歴1～5年
未満） 
 

・この地域で一番大きな街でありながら、すぐ近く
に自然溢れる海や山や川があり、世界遺産もすぐに
触れられるほど近くにある。なんとかこの地域を盛
り上げようと頑張っている人達が沢山いる事も魅力。
（30代・勤務歴1～5年未満） 
 

・知ってみたら、おもしろい文化や歴史がいろいろ
ある。（40代・勤務歴5～10年未満） 
 

・生活する場であるけれど、時間を忘れられる場所
もすぐそばにある。（40代・勤務歴20年以上） 

新宮で働く人の声 

新宮に戻ってきた人（ Uターン ）の声 

新宮にずっと暮らしている人の声 

新宮に越してきた人（ Iターン ）の声 



豊かな観光資源に恵まれる新宮市の魅力を発掘し、情報発信や企画づくりを行う、新宮
市魅力発信女子部（通称：新宮女子部）。2015年には市民自らがつくるWEBメディア
「コミュニティトラベルガイド新宮人」を制作。2016年は、一人ひとりが見つけた新
宮の魅力を実際に体感してもらえる企画づくりに挑戦し、活動全般を通して魅力発信女
子部のネットワークをさらに広げていきます。 

【 新宮市HP 】http://www.city.shingu.lg.jp/ 

新宮市魅力発信女子部  

和歌山県新宮市 --------------------------------------------------- 
 

新宮市は、和歌山県・奈良県・三重県の県境が接する紀伊半島の東南部に位置し、名古
屋へは特急で約３時間20分、新大阪へは約４時間でアクセスできます。熊野文化と豊か
な自然を活かし「一人ひとりがまちづくりの担い手」を基本理念とし、地域の活性化を

図るとともに、時代の潮流に対応した快適な都市づくりを目指しています。そして、す
べての人と文化が集い、交流し、にぎわいを見せる、まち全体が華やいだ都市づくりに
努めています。　　　　　　　　　　面積 255.23 ㎢ / 人口 30,000 人（平成28年7月） 

【 コミュニティトラベルガイド新宮人 】 
http://communitytravel.jp/shingu/ 

お問い合わせ　電話 0735‒23‒3333 / メール syoukou@city.shingu.lg.jp（ 新宮市商工観光課 ） 


