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問問問問 2222 あなたが箕面市に住まわれて、住みにくいと感じることは何ですか。あなたが箕面市に住まわれて、住みにくいと感じることは何ですか。あなたが箕面市に住まわれて、住みにくいと感じることは何ですか。あなたが箕面市に住まわれて、住みにくいと感じることは何ですか。

（〇は 3つまで）

「「「「13131313 その他その他その他その他」」」」（（（（150150150150件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 144名が記入 146件の意見）

住みやすい 住みにくいと感じたことはない（8）

住みやすい環境だ（2）

ほどほどのところだ

私は便利な所に住んでいるので、何もありません

普通 普通

道路・交通 道路が狭い。道路の整備が悪い（8）

買い物や主要施設に行くための交通手段が少ない（6）

坂道が多い（5）

スーパーや人気店があるところはよく渋滞する（3）

市境のためのせいか、道路等のインフラが古く景観が醜い。道路は凸凹、

ガードレールは真っ黒

自転車優先道路や自転車専用通行マークが少なく、自転車使用者に優しい

町ではない

子どもが多く利用する横断歩道に信号機がない

通っていた道が無くなる

大型自動車の通過による振動

桜井駅の自転車置き場の拡大

桜井駅は連絡があるため地下道をくぐるのが不便。改札口を 2か所にして
ほしい

税金・利用料金 住民税、固定資産税、水道代、ごみ袋が高い（13）

トンネルやグリーンロードの通行料が高い（3）

ごみの有料化

物価が高い

地下鉄が高すぎる

息子が結婚して箕面に住みたいが、マンションでも 1,000万円は高い。帰
って来てくれるのか心配だ

利便施設等 駅前に買い物ができるところがない。飲食店、本屋などもない（8）

医療機関が少ない、遠い。かかりつけ病院は病気ごとでなく一箇所で対応

してほしい（4）

保育園・幼稚園が少なく入りにくい。学童保育の定員が少ない。公共幼稚

園に預かり保育がない（4）

公共の温水プールやジムがほしい。身体障害者も利用できるプールがほし

い（4）

小さい子どもが遊べる所が少ない。室内施設も少ない（2）

郵便ポストがない

ごみ箱がない

箕面市にハローワークがほしい

都市計画・まち

づくり

公園が汚い、整備が悪い。魅力がない（4）

箕面森町の整備の遅れ

都市計画が悪く、死んでいる

新御堂筋高架下の景観で、草や木が整備されていない。下水等のゴミも放

置状態

まち並みが美しくない

電柱が多い

同じような公園ばかりで嫌
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鶯やメジロなど来なくなった。自然が減って木が全て無くなり住宅ばかり

で景観が悪すぎ

下水の雨水と汚水が溢れ、市に相談したが駄目。大雨のたびにトイレが溢

れ使用できず大変だ

他市との境界で箕面市の考えが全くない

一戸の家を 2～3分割して売るので家が小さくなる

住民のマナー マナーが悪い（不法駐車、歩きタバコ、ゴミの捨て方、自転車の乗り方）

（6）

夜中のバイク等の騒音がうるさい（3）

図書館の自習室がうるさい

植木の手入れが行き届かず、虫が多すぎる

動物に対する愛情が無さ過ぎる

防犯・防災 消防署や交番が少なく、夜は暗い（3）

自転車やタイヤの盗難がある。（3）

自然災害対策が不安

自然環境 自然が多い分、虫やヘビなどがいる（3）

イタチの出現

福祉の取り組み 老人に対する支援が充実していない

一定年齢以上はゆずるバスは無料にすべき

障害者の施設が少ない

地域の課題 地域のつながりが乏しい。自分さえよければと思う人が多い（5）

阪急沿線の高齢化、若年層は萱野方面に集中という二極化。自治会活動が

少ない（2）

地域により子どもが非常に少ない所がある。年寄り世帯が多く、子どもの

声を騒音と捉えてしまう

各家庭に車が 2台あり、人を見かけない

歩 10分位で活動（趣味やおしゃべり）できる所が有ればいいなぁと思う

市民が活動するための施設を新駅の近くなど、箕面市中心部に近くに設け

られると良いと思う

イベント等 わくわくできるイベント、施設が少ない

イベントは箕面市中心ばかりで、小野原は少ない

その他 パチンコ屋が怖い（タバコくさい、喧嘩など）（2）

住みにくい町です

学区の分け方が微妙･･

指導者が多すぎる
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問問問問 3333 あなたが思う箕面市の魅力とは何ですかあなたが思う箕面市の魅力とは何ですかあなたが思う箕面市の魅力とは何ですかあなたが思う箕面市の魅力とは何ですか。。。。（〇は 3つまで）

問問問問 4444 あなたはこれからも箕面市に住みたいと思いますかあなたはこれからも箕面市に住みたいと思いますかあなたはこれからも箕面市に住みたいと思いますかあなたはこれからも箕面市に住みたいと思いますか。。。。（〇は 1つだけ）

問問問問 19191919 あなたは普段、人権についてどのように意識していますかあなたは普段、人権についてどのように意識していますかあなたは普段、人権についてどのように意識していますかあなたは普段、人権についてどのように意識していますか。。。。（〇は 1つだけ）

「「「「15151515 その他その他その他その他」」」」（（（（19191919 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 18名が 19件を記入）

自然との調和 自然とのバランスが良い（3）

利便性 交通の便がよい（2）

道路が整備されている

市民サービス 健康診断等福祉サービスの充実（2）

私立幼稚園の補助が手厚い

イメージキャラクター キャラクターとその活用（3）

箕面市そのもの 魅力は全部

イメージがよい（2）

その他 風評被害がない

大阪大学等の学術機関が近くにたくさんある

歴史やボランティアの関わりを教えてくださる先輩方が多い

普通の水準だ

「「「「6666 その他その他その他その他」」」」（（（（9999 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 9名が記入）

住み続ける 夫が亡くなり長女の側に来て終の住処として住んでいる

親がいるから

実家としては変わらないでほしい

個人的な家の立地が好き

行く所がない

条件しだい 一人暮らしができれば

住み続けたいが、買い物等が不便で老後はわからない

引っ越したい 駅の近くに住みたい

7年前市民になったが不便である

「「「「6666 その他その他その他その他」」」」（（（（23232323 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 20名が記入）

人権を認める 義務や努力を果たしている人の人権は認められる（2）

人間はみな平等であるべきだ（3）

乱用が気になる 「人権」という言葉が偏った意味で使用されたり乱用されている（3）

大切だが好きではない。「人権」を盾にする人も嫌いだ（2）

「人権」といっても色々ある（2）

意識しすぎるのもよくない。普通にしていればよいのでは

人権という言葉が頭に浮かんだ時、その事こそが差別ではないか

その他 よくわからない（2）

外国人、犯罪者などに人権は必要か（2）

市役所の人達の対応態度から直していくべき

千里ニュータウンに住んでいた小学校の道徳の時間で教材「にんげん」で

人権を学んだ
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問問問問 21212121 市では人権啓発を行っていますが、あなたは、特にどのような分野について実市では人権啓発を行っていますが、あなたは、特にどのような分野について実市では人権啓発を行っていますが、あなたは、特にどのような分野について実市では人権啓発を行っていますが、あなたは、特にどのような分野について実

態や課題を学びたいと思いますか態や課題を学びたいと思いますか態や課題を学びたいと思いますか態や課題を学びたいと思いますか。。。。（学びたいと思われる順に 3つまで、番号を記入）

【最も学びたい】【最も学びたい】【最も学びたい】【最も学びたい】

【【【【2222番目に学びたい】番目に学びたい】番目に学びたい】番目に学びたい】

【【【【3333番目に学びたい】番目に学びたい】番目に学びたい】番目に学びたい】

最も学びたい「最も学びたい「最も学びたい「最も学びたい「7777 その他その他その他その他」」」」（（（（9999 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 7名が記入）

人権啓発として学び

たくない

人として生きていれば人権・部落問題等、自然にお互いが認めあい、

学ばなくても親から知る。人権啓発という形で学びたくない

人権教育とは何か 人間の心の中にある差別意識を無くすための講演会等を通じた人権

教育の必要性を題材にしたもの

そもそも人権とは何なのか？国は本当に人権を尊重しているのか？

家庭内での人権侵害 家庭内モラハラ（モラルハラスメント）

その他 地域の人々と分かち合うこと

順番はつけられない

人権以前にすることがあるだろう

2222 番目に学びたい「番目に学びたい「番目に学びたい「番目に学びたい「7777 その他その他その他その他」」」」（（（（1111 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 1名が記入）

性的少数者のこと LGBTの人々に対する差別

3333 番目に学びたい「番目に学びたい「番目に学びたい「番目に学びたい「7777 その他その他その他その他」」」」（（（（2222件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 2名が記入）

男らしさ・女らしさに

とらわれない考え方

ジェンダーフリー

子どもの人権 子どもの健康と性暴力防止に関すること。（以前 CAPのお話を教育

委員会主催の人権セミナーで受講し、とても感銘を受けた）
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問問問問 23232323 ごみの減量について、項目ごとにあなたの取り組み状況を教えてください。ごみの減量について、項目ごとにあなたの取り組み状況を教えてください。ごみの減量について、項目ごとにあなたの取り組み状況を教えてください。ごみの減量について、項目ごとにあなたの取り組み状況を教えてください。

（○はそれぞれ 1つだけ）

問問問問 29292929－－－－1111 問問問問 29292929で「で「で「で「1111 行く」と答えたかたにお聞きします。行く」と答えたかたにお聞きします。行く」と答えたかたにお聞きします。行く」と答えたかたにお聞きします。

② 「箕面市内の公園に行く」目的は何ですか② 「箕面市内の公園に行く」目的は何ですか② 「箕面市内の公園に行く」目的は何ですか② 「箕面市内の公園に行く」目的は何ですか。。。。（〇はいくつでも）

「⑦ その他「⑦ その他「⑦ その他「⑦ その他」」」」（（（（77777777 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 71名が記入）

リサイクル リサイクルショップ、フリーマーケット、バザー等を利用する（21）

アルミ缶、ダンボールを回収に出す（7）

ビンの返却、牛乳パックの返却（4）

プラゴミは持っていく

テトラパックやペットボトルのキャップ

減量化 ごみの圧縮、減量等（7）

分別（2）

有効活用 余分な物、使い捨て製品を買わない。物を大事にする（13）

再利用 マイバッグ、マイボトル持参等（4）

紙の再利用（4）

牛乳パックは広げて肉などを切り洗うと洗剤など使いすぎる時などは牛

乳パックを使う

できるだけ再利用する

落ち葉の堆肥 落ち葉の堆肥化（3）

その他 新聞を取るのを止めて電磁媒体を利用

古新聞は回収に出していたが、重く回収場所が離れているので今はゴミで

出している

「「「「12121212 その他その他その他その他」」」」（（（（21212121 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 21名が記入）

犬の散歩 犬の散歩（6）

釣り 釣り（2）

目的地への途中 お墓参り・神社へのお参り（2）

ポストがあるので

図書館を利用

花見 桜見（2）

植物の写真を撮りに

リフレッシュ 気分転換（2）

その他 待ち合わせ

楽器練習

シルバー人材センターの清掃・除草作業

夜、中高生がたまり場を作っていないか確認しに行く
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③ あなたが普段よく行く公園（府営箕面公園を除く）は次のうちどれですか。③ あなたが普段よく行く公園（府営箕面公園を除く）は次のうちどれですか。③ あなたが普段よく行く公園（府営箕面公園を除く）は次のうちどれですか。③ あなたが普段よく行く公園（府営箕面公園を除く）は次のうちどれですか。

（〇はいくつでも）

「「「「11111111 その他その他その他その他」」」」（（（（194194194194 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 183名が記入）

箕面地区 親水公園

北川原公園

交通公園

山麓公園

大通庵公園

西小路公園

平和台公園

箕面北公園

箕面公園

明治の杜、箕面の滝

北川原公園

温泉町地区 箕面の滝

西小路地区 芦原公園

神社の横の公園

親水公園

牧落地区 大原庵公園（2）

ナギノ木公園（2）

牧落公園（2）

北公園

かやの中央公園

親水公園

山の原公園

百楽荘地区 児童公園

牧落の公園（牧落天満宮の横）

南公園

箕面滝周辺

桜地区 さくら児童公園

桜南公園

南公園

南小学校の前の公園

桜井地区 桜南公園（2）

桜井公園

桜井南公園

瀬川北公園

南公園

南桜井

半町地区 瀬川中公園（3）

半町南公園（3）

瀬川南公園（2）

半町中公園（2）

桜南公園

北公園

親水公園

半町公園

半町アドプト公園
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桜井駅近くの公園

家の近くの公園

瀬川地区 瀬川北公園（3）

数学の森

瀬川公園

瀬川西公園

瀬川南公園

中公園

家の近所の公園

桜ケ丘地区 阿比太公園（2）

阿比太神社公園

小野原公園

桜ヶ丘公園

親水公園

瀬川公園

ナギノ木公園

新稲地区 新稲西公園（3）

阿比太公園

箕面滝道

稲地区 稲田遊園

大通庵公園

小野原公園

新船場南公園

にとり公園

萱野地区 杉谷公園

段々公園

西宿地区 せせらぎ公園、かやの広場など

名もない公園

今宮地区 自宅近くの公園（2）

今宮公園

今宮西公園

杉谷公園

市内の公園に行くことはない

外院地区 青松園内の公園

外院西公園

外院公園

第二運動場

第二公園

石丸地区 北公園

外院、外院南公園

白島地区 外院、外院南公園

段々公園、木戸が他

坊の島公園

坊島地区 坊島公園（3）

当対池公園（2）

山手公園

如意谷地区 山手公園（7）

山麓公園（3）

船場西地区 船場西公園（8）

杉谷公園（6）
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新船場西公園（4）

船場公園（2）

船場内公園（2）

新船場南公園

万博公園

南公園

公園の名前が分からない

小野原西地区 にとり公園（2）

小野原公園

近所の公園

小野原東地区 北の杜公園（5）

小野原東公園（4）

家の近くの公園（3）

小野原公園（2）

小野原南 1号公園（2）

南杜公園（2）

1～10ではない公園

荒内谷公園

小野原近辺

第一公園

ため池

粟生外院地区 色々な公園

粟生間谷西地区 粟生南公園（3）

間谷東公園

瀬川北公園

団地内にある小さな公園（2）

マンションの公園、スーパー近くの公園

粟生間谷東地区 間谷西公園（2）

1号公園

間谷堂ノ前公園

粟生南公園

彩都の大きな公園

粟生間谷西の東幼稚園横の公園

彩都粟生南地区 やまもも公園（6）

彩都西公園（3）

間谷公園

彩都内の公園

堂の前公園

牧落南公園

森町中地区 箕面森町の中の公園

森町内の公園
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問問問問 30303030 箕面市は、市民のみなさんが公園に親しみを持って、安心してご利用いただく箕面市は、市民のみなさんが公園に親しみを持って、安心してご利用いただく箕面市は、市民のみなさんが公園に親しみを持って、安心してご利用いただく箕面市は、市民のみなさんが公園に親しみを持って、安心してご利用いただく

ために、市内の公園（府営箕面公園を除く）を「幼児も安心して遊べる公園ために、市内の公園（府営箕面公園を除く）を「幼児も安心して遊べる公園ために、市内の公園（府営箕面公園を除く）を「幼児も安心して遊べる公園ために、市内の公園（府営箕面公園を除く）を「幼児も安心して遊べる公園」、」、」、」、「小「小「小「小

中学生の体力向上にも役立つ公園中学生の体力向上にも役立つ公園中学生の体力向上にも役立つ公園中学生の体力向上にも役立つ公園」、」、」、」、「多世代が交流出来る公園」の「多世代が交流出来る公園」の「多世代が交流出来る公園」の「多世代が交流出来る公園」の 3333 つに分類し、つに分類し、つに分類し、つに分類し、

特徴ある公園づくりを進めています。あなたは市が公園をこのように分類している特徴ある公園づくりを進めています。あなたは市が公園をこのように分類している特徴ある公園づくりを進めています。あなたは市が公園をこのように分類している特徴ある公園づくりを進めています。あなたは市が公園をこのように分類している

ことについて、どのように思いますかことについて、どのように思いますかことについて、どのように思いますかことについて、どのように思いますか。。。。（〇は 1つだけ）

「「「「3 33 33 33 3つの分類以外に、分類を増やしたほうがよい」つの分類以外に、分類を増やしたほうがよい」つの分類以外に、分類を増やしたほうがよい」つの分類以外に、分類を増やしたほうがよい」(24(24(24(24 件件件件))))の回答内容の回答内容の回答内容の回答内容

（具体的に 19名が記入）

スポーツがで

きる

球技ができる公園（サッカー、野球など）（3）

その他スポーツができる公園（ランニングトラック、水泳、テニスなど）（3）

中高年が利用

出来る

中高年の体力向上に役立つ器具等もある公園（5）

老人いこいの場所

その他 犬とふれあえる公園（ドッグランの設置、イベント開催など）（3）

貯水機能など、災害時に役立つ公園（2）

箕面市が活気づく公園

オープンに誰でも利用できる公園

「「「「4444 その他」その他」その他」その他」(33(33(33(33 件件件件))))の回答内容の回答内容の回答内容の回答内容

（具体的に 31名が 32件を記入）

分類の意味がわ

からない

どの公園がどの分類なのかわかりづらい。利用者に周知されていない（7）

近くに必要とする公園がなければ意味がないと思う（3）

うまく分類されていない（不公平である）

年齢層で異なる 年齢層によって利用の仕方が違っている

子どもが野球ができない、幼児も遊べない（2）

小さい子どもの側で野球をすれば危険。幼児ばかりで遊ぶことも危険（2）

多世代交流を どの公園も多世代が交流できる公園にするべき。3つそれぞれ市に 1つ 2

つ作れば良いと思う（4）

閉じこもりを防ぐため、高齢者も利用できる公園にしてほしい。

公園の整備を 遊具が少ない、遊具が古い、植木の手入れができていない（4）

犬の散歩、運動が目に付くようになったので、何か工夫を（2）

特化せず全体を平均的に底上げした方が良い

その他 公園内で分類したら良い（大きい公園）

近くに公園らしきものがない。鬱蒼としている。

小学生、幼児、乳児がいるとどこにも行けない。日除けがほしい

体力向上、ストレッチなど出来る器具、鉄棒（いろいろな高さ）
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問問問問 32323232 あなたが一番よく行く外出先への交通手段は何ですか。複数の交通手段を利用あなたが一番よく行く外出先への交通手段は何ですか。複数の交通手段を利用あなたが一番よく行く外出先への交通手段は何ですか。複数の交通手段を利用あなたが一番よく行く外出先への交通手段は何ですか。複数の交通手段を利用

の場合は、利用する交通手段をすべてお答えくださいの場合は、利用する交通手段をすべてお答えくださいの場合は、利用する交通手段をすべてお答えくださいの場合は、利用する交通手段をすべてお答えください。。。。（〇はいくつでも）

問問問問 33333333－－－－1111 問問問問 33333333で「で「で「で「1111 とっている」と答えたかたにお聞きします。とっている」と答えたかたにお聞きします。とっている」と答えたかたにお聞きします。とっている」と答えたかたにお聞きします。

具体的にはどのような対策をとっていますか具体的にはどのような対策をとっていますか具体的にはどのような対策をとっていますか具体的にはどのような対策をとっていますか。。。。（〇はいくつでも）

「「「「8888 その他その他その他その他」」」」（（（（21212121 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 18名が記入）

タクシー タクシー（12）

オレンジゆずるタクシー

モノレール モノレール（3）

レンタカー 時間貸し駐車場のカーシェアリング

その他 オレンジゆずるバスを廃止してほしくないので、なるだけ利用するように

している。

「「「「10101010 その他その他その他その他」」」」（（（（14141414 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 13名が記入）

耐震性向上 耐震住宅に建て替え、家具を室内に置かないようにしている

住宅の耐震性確保

避難訓練 家族・家庭内避難訓練（就寝時やお風呂、ご飯中など）

連絡方法確認 非常時の家族間の連絡方法確認

年一度話し合いルールづくり

警備保障会社 警備保障会社に加入（2）

保険加入 火災保険

地震保険

備品等確保 ハザードマップ

簡易トイレの用意

非常用ラジオ（電源、ライト付き）

その他 今後考えたい
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問問問問 35353535 あなたは次の地域活動に参加していますかあなたは次の地域活動に参加していますかあなたは次の地域活動に参加していますかあなたは次の地域活動に参加していますか。。。。（〇はいくつでも）

「「「「7777 サークル・自主グループ・趣味の会サークル・自主グループ・趣味の会サークル・自主グループ・趣味の会サークル・自主グループ・趣味の会」」」」（（（（90909090 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 48名が記入 69件を記入）

スポーツ関係 卓球（8）

体操・健康体操（5）

テニス（4）

ゴルフ（2）

ゲートボール（2）

ヨガ（2）

サッカー

太極拳

バドミントン

運動

音楽関係 合唱・コーラス（7）

ピアノ

音楽

ダンス関係 社交ダンス

ジャズダンス

フォークダンス

ダンス

子ども関係 小学校のお話会

子育てサークル

子どものサークル

趣味・教養関係 習字・書道（4）

水彩・絵画・絵てがみ（4）

料理（3）

囲碁（3）

俳句（2）

ゴルフ麻雀

詩吟

陶芸

パッチワーク

ハングル

編み物

ペンフレンド

アウトドア関係 グランメール（有機野菜農業体験）

動植物観察・調査・保全活動

ハイキング

その他 文化講座

シルバー人材センター同好会
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「「「「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・社会貢献活動・社会貢献活動・社会貢献活動」」」」（（（（48484848 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 40名が記入）

福祉・医療関係 福祉施設ボランティア（4）

社会福祉協議会（2）

病院ボランティア（2）

福祉団体

環境・動物関係 公園清掃・河川清掃（4）

自然環境保全（2）

環境団体

所有者不明の猫支援団体

わいわい箕面園（農作業）

スポーツ関係 スポーツ団体（3）

少年サッカー（2）

野外活動

国際交流関係 国際交流協会（2）

国際協力 NGO

ユネスコ

防災・防犯関係 消防団（2）

防犯団体

健康関係 ヘルスメイト

歩く会

子ども関係 小学校ボランティア

ワンワンパトロール隊

多文化保育ボランティア

親子劇場

おはなし会

その他 NPOに参加

ボランティア
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「「「「10101010 地域行事地域行事地域行事地域行事」」」」（（（（42424242件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 32名が 38件を記入）

季節行事 神社の秋祭（4）

盆踊り・地蔵盆（3）

納涼大会（2）

祭（2）

とんど（2）

地域の祭

七夕祭

全市 箕面まつり（3）

芸術祭

市ホールによる催しの鑑賞

子ども関係 夏休みの工作教室

子どもの参加できるもの

三世代交流事業

その他 清掃等（5）

運動会・ペタンク大会（4）

自治会・マンションの行事（2）

防犯活動

コミュニティセンターまつり

学習センター発表会

道づくり

「「「「11111111 その他その他その他その他」」」」（（（（21212121 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 19名が記入）

PTA関連 PTA活動（3）

小学校の PTAクラブ

団体・組織活動 ボーイスカウト（2）

宗教活動・行事（2）

青年会議所・商工会議所

シルバー人材センターに登録

マンション管理組合

スポーツ推進委員

イベント等 阪大夏祭り

音楽活動

廃品回収

ふれあい朝市（町づくり、生け花教室、映画）

その場だけ参加

その他 アパート住まいなので自治会に入れない

引っ越ししてから参加方法を知らない
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問問問問 36363636 あなたは地域活動をはじめるきっかけとして、何が必要だと思いますか。あなたは地域活動をはじめるきっかけとして、何が必要だと思いますか。あなたは地域活動をはじめるきっかけとして、何が必要だと思いますか。あなたは地域活動をはじめるきっかけとして、何が必要だと思いますか。

（〇はいくつでも）

「「「「9999 その他その他その他その他」」」」（（（（25252525 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 20名が 21件を記入）

時間の確保 時間にゆとりがあること（5）

職場からの参加の働きかけ

メリット 自分にどれだけの利益があるのか

わくわく感をもっと大きくする

子どもをきっかけに 子どもを通じての近所づきあいから

小学校や子どもの会役員から

幼少期からの教育

意識啓発 そこへ行く勇気

気持ちはあるがきっかけがない

情報提供 活動してる方の紹介（2）

自活会回覧

携帯に情報提供を

その他 何かあった時にすぐに集合・協力できること

海外交流

国全体での取り組み

役所が見本を見せてください
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問問問問 37373737－－－－1111 問問問問 37373737 で「で「で「で「1111 一人で自宅で活動している一人で自宅で活動している一人で自宅で活動している一人で自宅で活動している」」」」「「「「2222 講座やグループ活動などに講座やグループ活動などに講座やグループ活動などに講座やグループ活動などに

参加している」と答えたかたにお聞きします。参加している」と答えたかたにお聞きします。参加している」と答えたかたにお聞きします。参加している」と答えたかたにお聞きします。

どのような活動をしていますかどのような活動をしていますかどのような活動をしていますかどのような活動をしていますか。。。。（〇はいくつでも）

「「「「1111 一人で自宅で活動している一人で自宅で活動している一人で自宅で活動している一人で自宅で活動している 6666 その他その他その他その他」」」」（（（（99999999 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 93名が 116件を記入）

スポーツ関係 ゴルフ（8）

体操・ストレッチ運動・トレーニング（6）

運動・スポーツ（5）

テニス（2）

ヨガ（2）

野球

サイクリング

バドミントン

水泳

ボウリング

アウトドア関係 ウォーキング（3）

旅行、海外旅行（2）

山歩き・山登り（2）

ハイキング（2）

釣り

園芸関係 ガーデニング・家庭菜園（12）

園芸、植木の世話・盆栽（12）

通学路の草ひき

趣味・教養・実用 パソコン・インターネット（11）

映画・テレビ鑑賞（7）

読書（7）

写真撮影（4）

料理（3）

日曜大工・工作（3）

歴史学習（3）

囲碁、将棋（2）

車（2）

カラオケ

陶芸

切手収集

手芸

模型

資格取得などの知識取得

観覧・体験 落語

ライブ観戦

その他 仕事

お酒を飲む

猫の世話
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「「「「2222 講座やグループ活動などに参加している講座やグループ活動などに参加している講座やグループ活動などに参加している講座やグループ活動などに参加している 6666 その他その他その他その他」（」（」（」（129129129129 件件件件））））のののの
回答内容回答内容回答内容回答内容

（具体的に 122名が 144件を記入）

スポーツ関係 スポーツ（16）

テニス（15）

ヨガ（9）

ゴルフ（7）

体操、健康運動（6）

卓球（5）

太極拳・気功（4）

バレーボール（2）

登山・トレッキング（2）

バドミントン（2）

乗馬（2）

魚釣り（2）

ゲートボール（2）

インラインホッケー

水中ウォーキング

ソフトボール

剣道

少年サッカークラブ

ソフトボール

スポーツ吹き矢

ソフトエアロ

フットサル

スキー

趣味・教養・実用 料理（10）

囲碁（6）

麻雀（4）

パソコン（3）

フラワーデザイン・アレンジメント（3）

カラオケ（2）

詩吟、朗読（2）

講座・講演会（2）

園芸（2）

歴史学習（2）

書道

写真

映画鑑賞

古典や評論

模型製作

日帰り旅行

子ども関係 子育てサークル（2）

絵本の読み聞かせ

自然関係 動植物観察・調査・保全活動
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問問問問 37373737－－－－2222 問問問問 37373737で「で「で「で「3333 していない」と答えたかたにお聞きします。していない」と答えたかたにお聞きします。していない」と答えたかたにお聞きします。していない」と答えたかたにお聞きします。

① その理由は何ですか① その理由は何ですか① その理由は何ですか① その理由は何ですか。。。。（〇はいくつでも）

ハイキング

シニア自然大学

天文分野

実践活動 宗教活動（3）

上方落語の実演

防犯活動

NPO活動

音訳ボランティア

その他 1～5でスポーツが除外されている

茶話会

世話

「「「「6666 その他その他その他その他」」」」（（（（44444444 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 38名が記入）

介護・子育て 介護をしているため（2）

子どもの世話のため

ペットの世話のため

他の活動中 収集活動をしている

友人と活動している

毎日スポーツクラブへ行っているから

他に趣味があるから

ボランティア活動で忙しい

週末に釣りに行く

時間・場所 働いているから（4）

施設に行くのに遠いから

時間と場所の都合

パソコンで参加

身体的問題 体調が不良、病気だから（6）

高齢だから（3）

身体が不自由（3）

体力がない（2）

疲れているから

その他 募集が終了

もうすぐ始めようとしている

施設がないため

家から出にくい

習い事が嫌い

やりたくないから
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② どのようなことがあれば趣味などの活動をしてみようと思いますか。② どのようなことがあれば趣味などの活動をしてみようと思いますか。② どのようなことがあれば趣味などの活動をしてみようと思いますか。② どのようなことがあれば趣味などの活動をしてみようと思いますか。

（重要だと思う順に 3つまで、番号を記入してください）

【最も重要】【最も重要】【最も重要】【最も重要】

【【【【2222番目に重要番目に重要番目に重要番目に重要】】】】（0件）

【【【【3333番目に重要】番目に重要】番目に重要】番目に重要】

問問問問 38383838－－－－1111 問問問問 38383838で「で「で「で「1111 している」と答えたかたにお聞きします。している」と答えたかたにお聞きします。している」と答えたかたにお聞きします。している」と答えたかたにお聞きします。

どのように体を動かしていますかどのように体を動かしていますかどのように体を動かしていますかどのように体を動かしていますか。。。。（〇はいくつでも）

最も重要「最も重要「最も重要「最も重要「7777 その他その他その他その他」」」」（（（（11111111 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 11名が記入）

子ども関係 子どもが大きくなれば

子どもも一緒に参加できるものがあれば

無理 年齢・体力的に無理（3）

他の活動 自分のやりたいようにやる

趣味より優先度の高い活動に参加

健康になれば 健康・元気になれば（2）

介護で心身ともに疲れている

時間と場所 時間と場所の都合

3333 番目に重要「番目に重要「番目に重要「番目に重要「7777 その他その他その他その他」」」」（（（（7777 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 7名が記入）

子ども 子どもを預かってくれるところがあれば（2）

時間しだい 時間と日にちが合えば

時間帯のマッキング

講座は、働く人が参加しやすい時間や参加方法の工夫を

その他 多くの方の目に触れるよう、学習している場面の紹介を

体調がよくなれば

「「「「6666 その他その他その他その他」」」」（（（（27272727 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 23名が記入）

歩くこと エレベータ等を使用せず階段を利用（6）

犬の散歩（2）

1～2万歩の歩行

リハビリ等 デイサービスに通っている（2）

リハビリをしている（2）

市民体育館のジムを利用

軽運動 健康器具やマシンなどを活用した軽運動（3）

筋トレ

その他 バレエ

ボウリング

植林ボランティアに参加

ストレスを溜めない

動かせる範囲で努力している
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問問問問 38383838－－－－2222 問問問問 38383838－－－－1111 でででで「「「「5555 マラソンマラソンマラソンマラソン、、、、ジョギングジョギングジョギングジョギング、、、、テニステニステニステニス、、、、サッカーサッカーサッカーサッカー、、、、水泳など運動水泳など運動水泳など運動水泳など運動

量の多いスポーツを行っている」と答えたかたにお聞きします。量の多いスポーツを行っている」と答えたかたにお聞きします。量の多いスポーツを行っている」と答えたかたにお聞きします。量の多いスポーツを行っている」と答えたかたにお聞きします。

どのようなスポーツを行っていますかどのようなスポーツを行っていますかどのようなスポーツを行っていますかどのようなスポーツを行っていますか。。。。（〇はいくつでも）

問問問問 38383838－－－－3333 問問問問 38383838で「で「で「で「2222 していない」と答えたかたにお聞きします。していない」と答えたかたにお聞きします。していない」と答えたかたにお聞きします。していない」と答えたかたにお聞きします。

① その理由は何ですか① その理由は何ですか① その理由は何ですか① その理由は何ですか。。。。（〇はいくつでも）

「「「「21212121 その他その他その他その他」」」」（（（（26262626 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 27名が記入）

ハイキング等 ハイキング、山歩き（12）

ダンス等 ダンス・バレエ（6）

アメリカンフットボール アメフト（2）

筋力トレーニング 筋トレ（2）

フリークライミング ボルダリング

ボウリング ボウリング

乗馬 乗馬

サーフィン サーフィンスキー

屋内球技 キンボール

アイススケート フィギュアスケート

その他 植林ボランティアに参加

「「「「7777 その他その他その他その他」」」」（（（（18181818 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 18名が記入）

体力面の問題 高齢者だから（2）

体力がないから

育児 子どもが小さいから（3）

意識の問題 したいと思えばどんな時でもできると思うから

やろうと思うが三日坊主に…

公言できるほど体を動かしていないから

何をしたらよいかわからない

運動は苦手なので

その他 それなりに身体を動いているから（3）

知人が少ないから

夜に行けるジム等がないから

暑いから

家から出るのに階段が多いので出にくい



20

② どのようなことがあれば体を動かしてみようと思いますか② どのようなことがあれば体を動かしてみようと思いますか② どのようなことがあれば体を動かしてみようと思いますか② どのようなことがあれば体を動かしてみようと思いますか。。。。（〇はいくつでも）

③ どのような活動であれば、体を動かしやすいと思いますか③ どのような活動であれば、体を動かしやすいと思いますか③ どのような活動であれば、体を動かしやすいと思いますか③ どのような活動であれば、体を動かしやすいと思いますか。。。。（〇はいくつでも）

「「「「8888 その他その他その他その他」」」」（（（（20202020 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 17名が記入）

時間 時間に余裕ができたら（3）

仕事を辞めたら（2）

体調しだい 医師の許可があれば

体調と相談しながら

足に負担がかからないことがあればするかもしれない

子ども 子育てが落ち着いたら（2）

託児があれば

子どもと一緒にできる運動サークルが週末にあれば参加できる

やる気 痩せたいと思う時

自分自身の問題（したいと思ったらできる）

その他 無料のプールやジムの設置

後かたづけ、準備が要らない

身体を動かしたくない

「「「「5555 体を動かすイベントや教室に参加する体を動かすイベントや教室に参加する体を動かすイベントや教室に参加する体を動かすイベントや教室に参加する」」」」（（（（19191919 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 10人が記入）

プール 水泳（2）

プールでのウォーキング

球技 テニス

卓球

市が開催する球技大会等

その他 ヨガ・ボクササイズ

フラダンス

フィットネスジム

小さい子どもと一緒に家族で楽しめるもの

「「「「6666 学生の時などに経験したスポーツをもう一度始める学生の時などに経験したスポーツをもう一度始める学生の時などに経験したスポーツをもう一度始める学生の時などに経験したスポーツをもう一度始める」（」（」（」（26262626 件件件件））））の回答内容の回答内容の回答内容の回答内容

（具体的に 15名が記入）

球技 テニス（5）

野球（2）

バスケットボール

ハンドボール

その他 バドミントン（2）

ダンス（2）

スキー

アーチェリー
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問問問問 42424242 あなたは箕面市議会に関する情報をどのように入手していますか。あなたは箕面市議会に関する情報をどのように入手していますか。あなたは箕面市議会に関する情報をどのように入手していますか。あなたは箕面市議会に関する情報をどのように入手していますか。

（〇はいくつでも）

問問問問 42424242－－－－2222 問問問問 42424242で「で「で「で「8888 あまり関心がない」と答えたかたにお聞きします。あまり関心がない」と答えたかたにお聞きします。あまり関心がない」と答えたかたにお聞きします。あまり関心がない」と答えたかたにお聞きします。

市議会にあまり関心のない理由は何ですか市議会にあまり関心のない理由は何ですか市議会にあまり関心のない理由は何ですか市議会にあまり関心のない理由は何ですか。。。。（〇はいくつでも）

「「「「8888 その他その他その他その他」」」」（（（（4444 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 4名が記入）

条件 彩都周辺で託児機能があること

目的 ダイエット

費用 スポーツの集い＝1回 210円（65歳以上は無料に）

その他 好きなスポーツ

「7777 その他その他その他その他」」」」（（（（15151515 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 12名が記入）

SNSから 市長ブログ

twitter

家族などから 友人・知人から聞く（3）

家族から食事の際に聞いている

チラシ等 市会議員のチラシ

ポスター

関心がない 全く関心がない

最近読まない

その他 散歩で

仕事のため他県から来ているのでわからない

「「「「3333 その他その他その他その他」」」」（（（（26262626 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 26名が記入）

市議会活動が疑

問だから

一部の人のための動いていて、市民のための議会活動が本当に行われてい

るのか疑問（3）

私たちの声が市議会に届くとは思わないから（2）

予算が少なく期待できないから

関心がない 興味や関心がない（7）

あってもなくても同じだから（3）

自分の生活に関係があるという実感がない（2）

余裕がない 読む時間がない

読んで自分にプラスになることがほぼないと思うから

忙しくて余裕がないから

学業優先のため

満足 市の生活環境に満足しており、不満を感じることがないから

その他 よくわからない（3）
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問問問問 43434343－－－－1111 問問問問 43434343 で「で「で「で「3333 あまり反映されていないと思うあまり反映されていないと思うあまり反映されていないと思うあまり反映されていないと思う」」」」「「「「4444 反映されていないと思反映されていないと思反映されていないと思反映されていないと思

う」と答えたかたにお聞きします。う」と答えたかたにお聞きします。う」と答えたかたにお聞きします。う」と答えたかたにお聞きします。

市民の声が反映されていないと思われる理由は何ですか市民の声が反映されていないと思われる理由は何ですか市民の声が反映されていないと思われる理由は何ですか市民の声が反映されていないと思われる理由は何ですか。。。。（〇は 1つだけ）

問問問問 46464646－－－－1111 問問問問 46464646で「で「で「で「1111 ある」と答えたかたにお聞きします。ある」と答えたかたにお聞きします。ある」と答えたかたにお聞きします。ある」と答えたかたにお聞きします。

具体的にはどのようなことですか具体的にはどのようなことですか具体的にはどのようなことですか具体的にはどのようなことですか。。。。（〇はいくつでも）

「「「「4444 その他その他その他その他」」」」（（（（42424242 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 40名が記入）

複数回答 1～3すべて（8）

2と 3

市議会議員 市民の声を機構とする議員が少ない。民意が反映されない（6）

議員は一部の支持者としか関わりがない（4）

議員は選挙の時以外顔を見ない（3）

市議会が何をしているのか見えない、伝わってこない（3）

議員の能力が低い。市議会が議論の場として機能していない。硬直している（2）

世の中はどこも同じだから。町に変化がない（2）

知らない、興味がない（2）

今まで意見を聞かれたことがない

満足 行政に基本的に満足している

その他 よくわからない（4）

発達障害に対する支援について

新しい問題点が多い

集団的自衛権の反対を市を上げて反対してほしい

「「「「8888 その他その他その他その他」」」」（（（（55555555 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 52名が記入）

まちづくり・行政 住民税の高さ、ゴミ処理費用の高さ（7）

公園、図書館、学校について（6）

市の特産品や観光について（6）

ゆずるバス、ゆずるタクシーについて（5）

北大阪急行の延伸について（5）

市長や市職員について（4）

まちづくりについて（3）

無料のがん検診、通学路の防犯カメラ、市の安全メール（3）

プレミアム商品券（2）

子育て広場や保育園など、気軽に子どもを連れて行く場所が少ない

まち、医療、住、税、地域文化など

生活環境 買い物や利便性について（2）

職場の立地について

地域活動について

箕面市の魅力 まちなみや風景について（4）

その他 歴史が狂っている
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問問問問 49494949 あなたのお住まいについておたずねしますあなたのお住まいについておたずねしますあなたのお住まいについておたずねしますあなたのお住まいについておたずねします。。。。（〇は（〇は（〇は（〇は 1111 つだけ）つだけ）つだけ）つだけ）

「「「「5555 その他その他その他その他」」」」（（（（11111111 件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容件）の回答内容

（具体的に 6名が記入）

社宅 社宅（2）

店舗付き住宅 店舗付き住宅

その他 宗教法人に住み込み

老人ホーム

転勤中


