コーポレートサイト自主調査掲載一覧
掲載日
2022/5/26

2022/4/6

2022/2/18

2021/9/15

2021/8/20

2021/3/8

区分
その他

防災・災害

調査名
第二回 在留外国人総合調査（2022）

2022年3月16日福島県沖の地震に関する調査

調査地域
調査対象
調査方法
全国
インターネット調査（イン
但し、居住地は登録モ 20歳以上男女モニター ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
ニターの居住地に準じ
インターネット調査（イン
宮城県・福島県・東京
ターネットリサーチモニ
20歳以上男女モニター
都
ターに対するクローズド
調査）

【第６回】新型コロナウイルス感染症に関する全
全国
国民アンケート

防災・災害

平成23年3月11日に発
宮城県沖地震津波避難行動に関するアンケー 亘理町荒浜地区・吉田 生した津波の浸水域
ト
東部地区
に、現在居住する1,000
世帯（世帯向け調査）
【第５回】新型コロナウイルス感染症に関する東
東京都
京都民アンケート

防災・災害

東日本大震災10年 東日本大震災の経験・教
訓を振り返る

宮城県・福島県

2020/12/16 防災・災害

【第４回】新型コロナウイルス感染症に関する国
全国
民アンケート

2020/10/12 その他

在留外国人総合調査 「住まいと近隣環境につ
全国
いて」

2020/10/5

その他

在留外国人総合調査 「在留外国人の自動車
所有について」

全国

2020/9/28

その他

在留外国人総合調査 「子どもの教育につい
て」

全国

2020/9/23

その他

在留外国人総合調査 「日本語学習について」 全国

日本（これまで当社で
実施した調査から引
用）
中国、台湾、ベトナム

2020/8/6

防災・災害

新型コロナウイルスへの不安等に関する国際
比較調査（日本、中国、台湾、ベトナム）

2020/6/16

防災・災害

在留外国人総合調査 「在留外国人のコロナウ
全国
イルス対策について」

2020/6/9

防災・災害

【第３回】新型コロナウイルス感染症に関する国
全国
民アンケート

999人

宮城県・福島県・東
京都 各500サンプ
ル割付回収（全
1,500サンプル回
性年代別(15歳以上
から70歳代)各72サ
インターネット調査（イン ンプル割付回収（全
ターネットリサーチモニ 1000サンプル回収）
15歳以上男女モニター
ターに対するクローズド ※上記の設定で回
収し、性年代別の
調査）
拡大集計等は実施
していない。

防災・災害

防災・災害

有効回答

調査対象地域にて、無
作為抽出された1,000世
445サンプル
帯に対して調査票を郵
送配布・回収

調査内容
調査期間
基本属性／収入・貧困／保健・福祉／日本語対応・教育・いじめ／ 2022年（令和4年）2月2
ジェンダー・不平・人権等／雇用環境・就業／持続可能な都市／ 日（水）配信開始～2月
22日（火）調査終了
平和
2022年３月16日の地震発生時の状況／被害状況／避難状況／災 2022年（令和４年）３月
害への備え
25日（金）配信開始～３
2022年１月15日のトンガ海底火山噴火時の状況／避難状況 など 月27日（日）調査終了
基本属性／ワクチン接種時期／陽性・濃厚接触になった時期/判
明・感染症状／自宅療養・待機時の不安事項／療養・待機生活上
2022年（令和4年）2月9
の課題／療養・待機することによる影響／療養・待機時におれば
日（水）配信開始～2月
良いと思った事項/療養・待機時の今後の支援ニーズ／療養・待
11日（金）調査終了
機時に参考になった情報と媒体／陽性となった原因／今後の重点
感染対策 等
令和3年7月15日（木）
～7月30日（金）
基本属性／宮城県沖地震発生時の状態／地震の最中のとっさの
※集計にあたっては、
行動／「津波注意報」の認知と手段 など
８月10日（火）到着分ま
での票を含めた

東京都 性年代別
インターネット調査（イン
基本属性／感染症に関する不安／感染・重篤化への不安／感染
（15歳以上から70歳
ターネットリサーチモニ
症関連指標の理解／感染防止策／感染拡大防止のための行動
15歳以上男女モニター
代）各72サンプル割
ターに対するクローズド
／ワクチン接種とインセンティブ／今後の将来的デフォルトへの意
付回収（全1008サ
調査）
向／感染拡大への対策意向 など
ンプル回収）
①2021 年 2 月 13 日 福島県沖を震源とする地震について
インターネット調査（イン 宮城県・福島県 各 地震発生時の状況／被害状況／避難状況／災害への備え・購買
ターネットリサーチモニ 500 サンプル割付 など
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド 回収（全 1000 サン ②2011 年 3 月 11 日 東日本大震災について
調査）
プル回収）
被害状況／記憶（経験）について／子どもたちと震災について話し
合う機会
インターネット調査（イン 全国47都道府県
基本属性／感染症に関する不安／感染・重篤化への不安／11月
ターネットリサーチモニ 各100サンプル割付
21日（土曜日）~23日（月曜日・祝日）間の外出／感染防止策／感
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド 回収（全4700サンプ
染拡大防止のための行動 など
ル回収）
調査）
インターネット調査（イン
基本属性／保健・福祉（コロナウイルス感染症等の防疫対策）
20歳以上男女モニター ターネットリサーチモニ 1037サンプル
ターに対するクローズド
インターネット調査（イン
20歳以上男女モニター ターネットリサーチモニ 1037サンプル
基本属性／保健・福祉（コロナウイルス感染症等の防疫対策）
ターに対するクローズド
インターネット調査（イン
20歳以上男女モニター ターネットリサーチモニ 1037サンプル
基本属性／保健・福祉（コロナウイルス感染症等の防疫対策）
ターに対するクローズド
インターネット調査（イン
20歳以上男女モニター ターネットリサーチモニ 1037サンプル
基本属性／保健・福祉（コロナウイルス感染症等の防疫対策）
ターに対するクローズド
日本：インターネット調
日本：全国47都道
査（インターネットリサー
府県 各100サンプ
チモニターに対するク
ル割付回収（全
日本：20歳以上男女モ ローズド調査）
4700サンプル回収） 基本属性／感染不安／不安の要因／感染防止に気をつけている
ニター
海外：インターネット調
海外：中国406サン こと／収入への影響／買い物への影響／ など
海外：全体
査（GMOリサーチ株式
プル、台湾477サン
会社「ASIA Cloud
プル、ベトナム417
Panel」のモニターに対
サンプル
するクローズド調査）
インターネット調査（イン リンクオブアジアへ
20歳以上男女モニター ターネットリサーチモニ の登録者105カ国約 基本属性／保健・福祉（コロナウイルス感染症等の防疫対策k）
ターに対するクローズド 15,000人のパネル
インターネット調査（イン 全国47都道府県
基本属性／感染不安／不安の要因／感染防止に気をつけている
ターネットリサーチモニ 各100サンプル割付
20歳以上男女モニター
こと／収入への影響／買い物への影響／居住地域の災害リスク・
ターに対するクローズド 回収（全4700サンプ
経験／防災対策／避難場所・方法等の考え など
調査）
ル回収）
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2021年（令和3年）8月
13日（金）配信開始～8
月16日（月）調査終了
2021 年（令和 3 年）2
月 24 日（水）配信開始
～2 月 28 日（日）調査
終了
2020年（令和2年）11月
27日（金）配信開始～
12月2日（水）調査終了
2020年（令和2年）3月
27日（金）配信開始～4
月17日（金）調査終了
2020年（令和2年）3月
27日（金）配信開始～4
月17日（金）調査終了
2020年（令和2年）3月
27日（金）配信開始～4
月17日（金）調査終了
2020年（令和2年）3月
27日（金）配信開始～4
月17日（金）調査終了
日本：2020年（令和2
年）5月29日（金）配信
開始～6月2日（火）調
査終了
海外：2020年（令和2
年）6月3日（水）配信開
始～同日調査終了
2020年（令和2年）3月
27日（金）配信開始～4
月17日（金）調査終了
2020年（令和2年）5月
29日（金）配信開始～6
月2日（火）調査終了

コーポレートサイト自主調査掲載一覧
掲載日
2020/5/28

2020/5/13

2020/4/28

2020/4/22

区分

調査名

調査地域

調査対象

調査方法

防災・災害

東京都・大阪府・北海
緊急事態宣言後の「接触機会」に関する調査⑤
道・愛知県・福岡県

インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド
調査）

防災・災害

東京都・大阪府・北海
緊急事態宣言後の「接触機会」に関する調査④
道・愛知県・福岡県

インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド
調査）

防災・災害

東京都・大阪府・北海
緊急事態宣言後の「接触機会」に関する調査③
道・愛知県・福岡県

インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド
調査）

防災・災害

東京都・大阪府・北海
緊急事態宣言後の「接触機会」に関する調査②
道・愛知県・福岡県

インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド
調査）

2020/4/15

防災・災害

緊急事態宣言後の「接触機会」に関する調査

2020/4/10

防災・災害

【緊急調査】【第２回】新型コロナウイルス感染
症に関する国民アンケート

2020/3/11

防災・災害

【緊急調査】新型コロナウィルス感染症に関する
国民アンケート

2020/2/3

防災・災害

新型コロナウイルスによる肺炎に関する訪日外
国人の意識調査

2019/10/17 防災・災害

台風１９号の災害情報等における事前対応に
関する訪日外国人調査

2019/9/18

防災・災害

2019年・台風15号に関する停電等に対するアン
ケート【千葉県八街市】

2019/9/3

防災・災害

北海道胆振東部地震における大規模停電など
に関するアンケート

2019/7/29

その他

子ども・子育てに関するアンケート

2019/7/2

防災・災害

山形県沖地震に関する外国人調査

2019/3/6

防災・災害

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）に関する調査

有効回答
東京都・大阪府・北
海道・愛知県・福岡
県 各504サンプル
割付回収（全2520
サンプル回収）
東京都・大阪府・北
海道・愛知県・福岡
県 各504サンプル
割付回収（全2520
サンプル回収）
東京都・大阪府・北
海道・愛知県・福岡
県 各504サンプル
割付回収（全2520
サンプル回収）
東京都・大阪府・北
海道・愛知県・福岡
県 各504サンプル
割付回収（全2520
サンプル回収）

調査内容
2020年5月9日（土）～5月22日（金）の項目別接触状況、職業、通
勤交通手段、通勤所要時間、テレワーク状況、行動継続意向

調査期間
2020年5月16日（土）～
5月17日（日）、5月23日
（土）～5月24日（日）

2020年4月25日（金）～5月1日（金）、5月2日（土）～5月8日（金）の 2020年5月2日（土）～5
項目別接触状況、職業、通勤交通手段、通勤所要時間、テレワー 月3日（日）、5月9日
ク状況、行動継続意向
（土）～5月10日（日）
2020年4月18日（金）～4月24日（金）の項目別接触状況、職業、通
2020年4月25日（土）～
勤交通手段、通勤所要時間、テレワーク状況、感染防止行動、行
4月26日（日）
動継続意向
2020年4月3日（金）～4月17日（金）の項目別接触状況、職業、通
2020年4月18日（土）～
勤交通手段、通勤所要時間、テレワーク状況、感染防止行動、行
4月19日（日）
動継続意向

「通勤を伴う仕事をして
いる人」に対して、東京
都500人・大阪府500
人・計1,000人

インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
調査）
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド
調査）
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
20歳以上男女モニター
ターに対するクローズド
調査）

生活行動における『人との接触機会』の変化を「仕事」「外出」「夜
2020年（令和2年）4月
東京都500人・大阪 の街での会食」「密閉・密集・密接空間での活動」「１日を総合的に
11日（土）配信開始～4
東京・大阪
府500人・計1,000人 みて」の5つの視点で、毎日の「接触度」をアンケート形式で日別調
月12日（日）調査終了
査
全国47都道府県
基本属性／認知状況／日本に広がる不安／自身が感染する不安
2020年（令和2年）4月3
各100サンプル割付 ／不安の要因／生活への影響／同居者に関する不安／感染防
日（金）配信開始～4月
全国
回収（全4700サンプ 止に気をつけていること／利用や参加を控えたものごと／情報源
6日（月）調査終了
ル回収）
／うわさ／買物行動の変化／感染症対策への評価／テレビの情
全国47都道府県
基本属性／認知状況／日本に広がる不安／自身が感染する不安
2020年（令和2年）3月6
各100サンプル割付 ／不安の要因／生活への影響／同居者に関する不安／感染防
日（金）配信開始～3月
全国
回収（全4700サンプ 止に気をつけていること／利用や参加を控えたものごと／情報源
9日（月）調査終了
／うわさ／買物行動の変化／感染症対策への評価／テレビの情
ル回収）
・「新型コロナウイルスによる肺炎」を知った日、情報源・分かりにく
2020年1月29日時点に 外国語の話せる調査員
かったこと
2020年1月29日（水）・
東京タワー
日本に滞在した訪日外 による質問紙を用いた 256サンプル
・「新型コロナウイルスによる肺炎」に関する対策・予防策、困った 30日（木）
国人旅行者
面接聞き取り調査
こと
・10月1２日の時点での居場所
・台風災害を日本で受けてどのように感じたか
・事前防災対応で刻々と公共機関の停止などが決まっていくが、こ
201９年１０月１２日時 外国語の話せる調査員
の状況によりどのような不便があったか
2019年10月13日（日）・
東京タワー
点に日本に滞在した訪 による質問紙を用いた １８２サンプル
・事前防災対応で情報をどのように収受したか
14日（月）
日外国人旅行者
面接聞き取り調査
・収受において宿泊施設や接触した機関は役に立ったか
・役に立った情報と役に立たなかったこと
・事前防災対応や台風で旅程が大きく変更したか
・旅程の変更はどのように実施したのか 等
調査員による面接調査
台風への備え、台風による被害や影響、停電による影響、情報入
調査地域に居住する
318サンプル
２０１９年９月１４日（土）
千葉県八街市内
法（ランダムウォーク
手、困りごと、今後の備えなど
18歳以上男女個人
法，一部クォータ法）
札幌市内に居住する インターネット調査（イン
地震発生時の状況／ライフラインの状況／停電の影響／日常生
2018年（平成30年）10
20歳以上男女（かつ地 ターネットリサーチモニ
活の回復状況／「料理」がふだんどおりできない期間に工夫・機転
１,０００サンプル
北海道札幌市内
月5日（金）～10月8日
震発生当時に札幌市 ターに対するクローズド
で対応できたこと（自由記述）／「通信」がふだんどおりできない期
（月）
間に工夫・機転で対応できたこと（自由記述）／ など
内にいた人）
調査）
1,500サンプル（政
日本国内に居住する インターネット調査（イン
令指定都市及び東
認定こども園／保育・教育サービス／放課後の過ごし方／子育て 2019年５月24日（金）～
18歳以上の男女個人 ターネットリサーチモニ
京都23区500 それ
日本全域
全般／幼児教育・保育無償化／いじめ／発達障害 など
５月29日（水）
のうち、０～5歳の子ど ターに対するクローズド
以外で人口5万以
もがいる親
調査）
上500 それ未満
201９年６月１８日時点 外国語の話せる調査員 68サンプル（訪日外
新潟空港 出発フロア
役に立った情報／宿泊施設の避難誘導について／地震発生時に 201９年６月２１日（金）・
に日本に滞在した訪日 による質問紙を用いた 国人42・在住外国
（１階、２階）
困ったことなど
２２日（土）
外国人旅行者・在住外 面接聞き取り調査
人26）
三原市全域

三原市内に在住の20 郵送配布・郵送回収に
歳以上の男女1,200人 よるアンケート調査

2

①480サンプル ② 平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）の際の避難行動／情報の入手
77サンプル
状況と情報の受け止め方、行動／備蓄の状況 など

2018年9月15日 ～
2018年9月30日

コーポレートサイト自主調査掲載一覧
掲載日

区分

調査名

2018/11/26 防災・災害

大阪府北部地震（買いだめ）に関する調査

2018/10/15 防災・災害

大阪府北部地震（うわさ・流言）に関する調査

2018/10/10 防災・災害

台風２４号の災害情報等における事前対応に
関する訪日外国人調査

2018/09/27 防災・災害

2018/09/20 防災・災害

2018/09/14 防災・災害
2018/06/29 防災・災害

調査地域

調査対象

調査方法
有効回答
インターネット調査（モニ
近畿圏（京都府、大阪 調査地域に居住する２
タに対するクローズド調 ８００サンプル
府、兵庫県、奈良県） ０歳以上の男女個人
査）
近畿圏（京都府、大阪 近畿圏（京都府、大阪
インターネット調査
府、兵庫県、奈良県） 府、兵庫県、奈良県）

2018年9月30日時点に
羽田空港 国際線出発
日本に滞在した訪日外
ロビー
国人旅行者
調査地域に居住する２
近畿圏（京都府、大阪 ０歳以上の有職者 か
大阪府北部地震（出勤困難）に関する調査
府、兵庫県、奈良県） つ 地震発生当時出勤
前または出勤途中だっ
東淀川区、西淀川区、
大阪市内に在住の20
2018年 台風21号上陸における大阪市民の意 旭区、住吉区、福島
区、大正区、港区、西 歳以上男女個人
識と行動に関する調査
成区、淀川区、生野区
北海道ツーリストイン ２０１８年9月6日に北海
北海道胆振東部地震における訪日外国人旅行
フォメーションセンター 道に滞在した訪日外国
者の避難行動に関する調査
札幌狸小路
人旅行者
2018年6月18日に近畿
大阪府北部地震における訪日外国人旅行者の
南海電鉄 関西空港駅 圏に滞在した訪日外国
避難行動に関する調査
人旅行者

2017/05/15 防災・災害

平成23年3月11日に発
福島県沖地震津波避難行動に関するアンケー 亘理町荒浜地区・吉田 生した津波の浸水域
ト（亘理町）
東部地区
に、現在居住する1,000
世帯

2017/03/06 防災・災害

福島県沖地震津波避難行動に関するアンケー
⽯巻市本庁区域内
ト（石巻市）

2017/03/01 防災・災害

平成28年8月 台風10号に関するアンケート（北
芽室町
海道芽室町）

2016/05/17 防災・災害

2016/04/27 防災・災害

2015/04/15 その他
2015/04/07 防災・災害
2015/04/07 防災・災害
2015/03/17 その他
2014/10/20 その他
2014/09/16 その他

平成23年3⽉11⽇に発
⽣した津波浸⽔域に、
現在居住する5,000世
帯

芽室町内の避難対象
地域及び対象地域外
の計700世帯
益城町内の避難場所
熊本地震被災地における避難状況およびニー
益城町
で生活する 20 歳以上
ズ調査
の男女個人
2016 年 4 月 14～22
熊本地震における訪日外国人旅行者の避難行 福岡空港国際線ターミ 日の間いずれかに九
州地方に滞在した訪日
動に関する調査
ナル 出発ロビー
外国人旅行者
調査期間中に澤の屋
SRC自主調査008「澤の屋旅館 訪日外国人宿
澤の屋旅館
旅館に宿泊した外国人
泊客調査」
旅行者

外国語の話せる調査員
による質問紙を用いた １８６サンプル
面接聞き取り調査

調査期間
２０１８年８月２３日（木）
地震発生後の買物行動／備蓄状況／地震発生後に困ったこと／
～２０１８年８月２９日
うわさについて
（水）
２０１８年８月２３日（木）
地震発生後の近畿圏（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）でのうわ
～２０１８年８月２９日
さ・流言の拡がりの実態について
（水）
本格的な公共交通機関等での「計画運休」等、事前防災対策が実
施され刻々と変わる災害情報及び事前防災対策情報に訪日外国 2018年10月3日
人がどのように対応したのか

インターネット調査（モニ
タに対するクローズド調 １,９２０サンプル
査）

地震発生当日の出勤状況／地震発生当日の勤務先からの出勤
に関する指示／出勤後の状況 など

面接調査法（個人）

303サンプル

事前情報による行動／台風当日の行動／台風発生後に困ったこ 2018年9月10日（月）～
と／防災に対する備えなど
9月18日（火）

1８５サンプル

地震発生時の行動／宿泊施設の避難誘導について／地震発生
時に困ったことなど

２０１８年9月8日（土）、
9日（日）

152サンプル

地震発生時の行動／宿泊施設の避難誘導について／地震発生
時に困ったことなど

2018年6月21日（木）

外国語の話せる調査員
による質問紙を用いた
面接聞き取り調査
外国語の話せる調査員
による質問紙を用いた
面接聞き取り調査
無作為抽出された住戸
1,000戸に対して調査員
が調査票を配付。同封
された返信用封筒に
よって、記入済みの調
査票を返送
無作為抽出された住
⼾5,000⼾に対して調査
員が調査票を配付。同
封された返信⽤封筒に
よって、記⼊済みの調
査票を返送
無作為抽出した700世
帯に対して郵送法によ
り芽室町役場が実施

広島県安佐北区及び
安佐南区

3

配付活動期間：平成29
年2月11日（土）～2月
14日（火）
調査回収期間：返送開
始～平成29年3月6日
（月）到着迄
配付活動期間：平成29
年1⽉14⽇（⼟）〜
1⽉20⽇（⾦）
調査回収期間：返送開
始〜平成29年2⽉9⽇
（⽊）到着迄

地震及び津波に対する避難行動の状況を把握するため

2,169件

地震及び津波に対する避難⾏動の状況を把握するため

384s

大雨に対する住民の情報認知や避難行動の状況を把握するため

2017年1月18日～2017
年2月6日

避難行動把握(前震から本震、現在までの避難行動)／被害の程
度／避難場所での生活ニーズ／今後の居住意向 など

平成 28 年４月 29 日
（金）～５月１日（日）

地震発生時の滞在地／宿泊施設の避難誘導について／地震発
生時に困ったことなど

2016 年 4 月 21 日
（木）～4 月 22 日（金）

327 サンプル（うち、
益城町居住者は
301 サンプル）
115 サンプル（うち
外国語の話せる調査員
前震・本震発生時
による質問紙を用いた
に熊本・大分滞在
面接聞き取り調査
者 34 サンプル）
宿泊客に調査依頼 自
記入式調査票を利用

２０１８年８月２４日（金）
～２０１８年９月３日
（月）

530件

面接調査

インターネット調査（モニ
調査地域に居住する
タに対するクローズド調
20 歳以上の男女個人
査）
インターネット調査（モニ
平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害に 広島県安佐北区及び 調査地域に居住する
タに対するクローズド調
関する調査
安佐南区
20 歳以上の男女個人
査）
SRC自主調査006「”地方創生”大学生・第二新
現在都市圏に居住して インターネットモニター
東京都・千葉県・埼玉
卒・社会人におけるUJターンに対する意識調
いる地方出身者 18～ 調査（モニタに対するク
県・神奈川県・大阪府
査」
39 歳の男女
ローズド調査）
ネットスーパー主要 5 インターネットモニターを
ネットスーパーの利用についてのアンケート
全国
サイトで利用頻度の高 対象としたクローズドリ
い（月１回以上利用）者 サーチ
丸の内エリア（丸ビル、 主要言語に対応できる
SRC自主調査005「外国人の行動に関するアン 丸の内エリア（丸ビル、
新丸ビル周辺）へ来街 調査員による調査票を
ケート"日本で感じた『感動』『残念』"」
新丸ビル周辺）
した外国人
用いた面接聴取方式
SRC自主調査007「平成26年8月豪雨による広
島市の土砂災害に関する調査」

８００サンプル

調査内容

７８６s

訪日旅行の目的や具体的な旅行内容、情報源、訪日旅行に対す
２０１３年６月～２０１４
る期待と満足度、訪日外国人旅行者の誘致を推進していくための
年５月の１年間
アイデア等

400 サンプル

土砂災害当時の状況／土砂災害当時の情報の認知／土砂災害
での避難や安全確保行動など

平成 26 年 12 月 5 日
（金）～12 月９日（火）

400 サンプル

土砂災害当時の状況／土砂災害当時の情報の認知／土砂災害
での避難や安全確保行動など

平成 26 年 12 月 5 日
（金）～12 月９日（火）

829 サンプル

「職業観」、「結婚・子育て観」、「居住観」などの視点で、UJ ターン 2015 年 3 月 1 日 ～ 3
に対する考え方・意向を把握する
月4日

500 サンプル

ネットスーパーについてのアンケート

２０７サンプル

１）国籍・居住地 ２）性別・年齢 ３）訪日目的・回数 ４）同行者 ５）主 平成 26 年８月８日
な訪問地 ６）感動・残念だったこと 等
（金）～８月９日（土）

2014 年 9 月 26 日～
2014 年 10 月 1 日

コーポレートサイト自主調査掲載一覧
掲載日

区分

調査名

調査地域

調査対象
日本全国の 20～59 歳
の男女個人（民間企業
の正社員および公務
員の正規職員）

調査方法
有効回答
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
665 サンプル
ターに対するクローズド
調査）

2014/05/20 その他

SRC自主調査004「職場における『ほめる効果』
全国
に関するアンケート」

2013/06/28 その他

宮城県気仙沼市、女川
調査地域に居住する
SRC自主調査003「第２回 東日本大震災の復興
訪問面接法（傾聴面接） 453サンプル
町、亘理町、福島県南
20 歳以上の男女個人
に関する調査」
相馬市

2013/06/28 防災・災害

第1回 東日本大震災の復興に関する調査

2013/06/28 防災・災害

第２回 東日本大震災の復興に関する調査

2013/03/23 その他

SRC自主調査002_3「子ども・子育てに関するア
ンケート」

2013/02/28 その他

SRC自主調査002_2「子ども・子育てに関するア
ンケート」

2012/11/30 その他

SRC自主調査002_1「子ども・子育てに関するア
ンケート」

2012/07/31 その他

SRC自主調査001「自転車の安全利用に関する
アンケート」

2011/05/01 防災・災害

東日本大震災に関する調査（帰宅困難）

2011/05/01 防災・災害

東日本大震災に関する調査（地震後の心理と
行動）

2011/05/01 防災・災害

宮城県沿岸部における被災地アンケート

2009/10/01 防災・災害

駿河湾を震源とする地震に関する調査

2008/2/19

新潟県中越沖地震に関するアンケート調査

防災・災害

2007/07/03 防災・災害

能登半島地震についてのアンケート調査

2007/07/01 防災・災害

平成19年 三宅島帰島住民アンケート調査（第
3回）

調査地区内の居住す
宮城県女川町、亘理
る 20 歳以上の男女個 調査員による訪問面接
町、気仙沼市および福
442サンプル
人（主に仮設住宅居住 調査
島県南相馬市
者）
宮城県気仙沼市、女川
調査地域に居住する
町、亘理町、福島県南
20 歳以上の男女個人
相馬市
日本国内に居住する
18 歳以上の男女個人
日本全域
のうち、０～６歳の子ど
もがいる親
日本国内に居住する
18 歳以上の男女個人
日本全域
のうち、０～６歳の子ど
もがいる親
日本国内に居住する
18 歳以上の男女個人
日本全域
のうち、０～６歳の子ど
もがいる親
調査地域に居住する
東京圏（東京 23 区）、
16 歳以上の男女個人
大阪圏（大阪市、門真
のうち、自転車利用者
市、池田市）
（月に数回以上）
調査地域に居住する
首都圏（東京都、神奈
20 歳以上の男女個人
川県、埼玉県、千葉
のうち、地震発生時に
県）
首都圏にいた人
北海道、東京都、神奈
調査地域に居住する
川県、埼玉県、千葉
県、静岡県、愛知県、 20 歳以上の男女個人
大阪府、広島県、福岡
宮城県沿岸部（8 市町
18 避難所）
（南三陸町、女川町、 避難所に避難中の 20
石巻市、多賀城市、仙 歳以上の男女
台市若林区、名取市、
亘理町、山元町）
震度６弱の地域（伊豆
市、御前崎市、焼津
調査地域に居住する
市、牧之原市）及び震 20 歳以上の男女個人
度５強の静岡市
柏崎市内の被害が大 調査地域に居住する
きかった町丁目のうち 20 歳以上の男女個人
10 町丁目（地点）
500 人
石川県及び富山県内
調査対象地域に居住
の震度 5 弱以上を観
する 20 歳以上の男女
測した市町村
平成19年4月20～24日
時点で、帰島している
島内全域※立入禁止 世帯の全て ※復旧関
区域と危険区域、高濃 連事業に従事する本
土からの来島者、三宅
度地区は除外した
支庁などの本土からの
出向者、噴火後の転入

訪問面接法（傾聴面接） 45３サンプル
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
調査）
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
調査）
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
調査）
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
調査）
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
調査）
インターネット調査（イン
ターネットリサーチモニ
ターに対するクローズド
調査）

調査内容

調査期間

職場でのコミュニケーション全般／人材育成・制度／就労意識・ス
平成 26 年３月 27 日
トレス／ほめる・叱られることについて／直属の上司との関係／直
（木）～4 月３日（木）
属の部下との関係など
現在の暮らしむき・考え／付き合いの変化／家計の状況／自宅再 平成 25 年 4 月 20 日
建の課題・重視点 など
（土）～23 日（火）
復興過程には様々な利害関係・課題等の制約条件「絆」のメリット
／デメリットとそれが被災地における「復興」とどのような関係にあ
るのか、また、被災地での生活を続ける彼らの意識は、被災地の
変化の激しい状況に対してどのように移り変わるのか、その動的
な現象を定点的に観測

2012 年４月 21 日（土）
～４月 24 日（火）
※南相馬市のみ 2012
年 4 月 28（土）～5 月
1 日（火）

現在の暮らしむき・考え／付き合いの変化／家計の状況／自宅再 平成 25 年 4 月 20 日
建の課題・重視点 など
（土）～23 日（火）

3,000 サンプル

１ あなたのご家庭について ／ ２ 子育て環境について ／ ３ 認定 平成 24 年 10 月 27 日
こども園について／４ 保育・教育サービスについて ／ ５ 放課後 （土）～10 月 31 日
の過ごし方について ／ ６ 子育て全般について
（水）

3,000 サンプル

１ あなたのご家庭について ／ ２ 子育て環境について ／ ３ 認定 平成 24 年 10 月 27 日
こども園について／４ 保育・教育サービスについて ／ ５ 放課後 （土）～10 月 31 日
の過ごし方について ／ ６ 子育て全般について
（水）

3,000 サンプル

１ あなたのご家庭について ／ ２ 子育て環境について ／ ３ 認定 平成 24 年 10 月 27 日
こども園について／４ 保育・教育サービスについて ／ ５ 放課後 （土）～10 月 31 日
の過ごし方について ／ ６ 子育て全般について
（水）

1,023 サンプル

利用している自転車／利用の状況／安全対策（安全講習・保険・
免許）／事故・届出 など

2,026 サンプル

地震直後に知りたかった情報／当日の帰宅状況／必要な支援や 平成 23 年 3 月 25 日
情報／安否確認／困ったこと、対策
（金）～3 月 28 日（月）

2,000 サンプル

地震発生後の買物行動／直後に購入したもの／モノ不足につい
て／計画停電／地震後の意識や行動

平成 23 年 3 月 25 日
（金）～3 月 31 日（木）

質問紙を用いた調査員
451 サンプル
による個別面接調査法

地震発生時の状況／避難行動／必要な情報／必要な支援／生
活再建について など

平成 23 年 4 月 15 日
（金）～4 月 17 日（日）

インターネットリサーチ
パネルを対象とした
WEB によるクローズド
調査

799 サンプル

地震発生時の状況／被害状況／直後の情報入手／地震への備
え など

平成 21 年８月 12 日
（水）～ ８月 13 日（木）

訪問面接法（一部、留
置法を併用）

500 サンプル

インターネットアンケート
504 サンプル
パネルを対象とした
Web によるクローズド調

訪問面接法
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５２０サンプル

被害について／当日のことについて／避難生活について／地震に
ついての情報について／電話・インターネットにおついて／地震に
関する意識や体験について／柏崎刈羽原子力発電所の事故につ
地震発生時にいた場所／地域の安全性／揺れている間の行動／
通信手段／避難の有無／安否確認／当日困ったこと／被害状況
／直後の情報入手／地震への備え／地震や津波に対する意識／

平成 24 年 6 月 29 日
（金）～7 月 4 日（水）

平成 19 年 7 月 28 日
（土）～ 8 月 3 日（金）
2007 年 3 月 29 日
（木）～4 月 2 日（月）

帰島の状況について／世帯の生計について／復興の状況につい 平成１９年４月２０日
て
（金）～２４日（火）

コーポレートサイト自主調査掲載一覧
掲載日

区分

2006/05/01 防災・災害

調査名

調査地域

調査対象
調査方法
平成18年4月25日時点
で、帰島している世帯
島内全域※立入禁止
平成18年 三宅島帰島住民アンケート調査（第
の全て ※復旧関連事
訪問面接法
区域と危険区域、高濃
2回）
業に従事する本土から
度地区は除外した
の来島者、三宅支庁な
どの本土からの出向者

有効回答

４８９サンプル

インターネットアンケート
パネルを対象としたWeb 349サンプル
によるクローズド調査

2005/07/20 防災・災害

福岡県西方沖の地震についてのアンケート調
査

2005/07/13 防災・災害

平成17年４月24・25日
時点で、帰島している
世帯の全て ※復旧関
連事業に従事する本
島内全域※立入禁止
土からの来島者は除
区域と危険区域、高濃
平成17年 三宅島帰島住民アンケート調査（第
外した※調査対象とな 面接法（回答カードを使
364件
度地区は除外したが、
1回）
る台帳（住民基本台帳 用）
これらの地域には居住
とか 帰島者名簿）が村
者は皆無である
役場に存在せず、母集
団が確定し ないため、
全数（悉皆）調査とし
た。20歳以上の世帯主

福岡市

福岡市居住者

2003/07/26 防災・災害

宮城県北部を震源とする地震に関するアンケー
岩手県、宮城県
ト調査

岩手県、宮城県に居住 インターネットリサーチ
する「KNOTs」会員（家 パネル「KNOTs」を利用
族会員含む）
したオンライン調査

2003/05/26 防災・災害

宮城県沖の地震に関するアンケート調査

岩手県、宮城県に居住 インターネットリサーチ
する「KNOTs」会員（家 パネル「KNOTs」を利用
族会員含む）
したオンライン調査

2001/04/03 防災・災害

2001/03/24 防災・災害

静岡県中部地震についての住民調査

芸予地震についての住民調査

岩手県、宮城県

20代から70 代までの
男女で４月３日の地震
エリアサンプリングに
が起きた際に、静岡県
よる無作為抽出（性・年
静岡市、清水市、由比
中部にいた人 400 人
代を考慮して 20 サンプ
町、焼津市、島田市、
（400 サンプル回収す
ル／地点）
藤枝市、川根町
るために、訪問した件
数＝415 件）

調査地域に居住する
広島県内で震度５以
調査員による訪問面接
満２０歳以上の男女個
上を記録した地域。（福
聴取法（一部留置法併
人で、地震発生時に広
山市を除く）
用）
島県内にいた人
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調査内容

帰島の状況について／世帯の生計について／復興について

平成１８年４月２２日
（土）～２５日（火）

1 地震発生時にいた場所2 揺れている間の行動 3 地震当日、困っ
たこと 4 地震直後の情報源と情報内容のニーズ 5 地震に対する
2005年3月28日（月）～
意識 6 地域の安全性7 通信手段 8 災害用伝言ダイヤル（171） 9
4月1日（金）
テレビ・ ラジオからの情報入手 10 被害状況 11 地震への備え

① 自宅の被害状況 ② 帰島 ③ 世帯の家計 ④ 自宅の再建
⑤ 復興 ⑥ 自然災害への意識

１.地震発生時にいた場所 ２．地震発生時にしていたこと ３．揺れ
ている間の行動 ４．地震情報の入手経路 ５．連絡を取った人 ６．
通信手段 ７．地震に関するインターネット情報 ８．地震で困ったこ
３７９サンプル
と ９．災害用伝言ダイヤル 10．テレビ･ラジオの地震情報の評価
11．余震予測 12．5月26日以降の地震対策 13．想定される「宮城
県沖地震」について 14．今回の地震の被害意識 15．今後の防災
1 地震発生時にいた場所2 揺れている間の行動3 地震で困ったこ
と4 地震情報の入手経路5 帰宅状況6 通信手段7 連絡を取った人
464s（岩手県108、
8 地震に関するインターネット情報9 災害用伝言ダイヤル（171)10
宮城県356）
テレビ･ラジオの地震情報評価11 想定される「宮城県沖地震」につ
いて12 今回の地震の被害意識13 今後の防災意識
１. 地震発生時の状態２. 地震で揺れている間の行動 ３. その後の
行動４. 被害状況 ５. 家具の固定状況６. 地震で困ったこと ７. 地震
直後の情報ニーズ ８. 情報を知るために役に立った媒体 ９. 今回
の地震の揺れを体験して感じたこと10. 気象庁の解説情報につい
400 サンプル
て 11. 東海地震について12. 地震への具体的な備え 13. 自主防災
組織への加入状況14. 地域の危険性について 15. 耐震診断・耐震
補強について16. 地域防災に関して行政に望むこと

３００サンプル

調査期間

平成17年４月22日（金）
～ 25日（月）

5月28日（水）～5月29
日（木）

5月28日（水）20時～5
月29日（木）13時

平成 13年４月 12 日
（木）～４月 15 日（日）

◇①地震発生時の状態 ◇②地震で揺れている間の行動 ◇③そ
の後の行動 ◇④被害状況 ⑤地震で困ったこと ⑥地震直後の
情報ニーズ ⑦情報獲得手段と満足度 ⑧過去の安芸灘地域地震
の認知状況 ⑧過去の安芸灘地域地震の認知状況 ⑩過去の地
震広報による行動変化⑪広島県の地震被害想定調査の認知状況
平成１３年３月３０日
⑫地震の長期予測による地震対策行動変化 ⑬地震の中期予測
（金）～４月２日（月）
による地震対策行動変化 ◆⑭大地震の発生不安意識 ◆⑮地震
への備え意識（地震前・地震後）◆⑯地震への具体的備え（地震
前・地震をきっかけに）◆⑰地震が起きた場合の地域の安全意識
（地震前・地震後） ◆⑱地震が起きた場合に地域で危険に思うこと
◆⑲ボランティアへの参加意向 ⑳行政の対応スピード評価 ◆◯

