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問問問問5555----3  3  3  3  問問問問5555----2222でででで「「「「思思思思うがうがうがうが、、、、使用使用使用使用していないしていないしていないしていない((((311311311311人人人人))))」「」「」「」「どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない((((205205205205人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人ののののジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医薬品医薬品医薬品医薬品をををを
　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　使用使用使用使用しないしないしないしない理由理由理由理由（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「8888　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

医者に行っていない
医薬品を使用する機会がない

医薬品を使うことがあまりないので

医者にかかっていない。

医者にかかっていないから

医者に粒のまま出るのもあると聞いた

以前より院に行っていない

今のところ薬は必要ない

今のところ必要性がないので

今まで医者にかかったことがないため

機会が無いので

基本的に病院に行くことがない。

薬が必要な状況にまだないため

薬の処方なし

薬の必要が無いから

薬はほとんど飲むことがない

薬を使用していないから

薬を処方される機会がなかった

薬を処方されるような病気にかかっていない。

薬を飲んでいない

薬を必要としていないから

薬を必要とすることがないので

薬を服用することは殆どない

薬全般に弱いのでどの薬も使用していない

薬を処方されていない

薬を飲むことがないから

健康で薬を飲む必要がないから。

健康で病院に行かないのでわからない

現在、薬を飲むことがない

現在薬を常用していない。

現在薬は必要ない

現在病気になっていないから

使用することがないから

使用する状況にないから

その様な疾患がない

そんなに薬を飲んでいない。
通院したことがないから
使う機会がない
投薬を受けていない
必要がない
必要ないから
必要に迫られていない
病院に行かないから
病院に行っていない。
病院には滅多に行かない。
病院へ行く事がない
病気ではなく薬の必要がない
病気や怪我で病院に行っていないから
本人が使用しない（健康だから）。家族は使用。
まだ機会がないから
まだ薬が必要な病気になっていない
まだ薬を使う病気をしていないから
まだ受診の機会がないから
しばらく受診していない
医師が扱っていないと言われた
かかりつけ医院では取り扱っていない
使わない方針の医師だった
今使用している薬があっているから
一度利用したが少し違う感じがした
使ったことはあるが合わなかったので
ジェネリックは効果が弱いときがある
主成分が認められた医薬品と同じというだけなので効かないこともあるから
ジェネリックを使いたい場合もあるが、安全域が狭い薬は先発を使いたい。
はじめからジェネリックではなく2回目以降からジェネリックでも可能だと言われると、成分、添加物なども違い、1回目に飲んでいるものと違うなら、
調子が変わっても嫌なのでジェネリックに変えようとは思わない。
今自分の飲んでいる薬とぴったり合っているかどうか
風邪薬などは殆ど金額が変わらないので、あえて頼まない。
今のところ薬を使う機会が少なく負担が少ないから
ジェネリックカード、受付に示している
ジェネリックが出ていないから
ジェネリックがない
使用している薬がジェネリックではないため
薬アレルギーがあるため、使用を控えている
知っているが処方してもらう時に覚えていない。だから医師に選択肢として伝えてほしい。
新薬開発のアドバンテージだと思っているから
製薬メーカーで働いているため
知人に聞いた話だが処方箋薬局に薬が無かったそうだ。
入院中
効果的に差がなければ問題ない
どういったものか知らないから
内容的によくわからない
他の医薬品との差がわからない
明確さがもっとほしい。
メリット・デメリットがよくわからないため
今まで特に興味を持っていなかったので
継続的に薬をのまないから、多分勝手にジェネリックにしてくれていると思う（自分のかかりつけの医院）
特に理由はない

その他

よくわからない、
興味がない

扱っていないと言
われた

病院へ行ってい
ない。薬を飲む
必要が無いから

今の薬があって
いるから。先発薬
品との違いに不
安

金額の負担がさほど
変わらないから

ジェネリックが出
ていないから
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問問問問7777----2  2  2  2  問問問問7777でででで「「「「知知知知っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、受診受診受診受診しなかったしなかったしなかったしなかった((((116116116116人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの受診受診受診受診しなかったしなかったしなかったしなかった理由理由理由理由（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「10101010　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

医療費の総額をおさえることにもつながる
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問問問問12121212　　　　あなたはあなたはあなたはあなたは普段普段普段普段、、、、人権人権人権人権についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように意識意識意識意識しているかしているかしているかしているか

「「「「6666　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

意識はしていないが大切だと思っている
全ての人が持っている権利「当たり前」である権利
大切だが差別意識も存在する。
「人権」は大切だが、マイノリティーの利権に群がり過保護にしている人権団体が多く、印象が良くない。人権擁護法案は危険。
非常に大切なことだが、障害者を理由に横柄にしている方はどうかと思う。
大切なことと思いながらも、あえて人権という言葉を使うのは好まない。
過敏に反応しているように思う。
罪を犯した人を庇い過ぎているように思う。その人の人権とは何かと思うことが多い。
人権を主張するためには義務も大切なことも教えるべきだ
義務を考えないで人権だけという人は嫌い
権利を主張して義務がなおざりになっている。
箕面市で育ったが、他市の友人と比較して小中学校では道徳教育の中で人権についての教育がとても熱心にされているようにと思う。
研究という名を基に人権が無視している市関係。その市関係の団体のHPに研究材料されたモルモットの人が写っている。人権侵害している。

人権について正
しく理解したい

人権より人格を意識している（人権は正しく理解したい）

人権侵害だと感じるできごとを見聞きすると意識する。

桜の根で門が傾き鈎がかからないと申し出ても相手にされない。用心が悪く相手にもされない人権無視されている。

とても難しい とても難しいことだと思っている。
不平等や差別は
許せない

不平等、差別は絶対に許せない

インサイダーから漏れていると思う。
あまり人権に問題に直面していない
わからない

その他

意識していない
が大切だ

人権は大切だが
疑問を感じること
もある

箕面市の人権教
育について

人権侵害だと感じる
できるごとがあると意
識する
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問問問問17171717　　　　ごみのごみのごみのごみの減量減量減量減量のためにのためにのためにのために取取取取りりりり組組組組んでいることんでいることんでいることんでいること

「「「「⑦⑦⑦⑦　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

不要品を人にあげたりリサイクルショップへ
不用品をリサイクルショップに持っていく
リサイクル
リサイクル品を利用、不要品はリサイクルに出す
リサイクルショップへ持ち込む
リサイクルできるものはリサイクルする。不要になった衣服、家庭用品等、リサイクルショップへ出す。着物等はリフォームして洋服に仕立て直す
等。
リサイクルのお店を利用する
リサイクル店に出す
リサイクルを利用し、不要なものは買わない。
ヨーグルトや総菜などの容器を再利用する。
子供服をリサイクルショップに出す
まだ使えるものはリサイクルショップで売り買いする。
利用価値のあるものはリサイクルにまわす
紳士スーツなど下取りしてくれるときは利用する
衣類やおもちゃをゼロの家へ
サービスでも不必要なものは頂かない
不要・余分なものを買わない
不要なDMは断りの電話をする
不要なおまけはもらわない
不要なものは購入しない
不要なものを買わない
いらない資料はもらってこない
物を余り買わない。捨てる前にリメイクを考える
廃品回収に出す
紙ゴミは専用業者に持参している
子ども会
子ども会に出している
段ボールや缶を集団回収に出す
段ボールを回収業者に出している。
新聞紙以外も古紙回収に出す
出来るだけ主人の店に持っていく。契約しているごみ屋が全部処理してくれるから。
古新聞は業者に無料回収してもらう
できるだけ長く使う
長く物を使う（買わない）
木や紙、天然資源のものを求める
使える物の修理、リユース等
お弁当、水筒を活用。子供が新生児の時は布おむつを使用。
洗った古着をハンカチ風の大きさに切り、介護施設へ
古布を雑巾等に使う。不用品をバザー等に
不要衣料は切って雑巾に
古着や古タオルは雑巾に作りかえる
古タオルを雑巾にしたり、生ゴミの水分をとったり　等々
古着を捨てずに掃除に使う
古布の再利用（雑巾）、学校からのお知らせプリントの裏を使ってメモ用紙に。
過剰包装のものはできるだけ買わないようにしている。
スーパーでの過剰なパックをもっと簡素化してほしい
トレーやパック入りの野菜をなるべく買わない
必要の無いレジ袋は返す
大型ゴミは購入時に持っていってもらう
クリーニング屋さんへ利用済みハンガーを持参する
スーパーでトレイなどを捨ててくる
食べ残さない
食べ残さない。生ゴミをなるべく出さない。
食べ残しをしない
食べ物の使い切り、不要なものは買わない
食べ物を残さない
食材と使い切る、無駄な買い物をしない
食材を無駄無く使う。
食事を食べきり生ゴミを出さない
生ゴミ配布紙に包んで水切りする
生ゴミは乾燥してから出す
生ゴミはできるだけ出さない
生ゴミをできるだけ少なくしている。
生物は圧力鍋で煮てペットの餌に
野菜は皮まで使うようにする
植木等は乾燥して焼却している。
ゴミ出しを少なくする
ゴミの減量を意識する
ゴミのことを考えて買い物をする
なるべくゴミを出さないように
分別をきちんと行い、軽量化を常に意識する。
ゴミ袋をなるべく一袋にしている
牛乳のパックを回収ボックスに持っていく
牛乳パック、紙パックのリサイクル
牛乳パック、トレイ、卵パック回収
食品トレイ、牛乳パックをリサイクル
卵パック回収がないので遠くまである所に持って行ってます。
トレー、牛乳パックなどを回収ボックスへ
ビールの空き缶は空き缶ボックスへ
アルミ缶は地域の集団回収に出す。
プラスチックの分別をしている
プラスチックの容器を洗って分別
プラは必ず分別する
プラゴミは可燃ゴミに入れない。
ボトル類は買わない
箕面市全体に分別回収すべきだ（プラスチック）

リサイクルショッ
プ等の利用

不要なものを買
わない、貰わな
い

廃品回収や業者
による回収

永く使える、再利
用可能なものの
購入

不要衣類を使い
切る

過剰包装のもの
を買わない

過剰包装は業者
に返却

食べ物を残さな
い

生ごみの減量

ゴミの減量を意
識する

牛乳パック、トレ
イ等を回収ボック
スへ

プラスチックの分
別
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ダンボール、アルミ缶は別に出す
ダンボールなど環境クリーンセンターへ持っていく
ダンボールは置いておいて再利用する
ゴミの分別
5種分別をきっちりとする。お菓子紙パック等は回収に出す。新しい着衣はバザーに出す。
必要以上に買い置きしない。
ゴミ減量のため必要分だけ買い、捨てずに使い切るようにしている
ゴミはなるべく持ち帰る
ゴミは持ち帰る
生ゴミ処理機を使っている
EMについて学び使用する
地下水利用、残飯は堆肥化
決めたことを守る
クリーンセンターへ持って行く
分別回収は不要であるようだ
あまりこんなことを行うとケチと反対に思われるときがある
ハイブリッド車を利用
風呂の水のトイレへの利用
クーラーや暖房をなるべく使用しない
クーラーやヒーターは使用しない
できる限り徒歩
ペットボトル・古新聞の回収に来てほしい。不要品回収日等がわからない
外出は自転車で移動
トイレットペーパーの芯等も集めている。

生ゴミ処理機、Ｅ
Ｍの利用、堆肥
化
その他

段ボールの分別

分別の徹底

買い置きをしない

ゴミの持ち帰り
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問問問問18181818　　　　ごみごみごみごみ処理経費処理経費処理経費処理経費のののの有料制有料制有料制有料制にににに対対対対するするするする考考考考え え え え （（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「9999　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

ゴミ袋が高価すぎる
ゴミ袋が高いので一年分無料配布してほしい。
ゴミ袋が高すぎる
ゴミ袋が高すぎる。分別処理を本当にちゃんと処理しているかどうかも気になる。
ゴミ袋が高すぎると思う。
ゴミ袋が小さい。特に小サイズは
ゴミ袋の価格がとても高い。
ゴミ袋の値段が高すぎる
ゴミ袋の値段が高すぎる。
ゴミ袋の値段を下げてほしい。ゴミの分別を増やしてペットボトルやトレーの回収日を作ってほしい。
ゴミ袋の料金が高い
ゴミ袋をもう少し安く
袋の料金がすごく高い。
値段が高い
袋の購入費が高い
購入の袋が高く感じる
有料のゴミ袋が高すぎる
有料の袋が高いのでできればせめて１回１袋で足りる分を配布してもらいたい。
良いと思うが有料のゴミ袋は少し高すぎると思う。
賛成ですが、袋代金が他の市よりも高いと思います
足りない分は買うのは良いが値段が高すぎる。
日本一高いゴミ袋だと評判。高収入でないと生活できないと友人に言われた。
不足で購入時の金額が高すぎる
箕面市のゴミ袋は高すぎる
現状に賛成だが、購入分の金額が高額すぎる。（豊中市は1枚当たりの容量も多い上に金額は箕面市の10分の1）
燃えないゴミは高すぎる
燃えないゴミ袋の無料配布もお願いします。
燃えないごみ用の袋も配布してほしい
燃えないごみ用袋も一部無料配布すべきである
燃えないゴミ袋もしてほしい。
燃えないゴミ袋も全て無料にしてほしい
不燃ごみの袋1枚150円は高い。燃えるごみの袋も追加で購入する場合、高すぎる。
無料の燃えるゴミ袋の量を少し減らして燃えない袋を無料で配ってほしい。
燃えないゴミの袋と１つでも付けてほしい。不法投棄や燃えないゴミを燃えるゴミに入れる人がいると思う。
不燃ごみの袋も少量でも配布してほしい。
不燃ごみの扱い方がいまいち分からない。不燃ごみ袋も無料配布を希望。
大型ゴミの有料化は反対
大ゴミの値段が高すぎる
ゴミ袋を自分で購入すれば同じだと思う。
すべて有料にした方がよい
無料配布を廃止し有料にした方がよい。
少し袋が足りなくなる。
袋が足りない
枚数が足りない
無料配布を増やしてほしい
あまった袋は買い取ってくれればいいのにと思う。
一定枚数が多い。7、8割にしてなくなると市役所へこられた方に残り2、3割を渡す。それ以上は購入を。
無料配布の枚数が多すぎると思う。
袋を人数で決めるのはおかしい。家に居る家での生活時間が長い人の人数で、配布枚数を決めないと公平でないと思う。
世帯ごとに決められている枚数に違和感がある
人数により枚数が決まっているが、介護等でゴミの量が増える場合があり、有料でもよいが、もう少し低価格ならよいと思う。
子供や老人のいる家庭や収入によっては枚数を増やすなど、もう少し細かく柔軟性を持たせてほしい。どの他、プラスチック類はリサイクルで無料
引き取りなどを。
無料配布の量が多いと思う。有料でもよいのでは。
一定量が各家庭に合っているかどうか？袋が余っている場合はどうなのか？
共働きはそうざい等を購入してゴミが出易い。所得税納税分に応じた枚数を支給してほしい
学生で下宿をしている人などは住民票を移していないのではないか。不法投棄はそういう人??
住民票を写していない人はゴミ袋をもらえないので平気で規定の袋に入れず捨てる人がいる
箕面市在住の箕面市民以外の方にも配布するとよいと思う
袋に入らない形状のものの扱いに困る
袋を結びやすいように上端を長くしてほしい。
袋が小さい。
公園のゴミ置き場に生ゴミの不法投棄が多い。
コンビニのゴミ捨て場に家庭ごみが捨てられてあったのを見た
公園にゴミが捨てられていることが多い
モラルが高まっている反面、不法投棄も増えている。
不法投棄の問題もあり、ゴミ処理は最後まで行うのが行政の仕事。
マンションです。回収が過ぎても外から持ってくる。
不燃ごみについてだが、茨木市や吹田市など無料の市の知り合いに持っていって捨てている人もたくさんいる。
他市から引っ越してきた場合、ゴミの出し方が複雑でなかなか慣れることができない
不便
分別が面倒である
ゴミ袋の交換（引き替え）が面倒だ
袋を無料or透明な袋であればＯＫにしてほしい
紙袋等使えないのでかえってゴミが増えるのでは
平成15年以前のゴミ袋が少し残っているので使えたらいいのだが
年配の人は未だに不満な人が多い。古い指定ゴミ袋を使用できないのは無駄づかいだ。
紙袋やビニール袋はどうしても増えるので、生ゴミもそういうものを利用できれば良いと思う。出すときに燃えないゴミに貼るようにシールを配布す
るとか。
木の葉や枝葉は以前の袋（白くて５分別時に使用のもの…この方が厚手で丈夫）を使用することを認めてほしい。勝手なことだが毎年足りなくて
買うことが多いので考慮してほしい。
収集されないゴミがそのまま残っている所がある。
時々ゴミの量が増えても2袋までと言わず持って帰ってほしい。
ゴミ出しは週２回×12ヶ月が基本回数である。生ゴミは量にかかわらず毎回出すようにしている。匂いや虫の発生を防ぐために。そのため無料配
布回数を増やしてほしい。
カラス対策をしてほしい。
透明も止めてほしいが、まずカラス被害が問題。カラスが破るのでもっと強くしてほしい。
ゴミの出し方に問題がある。カラス、猫が荒らす。

ゴミ袋が高い

燃えないゴミ袋も
無料配布

大型ゴミの値段
が高い
全て有料化すれ
ばよい

ゴミ袋が足りない

ゴミ袋の量が多
い

袋の配布方法

袋の形状

カラス・猫対策

不法投棄の増加

分別が複雑、不
便

透明袋や以前の
袋を使いたい

回収について

6



無料配布分だけで買わずにすむようにするための目安となっている
生ゴミは別に回収して堆肥化するのはどうか。有料配布で可。

ゴミ袋そのものは ゴミの量に応じているので公平ではあるが、ゴミ袋が必要なのでエコ？
公園やバス停などにはゴミ箱がほしい。
最近転居してきて驚いた。前住地では大型ゴミも全て無料だったから。
燃えるごみ袋はいいが、なぜ試験的なプラスチックごみを西部では分けないのか、東部だけは不公平だ
本当にリサイクルされているのか公表されているのか
ゴミ減量化になっているか現状を知らないのでわからない。
特に思わない
リサイクル業者がアルミ缶をゴミの中より持ち去る。これはゆるせないと思う。アルミ缶は箕面市の資源と思う。

ゴミ袋がゴミ量の目
安、堆肥化

その他
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問問問問33333333----2222　　　　問問問問33333333でででで「「「「とっているとっているとっているとっている((((710710710710人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの災害災害災害災害にににに備備備備えたえたえたえた具体策 具体策 具体策 具体策 （（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「8888　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

家の耐震補強
家の梁を建築時に増やした
住宅を耐火、耐震にしている
耐震型の家に建て替えた
耐震工事
耐震構造の家に住んでいる
耐震構造の補強
耐震補強
築40年以上なので補強工事リフォームをした。
地下シェルター、井戸水確保
保険
保険加入
保険に加入している。
火災・地震保険加入
寝室に大型家具は置かない
寝室には物を置かない
背の高い家具を置かない
家具を極力少なくしている。
家族間の連絡手段の確認
行動のシュミレーションをよく話している。
親類を通じて連絡など
どこで家族と落ち合うのか決めている
何かあった時、どこで家族が集まるか
ペットをどのように連れ出すかなど
防火用水の設置
風呂水を常時貯める他
懐中電灯、笛、ラジオは常備
保険証のコピーを持っている
枕元に懐中電灯を置く。
ベッドの側に靴、軍手、懐中電灯、手ぬぐい等
玄関に懐中電灯を置いている
ヘルメットの用意
携帯トイレの用意
冬でもキャンプを行い野営も大丈夫！車にキャンプ道具一式があり、家が崩壊しても家族分は２～３日は大丈夫！
以前は消火器を設置していたが古くなった消火器が処分しにくいのでやめた。
歩行困難のため介助者不在が心配
IT上のネットワーク加入
防犯ベルの設置
火災報知機

大型家具の配置

災害保険への加
入

家屋の耐震化

その他

身近に常備

水の確保

非常時の連絡方
法やｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
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問問問問34343434　　　　次次次次のののの地域活動地域活動地域活動地域活動にににに参加参加参加参加しているかしているかしているかしているか（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「7777　　　　サークルサークルサークルサークル・・・・自主自主自主自主グループグループグループグループ・・・・趣味趣味趣味趣味のののの会会会会」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

スポーツ ウォーキング、ハイキング、写真
ウォーキングクラブ
ハイキング、魚釣り
トレッキング
山の会
テニス協会
テニスクラブ
ソフトボール
ソフトボールクラブ
サッカークラブ
少年サッカー
少年野球
少年野球の指導
ゴルフ友の会
バトミントン
バレーボールクラブ
コミュニティセンターで卓球
少林寺拳法
松寿荘卓球・書道、箕面文化センターで卓球クラブ
ヨガ
体操サークル
健康体操、日本舞踊、カラオケ
コミュニティセンターの健康教室

ダンス 社交ダンス、卓球
リクリエーションダンス
バレエ

音楽 音楽サークル
コーラス
歌
歌の講座
日本民謡を歌う会
大学の合唱サークルを通じて
三味線

英会話 英会話
英会話、料理

考古学 文化財愛好会
考古学の講座

美術 陶芸、絵画
絵画グループ
西南公民館で画を描いている
絵手紙、さわる絵本、公園掃除、体操

俳句、囲碁 俳句
囲碁の会

その他 箕面ナチュラリストクラブ
料理同好会
お話会、コーラス部
菊花愛好会、文化財愛好会、句会など
きららキッズ
趣味の会2カ所
日赤、校区福祉会
毎週1回子供のホットボランティア
謡に少し参加したがやめた
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問問問問34343434　　　　次次次次のののの地域活動地域活動地域活動地域活動にににに参加参加参加参加しているかしているかしているかしているか（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「8888　　　　ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ････社会貢献活動団体社会貢献活動団体社会貢献活動団体社会貢献活動団体」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

福祉 お年寄りの補助、お話など
介護者の会　びわの会
傾聴ボランティア
食事会
デイサービスの調理
点訳（子ども用図書）ボランティア
一声訪問員

自然保護 自然保護のグループ
山麓保全委員会
箕面クワガタ探検隊

国際交流 国際交流協会の翻訳
フェアトレード活動

掃除 ごみ拾い
近くの道の草取り

防犯 防犯パトロール
シルバーからの校庭の整備
シルバー人材センターのボランティア活動、その他グループ活動

社協関係 社協のボランティア
社協バザーのボランティア

その他 ＮＰＯの賛助会員等
彩り会
ウォーキングメイト
歌のボランティア
大阪活性化推進総研
ガールスカウト
学校との話し合いの元で集合場所や連絡先を決めている
ささゆり声の会
さわる絵本、絵手紙、公園掃除
小学校クラブボランティア
青年会議所
地域のネコの会
登録している
マクドナルドバスに寄付品を届ける

シルバー人材セ
ンター関係
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問問問問34343434　　　　次次次次のののの地域活動地域活動地域活動地域活動にににに参加参加参加参加しているかしているかしているかしているか（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「10101010　　　　地域行事地域行事地域行事地域行事」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

運動会 運動会
運動会
運動会
運動会、バザー
運動会等
地域運動会
地域運動会
地域運動会
地域運動会
地域運動会
地域運動会
わくわくうんどうかい
豊川小地域運動会
ふれあい運動会

地域の清掃活動 近所の清掃
清掃活動
清掃活動
草取り
草取り
草取り
クリーン作戦
クリーン作戦
公園の整理
公園の掃除等
近くの公園清掃
団地内清掃
地域清掃
地区内のゴミ収集
大掃除、自治会の旅行
溝そうじ
ゴミ拾い

盆踊り 盆踊り
盆踊り
盆踊り大会、福祉大会
どんと焼き、盆踊り
コミセン祭り、盆踊り、セミナー等
校区の盆踊り時の出店の手伝い
敬老の集い

夏祭り マンションの夏祭り
箕面の夏祭り他
夏祭り
夏祭り
夏祭り

その他 コンサート
市民俳句大会に参加
西南公民館の行事には参加している
発表会
墓地管理要員、寺の役員
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問問問問34343434　　　　次次次次のののの地域活動地域活動地域活動地域活動にににに参加参加参加参加しているかしているかしているかしているか（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「11111111　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

教育関係 PTA
学校後援会会長
中学校の地区委員
幼稚園の行事

高齢者福祉関係 老人介護
老人クラブ役員

子育て関係 ファミリーサポート
子育てサロン

その他 コミスポ
消防団活動
清掃
婦人会
自治会なし地域
市民講座の受講など
体調、健康面や体力の衰え
ボーイスカウト
マンション管理組合
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問問問問35353535　　　　地域活動地域活動地域活動地域活動をはじめるきっかけとしてをはじめるきっかけとしてをはじめるきっかけとしてをはじめるきっかけとして、、、、何何何何がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うかうかうかうか（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「9999　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

近所での声かけ
ご近所への声かけ
自治会からの勧誘
自治会活動への参加からの広がり
自治会に入っているから問34の①につけた。
具体的な働きかけ
種類を知らせてもらうことと勧誘活動
携帯電話、口コミ、マーケティングの知識を利用すると参加促進しやすいかも。
FMでの告知
ＭＵＧ
宣伝カー
マンションでは管理人室の前にポスターを貼る。
図書館などでポスター掲示
学校活動
実際に活動されている方が率先して楽しく教えてあげている
簡単な活動。例えばバザー参加や手伝いなど
盆踊り、バス旅行
色々な経験をした人の人生話をざっくばらんに聞きたいし討議をしたい
当たり前でない分野があれば良いと思う。
青少年指導員
負担の軽減
引っ越して3年、知り合いが少なく地域の身近な内容があまりわからない。活動に参加したいと思うが年寄りが多く嫌になる。自身も年寄りである
が!!
乳幼児を預ける所が必要だ。
子供が何歳かになったら強制的に参加を促すとか。

プロボノ活用施策
本人の意志 本人の意思

本人の意識
本人の自覚
本人のやる気

時間 参加できる時間を確保できること
時間
時間的余裕
仕事がヒマになること
今はそれどころではない

その他 やりたい人がやればよい。
必要なし
国際交流協会
高齢者で体力的に不可（個人差があるだろうが75歳以上は無理）

近所、自治会か
らの声かけ

声かけ方法の工
夫

参加しやすさ、魅
力づくり

どういう地域を作っ
ていきたいか

13



問問問問37373737①①①①　　　　問問問問36363636----2222②②②②でででで「「「「運動運動運動運動をををを続続続続けようとけようとけようとけようと思思思思っているっているっているっている((((345345345345人人人人))))」「」「」「」「できればできればできればできれば続続続続けたいけたいけたいけたい((((43434343人人人人))))」」」」
 　　　　　問 　　　　　問 　　　　　問 　　　　　問36363636----3333でででで「「「「今後運動今後運動今後運動今後運動をををを始始始始めるめるめるめる予定予定予定予定があるがあるがあるがある((((148148148148人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの運動運動運動運動をををを始始始始めためためためた((((始始始始めようとめようとめようとめようと思思思思ったったったった))))きっかけきっかけきっかけきっかけ

「「「「6666　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

楽しいから
ゴルフが好きだから
以前から好きだったことを実行している
身体を動かすことが好きだったから
趣味
子供が大きくなってからの楽しみ

日常生活の一部 幼い頃からやっているので生活の一部になっている
老人クラブに同好会ですでに20年も
終始農作業

老後の健康 高齢なので歩く事を心がけています（早足で）
老後のため

ダイエット ダイエット
痩せたかったから
ダイエットの為と、夫と同じ趣味を持つため
ストレス解消のため
ストレス発散
日常生活のリフレッシュのため
子供が通っているスイミングスクールで
子どもと一緒に始めました

仕事上で必要 仕事上運動が必要
仕事上やむを得ず
職業のため

ラジオ体操 NHKラジオ体操
ラジオ体操

市の広報を見て 市広報を見て
もみじだより
池田カルチャーセンターで知った
インターネットのHP
水泳教室
千里セルシーができてプールがあったから
通りがかりで始めた

学校の授業 学校の授業
その他 主人に勧められて

昭和64年市の勤労者テニス教室（テニス協会）
地区福祉会
ヨガを始めたい
体調が回復したら始めたい
時間と体力の余力を考えて何かに参加するつもり

子供と一緒に始
めた

広告を見て、施
設ができた

ストレス解消、リ
フレッシュ

楽しいから、好き
だから
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問問問問37373737②②②②　　　　問問問問36363636----2222②②②②でででで「「「「運動運動運動運動をををを続続続続けようとけようとけようとけようと思思思思っているっているっているっている((((345345345345人人人人))))」「」「」「」「できればできればできればできれば続続続続けたいけたいけたいけたい((((43434343人人人人))))」」」」
 　　　　　問 　　　　　問 　　　　　問 　　　　　問36363636----3333でででで「「「「今後運動今後運動今後運動今後運動をををを始始始始めるめるめるめる予定予定予定予定があるがあるがあるがある((((148148148148人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの運動運動運動運動をしているをしているをしているをしている（（（（参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい））））場所場所場所場所

「「「「7777　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

自宅 家
家でルームランナーを使用
自宅
自宅
自宅
自宅
自宅

自宅周辺の道路
等

ウォーキング
ウォーキングなので道路
自宅、公道
自宅周辺
自宅と駅の間または近所
自宅より３０分ウォーキング
家の近所
「歩く」ためだから施設は必要ない
歩くこと
近くの歩道
ショッピング
夜のウォーキング
歩きやすい道にしてほしい
道路だが、ウォーキングに適する歩道が少ない）
家の中か道路
公道⇒国道などの側道の街道
サイクルロードの充実
自転車なので一般道
道路、サイクルロード
市街、郊外
滝道ウォーキング

滝道でウォーキング
河川滝道ハイキングコース
市内のあちこちを歩いている。
箕面公園や滝道を使ってウォークラリーなど
箕面滝道を毎日歩いている
箕面滝巡りウォーク、近隣ハイキング他
箕面大滝までの散歩
近くの山
山
山
山登り、ハイキング
箕面の山（教学の森）を歩いている。
森林地域のトレイル等
●百？の山

ゴルフ場 ゴルフクラブ
ゴルフクラブの会員で月に１～２回
ゴルフ場
ゴルフ場
ゴルフ練習場
茨木国際ゴルフクラブ

テニスコート テニススクール
市のコート
所属する大学のテニスコート

民間の施設等 千里ルネサンス
施設のクラブ
スポーツクラブ
民間のスクール

学校 高校　スイミング
以前住んでいた校区の小中学校
学校

職場の近く 時間的都合で職場が近くになる
職場近く
伊丹市にある会社の施設

公共施設、公園 スカイアリーナ
万博記念公園（東の広場）
安価でスポーツができるように一般の貸し部屋の提供に市が関わってほしい。コミュニティ施設の使用方法がややこしいため。

その他 託児所のある所
通うのに時間がかからない場所
病院

ウォーキング（滝
道等）

トレッキング（近く
の山）
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問問問問37373737③③③③　　　　問問問問36363636----2222②②②②でででで「「「「運動運動運動運動をををを続続続続けようとけようとけようとけようと思思思思っているっているっているっている((((345345345345人人人人))))」「」「」「」「できればできればできればできれば続続続続けたいけたいけたいけたい((((43434343人人人人))))」」」」
          問          問          問          問36363636----3333でででで「「「「今後運動今後運動今後運動今後運動をををを始始始始めるめるめるめる予定予定予定予定があるがあるがあるがある((((148148148148人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの現在現在現在現在しているしているしているしている（（（（今後始今後始今後始今後始めたいめたいめたいめたい））））運動運動運動運動のののの種目種目種目種目

「「「「14141414　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

サイクリング
サイクリング
サイクリング
サイクリング
サイクリング
サイクリング
自転車
自転車
自転車
自転車
筋力トレーニング
筋トレ、エア
筋力強化の運動
筋力トレーニング
筋力トレーニング
筋力トレーニング
ストレッチ
ストレッチ、筋トレ
ストレッチ、健康マシン
ストレッチ体操
３０分フィットネス
柔軟体操
健康体操
健康武術
健康体操、スエーデン体操やヨガを取り入れた身体全体を使った体操
老化予防の健康体操
体操
ラジオ体操
ダンベル
ジムでの運動

マシン
スポーツジム
スポーツジム
フィットネス
エクササイズ
エアロビクス
エアロビクス

ゲートボール ゲートボール
ゲートボール
ゲートボール
ゲートボール、グランドゴルフ

ウォーキング ２～３時間歩くこと
毎日時間を決めて歩いている
ウォーキング、筋力トレーニング
山登り
山登り、ハイキング
登山
トレッキング
少林寺拳法
武道
健康武術
空手
気孔
太極拳
ボクササイズ
格闘技、ウエイトトレーニング
剣道
剣道
フェンシング
アーチェリー
スポーツ吹き矢

踊り 踊り
リズムに合わせて踊る

球技 ソフトバレーボール
ラグビー
フットサル
クウォーターテニスを始めたいが休日が合わない
ターゲットバードゴルフ

その他 スキー
体操競技
パラグライダー
フラフープ
陸上競技
紙飛行機とばし
リハビリ

サイクリング

武道、格闘技、
剣道､ｱｰﾁｪﾘｰ

筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、ｽ
ﾄﾚｯﾁ、体操

ハイキング、ト
レッキング

スポーツジムで
の運動
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問問問問38383838　　　　問問問問36363636----2222②②②②でででで「「「「運動運動運動運動をををを続続続続けようとけようとけようとけようと思思思思っていないっていないっていないっていない((((2222人人人人))))」」」」
　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問36363636----3333でででで「「「「今後運動今後運動今後運動今後運動をををを始始始始めるめるめるめる予定予定予定予定はないはないはないはない((((458458458458人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの運動運動運動運動をををを続続続続けないけないけないけない（（（（始始始始めないめないめないめない））））理由理由理由理由

「「「「6666　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

現在入院中
抗ガン剤治療中
退職後ガンで入院
退職後すぐに腰を骨折、その後膝の骨折で現在治療中
通院中だから
病気中
ドクターストップ
持病があるので運動はできない。
病身のため運動に自信がない。日常生活では健康。
膝痛のためにできない。運動には関心は大だ。
腰痛のため、矛盾もあるが･･･
以前運動をしたが体を壊したので体力的に無理

障害がある 身体に障害がある
身障者だから

高齢だから 高年齢
年令が71歳過ぎたので・・・60歳まではゴルフ

妊娠中 妊娠中なので
妊娠中
子育てと仕事の両立が難しい。
子育て中、パートがずっと立ち仕事なので体力的に無理
親の介護があるので外出できない
介護しているので一緒に出来たり、あずけたり何らかの策が必要。
よく散歩しているから
通勤等で毎日一万歩以上歩いているので運動量は今のところ足りていると感じている。
ペットの散歩が主な生活
毎日歩いている7～8千歩
普段からウォーキングを心がけている
散歩
一日２回犬の散歩に出かけるので、それ以上はしんどい。
自転車で通勤しているのから
農業や植木の手入れのため

畑仕事をして身体を動かしているので必要ないから
菜園
時間も無いが、特別な運動をしなくても日常生活の中で充分身体を動かすことで代用できると考えています。
外出して運動を目的とすることはないが、日常に動き、家庭で時間を見つけては体操を心がけている
日常生活の中でできるだけ歩くこと。毎日家でストレッチ運動をする等、身近なところで心がけているので。
時間もないし近く活動できる場所がない

時間も無く、活動場所の無い
時間も無く、活動場所の無い
時間も無く、活動場所の無い
時間も無く、活動場所の無い
体力も無く、活動場所も無い

時間も体力も無 時間も無く、体力も無い
時間も無く、体力も無い
時間も無く、体力も無い
時間も無く、力仕事をしているのでスポーツをする気力、体力がない

経済的負担 経済的負担
費用の問題。市主催のものなどで人気の講座はなかなか参加できない。
一緒にできる仲のよい人がいない
友人がいない

きっかけがない きっかけがない
きっかけがなので
始めるきっかけがない
始めるきっかけがない
自分に自信がない
長続きしないから
へたくそで人に馬鹿にされるから

時間も経済的に
もきつい

時間もないし経済的にきついから。

ジョギングしたいが
暗くて恐いから 子育て中。ジョギングをしたいが、歩道が狭かったり、夜の街灯が暗くて恐いからしない、というかできない。

その他 不精なため
余裕がない
時々歩く程度。どのような運動がよいかわからない。

続ける自信がな
い

入院、病気治療
中等

要介護者がいる
から

普段から身体を
動かせばよいか
ら

一緒にできる友
人がいない

子育て中で忙し
いから

農業や菜園等を
しているから

時間もなく活動で
きる場所がない

散歩、ｳｫｰｷﾝｸﾞ、
自転車通勤を等
をしているから
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問問問問41414141----3333　　　　問問問問41414141----2222でででで「「「「ほぼほぼほぼほぼ毎日見毎日見毎日見毎日見るるるる((((22222222人人人人))))」「」「」「」「週週週週にににに一度一度一度一度はははは見見見見るるるる((((33333333人人人人))))」「」「」「」「月月月月にににに一度一度一度一度はははは見見見見るるるる((((136136136136人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 箕面市箕面市箕面市箕面市ののののホームページホームページホームページホームページでででで見見見見るるるる内容内容内容内容((((複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「20202020　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

そのときの必要に応じて見ている
必要なときに必要な内容を見る
必要によってちがう
雨水タンクなどの助成について
求人
倉田市長のtweet
市営住宅の空き情報
もみじだより
例規集
一通りみる、読む
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問問問問42424242　　　　箕面市議会箕面市議会箕面市議会箕面市議会のののの情報情報情報情報をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって入手入手入手入手しているかしているかしているかしているか

「「「「6666　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

Webサイトから幅広く入手、検索サイト使用
議員のブログ
議員に直接聞く
議員の私的機関紙
市議会議員の方のDM
タッキーみのお　816
特定議員情報
人を通じて聞く
情報が老人中心すぎる。一般的な市民の意見が反映されず興味が持てない。
興味があるが入手していない
興味はあるが適切に提供されていないと思う。
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問問問問43434343----2222②②②②　　　　問問問問43434343でででで「「「「聴聴聴聴いていたいていたいていたいていた((((70707070人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人ののののタッキータッキータッキータッキー８１６８１６８１６８１６をををを聴聴聴聴くくくく理由 理由 理由 理由 （（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「4444　　　　おおおお気気気気にににに入入入入りのりのりのりの番組番組番組番組があるからがあるからがあるからがあるから」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

ジャズ番組 Bluegrass Ramble Jazz Story
JAZZ

問問問問43434343----2222②②②②　　　　問問問問43434343でででで「「「「聴聴聴聴いていたいていたいていたいていた((((70707070人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人ののののタッキータッキータッキータッキー８１６８１６８１６８１６をををを聴聴聴聴くくくく理由 理由 理由 理由 （（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「7777　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

医院の待合室で聴いている

市役所に行くと流れている。

大阪外国語大学グリークラブＯＢコーラスの案内のみ

昆虫館の館長さんの話が楽しみで興味深い。

知り合いがインタビューに出た

箕面クワガタ探検隊のインタビューだけ聞いた

その他 家族がリビングでタッキー816JAZZを流す

電波を捉えやすく音がクリアだから。たまたま、偶然聞いた。

放送局の1つとして聞いている

目覚ましかわりに利用している

病院や市役所で
流れている

興味がある内容
だけ聞いている
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問問問問43434343----3333　　　　問問問問43434343でででで「「「「聴聴聴聴いていないいていないいていないいていない((((927927927927人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人ののののタッキータッキータッキータッキー８１６８１６８１６８１６をををを聴聴聴聴いていないいていないいていないいていない理由 理由 理由 理由 （（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「7777　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

816が聴取できない。
FM短波が入りにくい（雑音大）
聞こえないから利用しない
聞こえません
タッキーは聞きたいが山間部のため電波が入らない
電波が入らない
電波が入りにくい
ラジオがうまく受信できない
雑音等が入ってラジオを受信しにくいため
忙しいから
聴く時間がない
時間がない
時間が無い
時間がないので
仕事多忙につき時間的余裕がない
仕事をしているので聞く閑が無い
働いていて家にいないため
平日は受信できない所で仕事をしているため
身内の生活などで留守がちだったので
外の仕事をしているから
ＰＲが全く不十分で認知度が低い。
開局した時に聞いたが面白くなかった
聴いても理解できない
興味が無いから

車でしか聴かない。FM802のみ。

車の中だけ他の放送を聞く

特に朝の時間帯に北急、阪急電車、バスなどの？

何を放送してるのか分からない

認知後が引く、面
白くない

電波が入らない

時間がないなど

その他
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問問問問43434343----4444　　　　問問問問43434343----3333でででで「「「「あえてあえてあえてあえて聴聴聴聴こうとはこうとはこうとはこうとは思思思思わないわないわないわない((((91919191件件件件))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの「「「「どのようなどのようなどのようなどのような番組番組番組番組があればがあればがあればがあれば聴聴聴聴きたいかきたいかきたいかきたいか」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容

問問問問43434343----4444．．．．
聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい番組番組番組番組

（具体的に）

音楽番組 音楽番組
音楽番組
音楽番組
音楽
音楽が多ければ良いが…
音楽専門
懐メロ音楽番組
音楽ならムードミュージック
クラシック音楽
演歌など年配でも楽しめる番組
1970年代～80年代の邦楽や落語。運行情報（雪の日や事故で運休や遅延情報）
有名人が出るなら
有名な芸能人が出演する番組
芸人がやっている面白い番組
802や765に匹敵するようであればよい
FM802
ＦＭ851のラブフラップテイストの番組であれば。
小中学校の生徒の出演など、もっともっと身近な活動番組
存在を思い出さなかった。地域PRを多く。
地域限定過ぎて興味がわかないが市議会の様子などがあれば聞きたい。
地域のイベント情報
地域の細かい情報、名前の知れた人の番組
ＮＨＫテレビの「百歳万歳」に対応するような番組
年齢の高い人向きだと思う、選曲や話題なども。
非常時などには良いのかもしれないが、普段のプログラムの内容が全然興味が湧かない。
開局当時大変期待してよく聞いていたが、さまざまな理由で期待はずれであった。それからは聞いていない。
以前はよく聞いていたが余り面白くないから。
全然楽しくないから。

出力が弱い 出力をもっと強く。
その他 思わない。税金ムダ遣いしないで！！

要らない。お金がもったいないからやめればよい
ラジオは聞きません
ラジオは聴く時は車に乗った時だけなので
車でしかラジオを聞かないので放送がない
ラジオは情報源として使いにくい
ラジオよりもテレビを見るのが主になっているのであまり聴かない。
ラジオを聴かない
ラジオを聴かないので
特に興味がない（他にも情報過多の時代である）
特に興味はない
特に無い
興味がないから
興味がないため。何か聴くきっかけができれば・・・
番組自体に興味がないから
そこまで市に興味が無い。
タッキー816ってどんな番組でしょうか？
仕事で市外に出ているから
市内での移動や自宅にいる時間が少ないため
判らない
何を放送しているのかわからないから、何が不足か判断できない。
一度も聞いたことがないのでどんな番組をしているのか知らないので書くことができない。
別に無い
逆にどのような番組があるのか教えてほしい。
朝、目ざましにNHKを聞いて目がさめる。

FM802のような番
組

身近な活動や地
域の情報

内容に興味が持
てない

芸能人や有名人
の出演
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問問問問44444444----2222　　　　問問問問44444444でででで「「「「あるあるあるある((((444444444444人人人人))))」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人のののの話話話話したしたしたした内容内容内容内容はどのようなことか はどのようなことか はどのようなことか はどのようなことか （（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））

「「「「8888　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

医療環境について
特定健診
介護施設について
①市の取り組みは老人中心で若い世代にはしんどい。②健康診断は無料で助かり自慢できる。③箕面の滝はモーターで流されていてその費用
は市民税から成り立っているなんてビックリ。④ゆずるバスは無駄に矢上が高く酔いやすい。
市民病院について、市役所の対応について
お金のない人間は住みにくい。市役所もあまり親身にならない。
ポリオワクチンを受けに行った時のこと。市によっては1976-1977年生まれの親はポリオの免役が低い？ので申し出すれば子供と一緒に飲ませ
てくれるらしいが、箕面は駄目だったという話。
子どもの医療費助成
朝市、バーベキュー情報
新しくできたキャンプ場や自然館について
映画のロケで使われたこと
地ビール
猿が最近昔ほど見かけなくなたこと
箕面駅前に新設されたアーケードの不便さについての苦情
Vｉｓｏｌａ

交通について オレンジのバス、キャラクターについて
市バスについて、ゆずるくん
北大阪急行延伸について
交通の不便さ
交通の便が悪い
市長がよくメディアに出ているので、友人と箕面ってすごいねって話を聞きます
市長の育休
市長の育休参加、大いに賛成
人の良さについて、市長のことなど
議員の定数は削減が必要
ゴミ、カラス
ゴミ、リサイクル、カラスの被害について
ゴミの扱いの不便さ
ゴミ袋の値段
ゴミ袋が無料
クリーンセンターのドライブするー方式ゴミの廃棄
年寄りの町、若い人を増やせないか。
目指す未来をどのように考えているのだろうなぁ…とか
バイクのナンバープレート
バイクのナンバープレート（モミジ模様）

タッキー816につ
いて

箕面限定ＦＭの話（タッキー816)

街灯が少ないこ
とについて

夜になると街灯が少なく暗いので怖い。

教育について かやの幼稚園の指導、方針もすばらしいこと。
商業施設につい
て

お店が閉まるのが早い。スーパーが少ない。商店が栄えていない等

その他 もっと道路に木を増やして、夏が暑すぎるので木陰が少ない。
銭湯が無い。
東北震災の救援物資

箕面市の将来に
ついて
バイクのナンバー
プレートについて

医療、福祉関係
について

新しい施設や観
光情報について

市長や市役所に
ついて

ゴミやカラスにつ
いて
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問問問問46464646　　　　箕面市箕面市箕面市箕面市のののの魅力魅力魅力魅力はははは何何何何かかかか

「「「「15151515　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

まちなみ 春の桜並木
緑の多い大邸宅が残されている点
山が近くにある

文化水準 文化水準が高い。
図書館

民度 転勤族が多いせいか、大阪独特のドロドロしたものが無い。民度が割に高いように思われます。適度な都会、適度な田舎…。
市民活動が活発
市民活動が活発で市民がより良い地域作りに参加している。

移動が便利 都心までの適度な距離感
勤務先が阪急沿線であった
坂道が多いために、自然と歩行運動がトレーニングになる
自動車を使う生活が便利

飲食 飲食店が多い
おいしいスイーツの店が多い。

行政との距離感 市民サービス
市役所の対応が親切
住民と市の距離が近い感じがする

その他 産まれ育った町だから
家賃相場が安い
住みやすいと思っていたがいざ住むと住みにくい。
全くない
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問問問問47474747　　　　今後今後今後今後のののの箕面市箕面市箕面市箕面市へのへのへのへの定住意向 定住意向 定住意向 定住意向 

「「「「6666　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に）

大震災で移ってきたが、これほど交通の便が東西南北と違うのが不思議である。それがなければ住み移りたいが今は引っ越したい。それに福祉
が悪い。
阪急桜井駅に出るのに20分は痛
車に乗れている間は良いが、乗れなくなった時は全ての住環境が変化して住みづらそう。
現在のマンションに不満足。市内の市営・府営住宅などに入居できれば住み続けたい。
理想の住宅が購入できれば

その他 駅近くに引っ越したい
家族構成の変化や経済事情次第
子供が自閉症なので、その教育環境が適したようになっているかどうかによる。
市との距離感がよい
セミ、虫、さわがしい音で日常、頭にこたえすぎ。特に夏。
物価が高い
昔から箕面。お墓も兄弟親類も皆箕面だから
もっと転勤者を呼び込む街づくりを
来月引っ越しの予定

交通の利便性が
悪いから

良い住宅が得ら
れれば
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問問問問52525252　　　　住居住居住居住居のののの形態形態形態形態

「「「「5555　　　　そのそのそのその他他他他」」」」のののの回答内容回答内容回答内容回答内容

(具体的に）

ケアハウス
老人ホーム
福祉施設
社宅
社宅
宿舎
大学の学生寮
寮
住宅兼店舗
店舗付住宅
長屋建て、持ち家
二戸一のテラスハウス
四戸一の持ち家
団地
息子の家に同居させてもらっている

その他

老人ホーム等福
祉施設

社宅、寮

住宅兼店舗

連棟の建物

26


