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選挙局
汚職調査局
公務員局

運輸省（MOT）
民間航空庁（CAAS）
陸上交通庁(LTA)
海事港湾庁(MPA）
公共交通審議会(PTC)

コミュニケーション・国際交流部　地域社会開発部
管理部　　　　高齢者支援部　　　　家庭支援部
フィードバックユニット　　　情報技術局
組織開発部　　　更正保護部
戦略的政策・調査部　　　社会支援部
スポーツ青少年部

社会開発スポーツ省
（MCDS）

人民協会（PA）
国家社会福祉審議会(NCSS)
シンガポールスポーツ協議会(SSC)
ヒンズー諮問委員会　　ヒンズー基金
イスラム諮問委員会　　シーク諮問委員会

防衛政策部　　　　　　　　　防衛管理部
防衛技術・資源部　　　　　国防省電話案内
防衛・国軍人材センター　　国軍編隊部
シンガポール国軍（陸軍、海軍、空軍）
訓練校

国防省（MINDEF）

義務教育部　　管理部　　　教育課程企画開発部
教育計画部　　教育技術部　試験部
財務部　　　　　高等教育部　内部監査部
組織開発部　　人事部　　　　企画部
広報部　　　　　学校部　　　　研修開発部

教育省(MOE)

シンガポール国立大学（NUS）
南洋工科大学（NYP）
国立教育研究所(NIE)　東南アジア研究所(ISEAS)
技術教育研究所(ITE)　科学センター庁
南洋ポリテクニック 　ニーアンポリテクニック
シンガポールポリテクニック
テマセクポリテクニック

予算部　　　　　中央政策部　　　組織開発部
財政政策部　　投資部　　　　サービス改善管理
部
課税部　　　　　会計局　　　　関税消費税局
法人事業登録局

財務省(MOF)
通貨管理委員会(BCCS)　　内国歳入庁(IRAS)
金融庁(MAS)
公営賭博管理庁(Tote Board)
公認会計士庁(PAB)

総務局　　情報管理局　　人材局　　広報局
領事局　　国際経済局　　技術協力局　　儀典局
アセアン局　　国際機関局
第１局（東南アジア）　第２局（北米及び欧州）
第３局（中国、香港、台湾、韓国、日本、ＮＺ、大洋州）
第４局（ラテンアメリカ、南アジア、アフリカ、中東）

外務省(MFA)

管理部　　　企画開発部　　　情報通信部
高齢者・継続介護部　　　医療規制部
医療振興部　　　伝染病予防部
専門職基準開発部

保健省(MOH)
健康促進庁(HPB)　　　健康科学庁(HSA)
薬事局　　歯科審議会　　医療審議会
看護局　　漢方処方医局
コンタクトレンズ処方医局
医療専門資格認定局

中央非常事態準備部  法務部　財務部　人材部
インフラ開発部　共同経営部　情報部  調査部
技術部  共同企画組織開発部　内国保安局
中央麻薬取締局　　出入国管理登録局
シンガポール警察　民間防衛隊　　監獄局

内務省(MHA)
商工業保安公社(CISCO)
社会復帰事業公社(SCORE)

管理部　　　　　芸術遺産部　　　映像出版局
情報通信メディア開発部　　国家強靭性部
内部監査部　　メディア部　　　公共通信部
広報部　　　調査企画部　　　　　広報協会

情報通信芸術省(MITA）
国家芸術審議会 (NAC)     情報通信開発庁(IDA）
国家遺産庁(NHB)
シンガポール放送庁(SBA)
国立図書館(NLB)

法政策部　　土地政策部　　　戦略的計画部
裁判外紛争調停部　　管理部
地域調停センター　　破産管財局　　 土地測量庁
商標登録局　　　　　　司法扶助局
控訴庁（土地取引）　　　区分所有不動産指導局

法務省（MINLAW)
知的所有権庁(IPOS)
国土庁(SLA)

戦略的計画部　　住宅部　　社会資本部
組織業務部国家開発省（MND）

農水畜産庁(AVA)   　建築士庁
住宅開発庁（HDB）　　建築建設庁(BCA)
国立公園庁（NParks）　　専門技術者庁(PEB)
都市再開発庁（URA）
　

管理部　　　　　貿易部A, B　　　　　　　経済部
企業部　　　　　国際事業振興部
資源部　　　　　統計局

通商産業省（MTI)

科学技術研究庁(A*STAR)　　　経済開発庁(EDB)
エネルギー市場庁(EMA)　　　　ホテル認可庁(HLB)
国際企業庁(IE Singapore) シンガポール観光局(STB)
JTC公社（ジュロンタウン公社　JTC)
セントーサ開発公社(SDC)
スプリングシンガポール
（規格生産性革新庁SPRING Singapore)

国会（一院制）

最高法院 下級法院

会計監査院

防衛科学技術庁（DSTA)

組織開発部　　広報国際関係部
戦略的政策部　　情報通信技術部環境省（ENV)

労働政策部　　　外国人人材雇用部
国際人材部　　　労務福祉部　　　人材開発部
人材計画部　　職業病安全保険部　　組織管理部

人的資源省（M0M）
中央積立基金庁（CPF Board）
シンガポール労働基金(SLF)

公益事業庁(PUB)
国家環境庁（NEA）
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参考資料２参考資料２参考資料２参考資料２（（（（都市計画の一例：都市計画の一例：都市計画の一例：都市計画の一例：シンガポール川シンガポール川シンガポール川シンガポール川周辺周辺周辺周辺のののの開発開発開発開発））））    
出所：都市再開発庁出所：都市再開発庁出所：都市再開発庁出所：都市再開発庁 Planning Report 1994Planning Report 1994Planning Report 1994Planning Report 1994    

    
    

    

 
1960196019601960 年代のシンガポール川年代のシンガポール川年代のシンガポール川年代のシンガポール川周辺の写真周辺の写真周辺の写真周辺の写真    
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開発ガイドプランの一部（用途区分・容積率について）開発ガイドプランの一部（用途区分・容積率について）開発ガイドプランの一部（用途区分・容積率について）開発ガイドプランの一部（用途区分・容積率について）    
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現在のシンガポール川現在のシンガポール川現在のシンガポール川現在のシンガポール川周辺周辺周辺周辺。川沿いは美しい遊歩道となっている。。川沿いは美しい遊歩道となっている。。川沿いは美しい遊歩道となっている。。川沿いは美しい遊歩道となっている。    

    

    
シンガポール川沿いのクラーク・キー地区。屋外レストランなどがシンガポール川沿いのクラーク・キー地区。屋外レストランなどがシンガポール川沿いのクラーク・キー地区。屋外レストランなどがシンガポール川沿いのクラーク・キー地区。屋外レストランなどが    
立ち並び立ち並び立ち並び立ち並び、、、、昼夜昼夜昼夜昼夜にぎにぎにぎにぎわっている。わっている。わっている。わっている。    
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（参考資料（参考資料（参考資料（参考資料３３３３）調査様式）調査様式）調査様式）調査様式    
コンセプトプラン 2001 の作成にあたり、都市再開発庁がオンライン上で実施した「ライフスタ

イルに関する調査」。35歳以上の者又は12歳以下の子供を持つ者を対象に行われた。 

 

「ライフスタイルに関する調査」「ライフスタイルに関する調査」「ライフスタイルに関する調査」「ライフスタイルに関する調査」    

セクション１：あなた自身と住居のついて 

１）あなたが住む場所を選ぶとき、最も考慮する事項は何ですか（５つ選択）。 
□地域の外観  □地域の社会的ステータス  □住宅の価格  □地域の歴史・個性 
□近くに親又は子供がいる  □近くに友人がいる  □近くに市場、店舗、病院等がある 
□近くに育児施設（保育園など）がある  
□近くに高齢者介護施設（老人ホームなど）がある 
□近くに公共交通機関（地下鉄、バスなど）がある  □職場までの距離 
□子供の学校までの距離  □近くに公園などがある  □近くに自然保護区などがある 
 
２）上記１）以外で考慮する事項がありますか。あれば具体的に書いてください。 
 
 
 

 
３）あなたが住宅を購入するとして、今後５年以内にどのようなタイプの家に住みたいですか（１

つ選択）。 
□平屋住宅  □高層住宅  □ウォターフロント住宅（ビーチなどの側）  
□離島  □都心  □公園などの近くの住宅 
 
４）上記３）以外で住みたいタイプの家がありますか。あれば具体的に書いてください。 
 
 
 

 
セクション２：あなたの活動について 

５）普段あなたが時間のあるときに行っているレクリエーション活動はどれですか。 
□水泳  □ウォーキングなど屋外活動  □テニス、サッカーなどのスポーツ 
□ボート・釣りなどのウォータースポーツ □レストランでの外食  
□ホーカーセンターでの外食  □公園へ行く・ピクニック  □映画   
□劇・コンサート  □博物館・美術館  □図書館  □ショッピング 
□親又は子供を訪れる  □友人を訪れる □飲み屋・カラオケ 
□プライベートクラブを訪れる  □ゴルフ 
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６）上記５）以外で普段あなたが時間のあるときに行っているレクリエーション活動がありますか。

あれば具体的に書いてください。 
 
 
 

 
７）レクリエーション活動はどこで行っていますか。 
□自宅の近く  □職場の近く  □都心 
 
８）あなたはどこで働いていますか。住所コードを記入してください。 
 

 
９）あなたは、前述のレクリエーション活動に週平均何時間費やしますか。 
 

 
10）普段あなたはレクリエーション活動をいつ行いますか。 
□平日  □週末  □そのどちらも 
 
セクション３：あなたのライフスタイルにおける必要性など 

11）次のうち、あなたが利用する施設を選んでください。 
□公園・オープンスペース  □スポーツ施設  □芸術・文化施設   
□ショッピング・娯楽センター  □ホーカーセンター・市場  □コミュニティセンター 
□公共交通機関（地下鉄、バスなど）  □子供のための施設（プレイグラウンド、育児施設など） 
□高齢者のための施設（高齢者介護施設など） 
 
12）上記 11）以外であなたが利用している施設がありますか。あれば具体的に書いてください。 
 
 
 
   
13）あなたの子供は、学校の時間以外どこで遊びますか（子供のいる人のみ回答）。 
□自宅又はマンションの庭  □アパートの空地  □近所のプレイグラウンド   
□学校の校庭  □近所の公園・オープンスペース  □遠方の公園・オープンスペース 
 
14）上記 12）以外であなたの子供が遊ぶ場所がありますか。あれば具体的に書いてください。 
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15）昨年、あなたは公園をどれくらい訪れましたか。 
□１～２回  □数か月に１回  □少なくとも週１回  □訪れなかった 
 
16）あなたが最もよく利用する公園はどこですか。 
 

 
17）あなたの自宅近くにパークコネクターはありますか 
□はい  □いいえ  □自宅近くにはない  □どこにあるのか知らない   
□パークコネクターとは何か知らない 
 
18）自宅近くにあればよいと思う施設を選んでください。 
□公園・オープンスペース  □スポーツ施設  □芸術・文化施設   
□ショッピング・娯楽センター  □ホーカーセンター・市場  □コミュニティセンター 
□公共交通機関（地下鉄、バスなど）  □子供のための施設（プレイグラウンド、育児施設など） 
□高齢者のための施設（高齢者介護施設など） 
 
19）上記 18）以外であなたが自宅近くにあればよいと思う施設がありますか。あれば具体的に書
いてください。 
 
 
 

 
20）あなたにとって最も大切だと思う施設を５つ選んでください。 
□公園・オープンスペース  □スポーツ施設  □芸術・文化施設   
□ショッピング・娯楽センター  □ホーカーセンター・市場  □コミュニティセンター 
□公共交通機関（地下鉄、バスなど）  □子供のための施設（プレイグラウンド、育児施設など） 
□高齢者のための施設（高齢者介護施設など） 
 
セクション４：あなたのプロフィール（学歴、年収、職業、人種などについて）  

※21）～43）のうち一部省略 

27）あなたは週平均何時間働きますか。 
 

 
30）あなたの世帯構成員の年齢を教えてください。 
 

 
32）あなたの主要な交通手段は何ですか。 
□自家用車  □公共バス  □地下鉄  □自転車  □徒歩  □その他   
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41）あなたのライフスタイルのなかで大切だと思うものを５つ選んでください。 
□家族・友人  □職場の同僚・仕事仲間  □飲酒などのナイトライフ   
□演劇などの芸術活動  □地域の歴史・個性などへの関心   
□娯楽センターのような都心部の施設  □自然地区、田園地帯   
□同じライフスタイルの人が回りにいること  □自家用車を持ち、運転すること 
□公共交通機関のような施設 
 
42）上記 41）以外であなたのライフスタイルのなかで大切なものがあれば記入してください。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

参考文献参考文献参考文献参考文献    
    
 丸谷浩明著「都市整備先進国シンガポール」アジア経済研究所（1995年） 
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  「シンガポールの政策」財団法人自治体国際化協会シンガポール事務所（2001年） 
  「シンガポールの住宅政策」財団法人自治体国際化協会（1994年） 
  「シンガポールの産業政策」財団法人自治体国際化協会（1998年） 
  「シンガポールの緑化政策」財団法人自治体国際化協会（2001年） 

 
 
＜ウェッブ・サイト＞ 
シンガポール政府・国家開発省 http://www.mnd.gov.sg 
シンガポール政府・都市再開発庁 http://www.ura.gov.sg 
シンガポール政府・住宅開発庁 http://www.hdb.gov.sg 
シンガポール政府・国立公園庁 http://www.nparks.gov.sg 
シンガポール政府・法務省 http://www.minlaw.gov.sg/  
シンガポール政府・運輸省 http://www.mot.gov.sg/  
シンガポール政府・陸上交通庁 http://www.lta.gov.sg/  
 

 
 
 

執筆 シンガポール事務所 所長補佐 菊川 和宏 
所長補佐 伊瀬知 強 
調査員  Sherrie Lim Li Peng 
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