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（第三回調査）
「2018 年:年末回顧 県民アンケート調査」について
平素より当財団の運営については、格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび当財団では、昨年に続き第三回目となる「2018 年：年末回顧 県民アンケート
調査」を実施いたしました。調査結果と概要を別紙の通りお知らせいたします。
【調査結果サマリー】

茨城県民による 2018 年の年末回顧は、

『
「悪い年」が「良い年」を上回る 過去 3 年で最低の年 』
-2018 年は県内全域で大幅に「良い年感」が低下し、北関東三県で最も低い結果 となった常陽地域研究センターでは、昨年末に引き続き、本年を振り返る「年末回顧 県民アンケート調
査」を実施した。今回の調査対象は茨城・栃木・群馬の県民 16,500 名（回答者 2,572 名）
。調査
の結果、茨城県民の「良い年感」は過去 3 年で最低となり、北関東三県の比較でも大幅に低い結
果となった。
調査によれば、今年が去年より「良い年」だったとしたのは昨年の 3 人に一人から、今年は 4
人に一人以下となり、
「良い年感」は県内全域で、性別・全世代おしなべて昨年末を大幅に下回っ
た。一方で、
「今年は悪い年だった」とした県民は 3 割を超え「悪い年」が「良い年」を上回る形、
本年初めて実施した北関東三県間の比較においても、群馬県民や栃木県民の年末評価を大きく下
回った。
2018
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【調査の概要】
一般財団法人 常陽地域研究センターが実施。
インターネットによるアンケート調査で、
調査期間は 12 月 12 日から 12 月 19 日の一週間。
茨城県・栃木県・群馬県に暮らす 20 歳以上の男女 16,486 名を対象として 2,572 名（茨城
県 897 名・栃木県 847 名・群馬県 828 名）からの回答を得た。
実際の各県の人口構成にあわせてデータを加工した後に、単純集計と性別・年齢別・地域
別のクロス集計を行い、調査結果の全体を北関東三県間および 2016 年・2017 年調査と比
較・分析した。
調査項目は以下の 4 項目である。

Q 昨年 9 月、24 年振りに新しい県知事が誕生しました。
あなたにとって今年は良い年でしたか？ 来年は良い年になりそうですか？
茨城は 10 年前と比べて良くなりましたか？ 10 年後は今より良くなりますか？
Q1.『去年に比べて今年は良い年だったか？』
【良い年感「今年は良い年だった」
】=「とてもそう思う」+「まあそう思う」
【悪い年感「今年は悪い年だった」
】=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」
Q2.『今年に比べて来年は良い年になるか？』
【新年への期待感「来年は良い年になる」
】=「とてもそう思う」+「まあそう思う」
【新年への諦め感「来年は期待できない」
】=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」
Q3.『茨城（栃木・群馬）は 10 年前に比べて良くなったか？』
【長期の評価「10 年前より良くなった」
】=「とてもそう思う」+「まあそう思う」
【長期の評価「10 年前より悪くなった」
】=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」
Q4.『茨城（栃木・群馬）の 10 年後は今より良くなるか？』
【将来への期待感「10 年後は良くなる」
】=「とてもそう思う」+「まあそう思う」
【将来への不安感「10 年後は悪くなる」
】=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」

※ 常陽地域研究センター（理事長：鈴木 祥順）は、1969 年に常陽銀行が基金を出捐して設立した一般財団法人で、
茨城県内の経済・産業・社会・まちづくりなどに関する調査研究を行っております。
＜本件の照会先＞
一般財団法人 常陽地域研究センター 担当者：赤津
水戸市桜川 2-2-35 茨城県産業会館 2 階
TEL：029-227-6181、FAX：029-231-0971
k.akatsu@arc.or.jp / webmaster@arc.or.jp
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【全体比較表】
Q1. 【良い年感「今年は良い年だった」
】
『去年に比べて今年は良い年だったか？』=「とてもそう思う」+「まあそう思う」
Q2. 【新年への期待感「来年は良い年になる」
】
『今年に比べて来年は良い年になるか？』=「とてもそう思う」+「まあそう思う」
Q3. 【長期の評価「10 年前より良くなった」
】
『茨城は 10 年前に比べて良くなったか？』=「とてもそう思う」+「まあそう思う」
Q4. 【将来への期待感「10 年後は良くなる」
】
『茨城の 10 年後は今より良くなるか？』=「とてもそう思う」+「まあそう思う」

Q1. 【悪い年感「今年は悪い年だった」
】
『去年に比べて今年は良い年だったか？』=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」
Q2. 【新年への諦め感「来年は期待できない」
】
『今年に比べて来年は良い年になるか？』=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」
Q3. 【長期の評価「10 年前より悪くなった」
】
『茨城は 10 年前に比べて良くなったか？』=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」
Q4. 【将来への不安感「10 年後は悪くなる」
】
『茨城の 10 年後は今より良くなるか？』=「あまりそう思わない」+「全くそう思わない」
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【全体クロス比較表】

