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1． 県民意識調査結果 

 

本調査結果は県民意識調査の各設問に対する県民の回答について集計表の形態で掲載し

たものである。 

集計結果は本報告書第Ⅱ部における分析に用いられているほか、第Ⅱ部では用いなかっ

た県内地域別のクロス集計結果を掲載している。 

なお、各集計表と第Ⅱ部で分析に用いたデータは同一の回答結果から作成しているが、

第Ⅱ部の各分析に応じて同一設問の再集計、本参考資料に掲載された集計表に対する加

工・改変等の処理を加えているため第Ⅱ部の一部の分析データは本参考資料における集計

表の値と一致しないことがある。 

 

  


