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問 2 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）
「13 その他」（184件）の回答内容
（具体的に 181名が記入 194件の意見）

住みやすい 満足している。(4)
千中が近いので、とても便利。

20年近く移住。他に移りたくない。
40年住んでおり、満足している。
住み良いです。

住んで 14年になるが特になし。
自分で選んで土地家屋購入のため特になし。

道路・交通 道が狭い。(18)
バスの本数が少ない。(11)
道路が整備されていない。(8)
坂が多い。(5)
東西方向の交通の便が悪い。きめ細かい移動手段が必要。(4)
渋滞が多い。(4)
自転車のマナーが悪い。（飛び出し、無灯火、スピードの出し過ぎ、２列

３列走行など）(4)
民家の樹木・設置物が危険。(3)
ゆずるバスの本数が少ない。ゆずるタクシーも終了が早い。(2)
牧落駅前を開発してほしい。(2)
違法駐車、路上駐車が多い。(2)
バス停の場所にイスを設置してほしい。

阪急と R171の踏切から逆走する車が多い。
都市交通再編により、新御堂の騒音が更に増大する。

税金・利用料金 税金（市民税、固定資産税）が高い。(10)
水道料金が高い。(5)
物価が高い。(3)
トンネルが有料。定期券も廃止された。(2)
地価が高い。

ごみ袋が高い。年間数枚は無料にしてほしい。

医療費が高い。

モノレールや北大阪急行などの運賃が高い。

公立幼稚園への援助が少ない。

利便施設等 室内プールが無い。(7)
公園が少ない。遊具も乏しい。(5)
病院が少ない。(5)
スーパー、買い物施設が少ない。(4)
飲食店が少ない。(2)
ATMがほしい。
文化施設が少ない。

図書館の自習スペースを増やしてほしい。

勤労者が公共のサービスを受けにくい。



2

栗生団地方面におひさまルームのような支援センターがない。

施設はあるが東西に分散している。

同世代が集中しすぎている。新しく出来た町で店やできる予定の道路がま

だできていない。

本屋が少なすぎる。

幼稚園が少ない。

農業施設が乏しい。

休日、夜間に使用できる施設が少ない。

都市計画・ 公園の整備が悪い。(5)
まちづくり 彩都から勝尾寺に抜ける道が便利になった。

JRへのアクセスの悪さ。
滝の道の地中電線の様に電線地中配線を望む。

パチンコ屋などを増やすのはまちがっている。

住民のマナー 夜中のバイクの騒音。(6)
カラス、ネコがゴミを荒らす。(2)
子どもが道路でボール遊びをする。

畑などで自由に燃やすので煙が辛い。

防犯・防災 電灯が暗い。(4)
大雨などでがけ崩れの防災対策が不充分。(2)
火事が多い。

自然環境 雑草が多い。草刈りが不十分。(3)
動物（獣）が身近に出没すること。ヘビも出そう。

整備しすぎてホタルがいなくなっている。

福祉の取り組み 子育てに片寄って、年寄りが住みにくくなった。(2)
子育て予算内の優先順位を見直せば、もっと子育てしやすい街になれると

思う。

障害者に対する対応があまり良くない。

地域の課題 いろいろな立場の方が相談しやすい場所を増やすべき。

中・高生の若い子たちが遊べる広場、遊地が欲しい。

隣家が我家南側敷地境界線 50㎝に建てられ日中も日照がまったくなくな
った。規制が甘すぎると思う。池田市に住めばよかったと後悔。

住んでいて地縁・コミュニティがあるとは感じない。

地域とのつながり、横のつながりがない。気楽でもあるが、自治会も遠く

て近所にない。

その他 特になし。(8)
大江戸温泉がダサすぎる…風情のある旅館など…。

寒い。

市民にとってのよい環境を切望。

ブルーカラーが職業差別されていること。

モークが出来ると聞いて森川に来たが消された。

医療や介護、教育等のレベルが低い。

市立の小中学校は塾任せにしすぎている点、学力の差が出て、学校ではよ

く出来る子に合わせて進められている。できない、わかりにくい子達は放

置状態。
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問 3 あなたが思う箕面市の魅力とは何ですか。（〇は 3つまで）

市民の希望が市政に反映されない。

住んでいるだけの為、土地の状況が見えない。

特にないが、敢えて書くなら小中学校の校区について自宅から遠いとの意

見がある（自分の地域は）。

貧困の差が激しいと感じている。

「15 その他」（24件）の回答内容
（具体的に 22名が記入 22件の意見）

自然との調和 空気感がよい。箕面は空気に威圧感がないところがいい。

滝の道の地中電線の様に電線地中配線を望む。

利便性 高速道路へのアクセス、空港へのアクセスや新幹線へのアクセス。

狭い道が多い。

都市計画（道路）が後手であったと思われる。

市民サービス 生涯者学習センターの利用（公的ボランティアで使用する子ども食

堂開催の場所の無償化をお願いしたい）。

市役所のサービスが良い（休日手続きが可など）。

学校教育（先生方が大変熱心。ありがたい）

イメージキャラクター 滝ノ道ゆずる

箕面市そのもの （この項目の）すべての事が、ほぼ半分くらい整っている。

全体的に生活がしやすい。

居心地がいい。

適度な都市化（便利さ）がある緑豊かな街（田舎？）なところ。

その他 特になし。(2)
あまり感じない。

住民が穏やか。

スターバックスやカフェのならぶ新しい道のすぐそばに、西国街道

のような古く歴史のある道が残っているところ。

妻の実家に近く、子育ての助けになる。

言葉遣いがきれいな所。

住んで 75年心が安らぐ。
総じて品が良い。素朴でおっとりしている。意外に国際的である。
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問 4 あなたはこれからも箕面市に住みたいと思いますか。（〇はひとつ）

問 16-2 問 16で「１ 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。（〇はいくつでも）

「6 その他」（12件）の回答内容
（具体的に 10名が記入 10件の意見）

住み続ける 千里中央船場付近でマンションを探している。

たとえ離れることになってもいつか必ず帰りたい。

生まれた時から住んでいるので他に行く所がない。

条件しだい シャトルバスがなくなったら、坂を下れないから考える。

寒い。

坂が多いので年をとると買いもの、病院に行きづらい。

独りになると子どもの近くに住みたい。

大阪市内に住んでいたが、街として完成しており、地域地縁も充分整備さ

れていた。そういうところが箕面市にはなかなかないのが淋しい。

老後が安心して住むことができ、そうであればずっと住みたい。

引っ越したい 箕面は好きだが自宅が土石流警戒区域に入っているので不安がある。引っ

越したいが、そのせいで売却も出来ないのではと思う。

「21 その他」（93件）の回答内容
（具体的に 90名が記入 99件の意見）

スポーツ関係 体操・健康体操(14)
ジム・筋トレ(8)
グランドゴルフ・ターゲットゴルフ(4)
日本舞踊(4)
ダーツ(2)
水泳(2)
クラシックバレエ(2)
ダンス・エアロビクス(2)
フットサル(2)
スキー(2)
太極拳(2)
フラダンス(2)
ロッククライミング・ボルダリング(2)
ヨガ・気功(2)
上記以外のサークル(2)
アメリカンフットボール

ビリヤード

サーフィン

トレイルランニング

フラフープ

ペタンク

ボーリング

トランポリン
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問 16-4 問 16で「２ していない」と答えたかたにお聞きします。

①その理由として、あてはまるものをお答えください。（〇はいくつでも）

部活動（スピードスケート）

アウトドア・ 登山(6)
登山など キャンプ

ハイキング

介護・ケアなど リハビリセンター(2)
長男が車で迎えに来て介護ケア。本人も大変だが、病身の私も大変。

ケアマネージャーに紹介していただきビーナスに行っている。

その他 ストレッチなど(11)
仕事(6)
階段を使用してエレベーター使用しない(3)
農作業・畑仕事・庭いじり(3)
散歩(2)
ドライブ

「7 その他」（18件）の回答内容
（具体的に 18名が記入 18件の意見）

健康上の理由 病気・けがのため運動できない。(4)
介護施設に入居しているから。

退院した為、自分に合ったものがない。

時間の余裕がない 子どもが小さいから。(3)
以前していたが、現在介護で余裕がない。

ボランティアをしていてその方に力をそそいでいる。

身体的理由 運動ができない。

その他 近所にスポーツ施設がない。(2)
運動が苦手。

その時に応じて体は動かしている。

金銭面

夜安心して歩けない。
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②どのようなことがあれば体を動かそうと思いますか。（〇はいくつでも）

③どのようなスポーツ・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）

「8 その他」（26件）の回答内容
（具体的に 25名が記入 25件の意見）

時間 時間に余裕ができれば。(10)
仕事をやめたとき。

娘の出産などが落ち着いたら。

体調次第 許可が出たらすぐにでも。

高齢、喘息のため出来ない。

子ども 子育てが落ち着いたら。(3)
子どもと一緒に参加できれば。(2)

やる気 自分の意志

その他 ボランティアで体を動かしている。

箕面市が主体となって企業などにも働きかけ市全体で行えれば。

無料のスポーツジムがあれば行く。

障害者に影響が悪い場合。

その時に応じて体を動かしている。

「22 昔やっていたスポーツなど」（19件）の回答内容
（具体的に 6名が記入 6件の意見）

球技 バレーボール(2)
テニス

ラグビー

その他 弓道

水泳

「24 その他」（9件）の回答内容
（具体的に 9名が記入 9件の意見）

球技以外の競技 ピラティス

ボルダリング

太極拳

合気道

その他 出来ない。(2)
そもそもスポーツは苦手。

見る方が好き。

個人利用でき、必要に応じて指導者がつけられるスポーツ。
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問 20 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。（〇はひとつ）

問 22 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。（学びたいと思われる順に３つ、番号を記入してく

ださい）

【最も学びたい】

「6 その他」（20件）の回答内容
（具体的に 17名が記入 17件の意見）

乱用が気になる 非常に大切な認識だが、過度に政治利用されている印象もある。

本来の意味と離れ、無理筋の主張の根拠に使われている。

世間がムダに「人種」を主張する世の中だと思っている。

大切だが、きれいごとという感情もある。

大切だが、意識のし過ぎはいけない。

その他 あまり考えたことがない。

言われてみれば、大切な事だと思うが、普段は、話題に上る事もなく、

意識しづらい。

ジェンダーは意識している。

大切な権利だが、常に変わらず保障されるものではない。

何でも人権にかたよらないようなバランス。

義務と権利と人権は表裏一体である。

自分の人権を主張する人ほど他人の人権を無視する。

周囲でこのことについて考えるような問題が起こっていない、あるい

は知らないため。

相互に尊重しあって成り立つもの。

相手の立場に立って考えたりはしている。

大切だとは思うが常に意識している訳ではない。

普段意識していない。

最も学びたい 「7 その他」（16件）の回答内容
（具体的に 13名が記入 13件の意見）

労働者・子どもの 労働者の権利

人権 子どもが、自分が受けたい教育を受ける権利。

その他 わからない・特になし。(3)
差別と区別の違いがおかしいので参加しない。

人権感覚に乏しい方に対する方法

特に学びたいとは思わない、問題があれば自分で考える。

花を栽培する農家が野菜・果物の農家と比べて行政面で差が付けられ

ていること。

学びたくない。

充分に理解している。

無意識的な差別、悪気の無い失言、動作等

冤罪
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【２番目に学びたい】

【3番目に学びたい】

２番目に学びたい 「7 その他」（3件）の回答内容
（具体的に 2名が記入 2件の意見）

労働者の人権 就業環境

その他 市民スポーツの中で。

3番目に学びたい 「7 その他」（2件）の回答内容
（具体的に 2名が記入 2件の意見）

いじめ 3回程いじめ（小中で目撃）。強く注意した。
精神障害者 精神障害者への理解
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問 24 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。

（それぞれ○はひとつ）

「⑦ その他」（59件）の回答内容
（具体的に 52名が記入 52件の意見）

リサイクル リサイクルショップ(4)
牛乳パックをリサイクル(3)
新聞などの廃品回収(2)
バザー、フリーマーケット(2)
不要の衣類で布ぞうり。

油等の処理

減量化 再生可能なものは分別して出す。(10)
ごみがかさばらない工夫をする。(2)
ごみ箱を見かけたら、こまめにごみを捨てる。(2)
スーパー等で袋をもらわない。袋を使わない。(2)
電子機器を専門の業者に出す。

古着やダンボール、新聞を業者に引き取ってもらう。

燃えないごみ地域の回収に出す。

ごみ出しルールは守る。

こども会の廃品回収に出す。

すぐごみになるものを買わない。

有効活用 いらない布をそうじなどに再利用。(3)
必要以上に買わない。(3)
食材ロスを出さない。残さず食べる。(2)
長持ちするものを使う。子どもに教育。

他に使えないか考える。

再利用 金属、電池、インクカートリッジ等の資源再利用

サランラップの再利用。ティッシュ 1枚を小分けにして使う。
庭に雨水タンク２ヶ所有。雨水利用、前庭と裏庭に 1つずつ。

堆肥 生ごみを堆肥として活用

その他 新聞を取っていない。(2)
紙媒体を使用しない。
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問 31 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

する場合は、利用する交通手段を全てお答えください。（〇はいくつでも）

問 32－2 問 32で「1 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。（〇はいくつでも）

「8 その他」（25件）の回答内容
（具体的に 25名が記入 26件の意見）

タクシー タクシー(9)
オレンジゆずるタクシー(3)

モノレール モノレール(7)
その他 ゆずるバスの便数を増やしてほしい。

これからは中央に地下鉄がくるので特に東西にバス等の路線を多くして

欲しい。

マイカー

マンションの送迎バス

ゆずるバスは時刻・コースが不便。今どこを走っているのか表示して欲し

い。今夏、36°の昼に 30分待たされ、イスは鉄板。焼きつく暑さに高齢
者にとっては地獄だった。

北急が北へ延伸して東西のルートがなくならないか、北千里のルートが減

便されないか。当方が住んでいる外院住宅地などに影響が出るのではない

かと心配している。

都市方面へはバスと電車

「10 その他」（17件）の回答内容
（具体的に 17名が記入 17件の意見）

耐震性向上 家が鉄筋コンクリート建て。

耐震住宅に住んでいる。

避難訓練 数家族による災害時の連携

連絡方法確認 家族で避難所を確認し合う。(2)
災害時に自分が先ずどのような行動をすべきか常に考えている。

保険加入 火災・地震保険に加入。(3)
備品等確保 アウトドア用品保持

スリッパ、縄ハシゴなど少しずつ揃えている。

トイレ用洗剤

その他 ⑨の避難場所が遠すぎる（近くに図書館、ふれあいセンターがあるので考

えて頂きたい）。

⑨は西南小なので遠すぎる。高齢者には無理。

避難所の設定に不満。すぐ間近の場所ではなく、遠方に避難するようにな

っている。

防災委員として学んでいる。

北朝鮮の攻撃に対して家族で対策シミュレーションを行っている。
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問 34 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）

「7 サークル・自主グループ・趣味の会」（74件）の回答内容
（具体的に 58名が記入 74件の意見）

スポーツ関係 スポーツクラブ(3)
ソフトボールチーム(3)
卓球クラブ(3)
テニス(2)
ラグビー(2)
体操教室(2)
ゴルフ

ラジオ体操

太極拳

ダンベル

音楽関係 コーラスグループ(2)
歌の会

音楽（歌）

ダンス関係 ジャズダンス

日舞

フォークダンスなどの趣味

フラダンス

ダンス

子ども関係 PTA
PTAの父兄とサッカーチーム
おやこ劇場

子育てサークル

わんぱくらんど・元気会

子育てサークル パンダコパンダ

南小おはなし会とんとんとん

南小バドミントンクラブ

趣味・教養関係 麻雀クラブ(5)
ヨガサークル(3)
陶芸(3)
絵画(3)
俳句・川柳(2)
スペイン語

コミュニティセンターのおけいこ

玉すだれやその他で動いている

裁縫（洋裁）、刺繍、パッチワーク

手話サークル「虹」

要約筆記サークル「もみじ」

文化財愛好会

習字クラブ

歴史サロン
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アウトドア関係 ハイキング(2)
山歩き後食事、温泉に入り帰宅。

その他 NALCの会員
おやじの会

結みのお

ささゆりの会

友遊会

にじいろひろば

生涯学習

地域防災組織

天使の会（ダウン症親の会）

婦人会
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「8 ボランティア・NPO・社会貢献活動団体」（41件）の回答内容
（具体的に 35名が記入 35件の意見）

福祉・医療関係 ナルクみのお(3)
めぐみ会 あそび you
介護予防のデイサービス

支援学校の納涼大会のボランティア

成年後見人のサポート団体

日本赤十字奉仕団

病院ボランティア

老健でボランティア

環境・動物関係 みのお山のパトロール隊、隊員雇 10年
花と緑の学校の運営

公園美化活動

道案内、里山、山林整備、リサイクル工作

箕川水とみどりの会

箕面山麓保全委員会、里ぷち、杜の会

国際交流関係 ハットクラブ

日本語勉強会

防災・防犯関係 消防分団

婦人防災クラブ

健康関係 ウォークメイト

子ども関係 子育て支援センター(2)
教育活動ボランティア

子育てサロン

こども 110番
ママノン

箕面こどもの森学園

箕面市東子ども食堂（ボランティアとして）

リーダークラブ

第 2火曜日、南小会館でボランティア会
保育

その他 音楽ボランティア

NPO（非営利）デイサービスの食事作り
マンションの庭園管理
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「10 地域行事」（57件）の回答内容
（具体的に 49名が記入 62件の意見）

季節行事 地域運動会(15)
盆踊り・夏祭り(7)
ふれあい運動会(5)
ハロウィン(2)
地蔵盆(2)
地区児童のレクリエーション(2)
七日市

桜井まつり

如意谷山手まつり

星まつり

餅つき

発表会

敬老会

秋祭り

コミセンまつり

ラジオ体操

全市 箕面市の行事参加

子ども関係 子ども向けイベント等

二世帯住宅の為、若い者が主にやっている「こども会祭り」その他。

その他 清掃活動(7)
クリーン作戦(4)
スポーツの会

マンション親睦会

老人会演芸会（年 1回）
自治会の参加行事には全部参加

団地の行事（水やり、夜回り等）

「11 その他」（14件）の回答内容
（具体的に 14名が記入 14件の意見）

PTA関連 PTA(2)
こども 110番
学級教室(小学生)でのスタッフ
少年野球

団体・組織活動 スポーツ協会などで箕面市の行事に参加、ボランティア等

みのお歌謡発表会（年 1回）
防犯委員

イベント等 清掃・クリーン作戦(3)
マンションの理事会・管理組合(2)

その他 自治会の発足が準備段階
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問 35 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）

「9 その他」（26件）の回答内容
（具体的に 24名が記入 25件の意見）

時間の確保 時間(4)
子どもをきっかけに 子ども関係

意識啓発 取り組もうという気持ち

情報提供 自治会(2)
活動の動画(2)
学校からの案内・PTA等
拠点

自治体からの要請など

老人会を活用

案内ポスター

その他 こども会、コミセンの運営委員会、青少年指導員など

当番制

報酬やプレゼント

1～8まで、もっと詳しく知ることができる場所が必要。どこで何をし
ているかがわかっても、詳しく知ってからでないと行きにくい。

口コミ

声かけ

なぜ活動しなければならないのか？

負担にならない仕組みづくり

新規活動を多く作る。既存では"村"が出来ており参加したくない。
世話役の個別訪問
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問 36－2 問 36で「1 一人で自宅で活動している」「2 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。

どのような活動をしていますか。（〇はいくつでも）

「6 その他」（222件）の回答内容
（具体的に 206名が 264件を記入）

スポーツ関係 体操(11)
ゴルフ(10)
スポーツ・運動(9)
テニス(9)
ヨガ(9)
卓球(5)
スポーツジム(5)
エアロビクス(4)
ダーツ(2)
ウォーキング(2)
サッカー(2)
ボーリング(2)
ママさんバレーボール(2)
マラソン・ランニング(2)
水泳(2)
キックボクシングジム

乗馬

柔道

太極拳

中国武術

バドミントン

バレエサークル

ペタンク

バンパープール同好会

少年野球

スキー

アウトドア関係 釣り(6)
サイクリング(4)
ハイキング(3)
ツーリング(2)
登山(2)
車・ドライブ(2)
アウトドア

サバイバルゲーム

園芸関係 ガーデニング(16)
家庭菜園(6)

趣味・教養・実用 読書・朗読(15)
パソコン(13)
料理・製菓・パンづくり(11)
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カメラ・写真(10)
ビデオ・映画鑑賞(6)
ゲーム・パズル(6)
短歌・俳句・川柳(5)
日曜大工・DIY(4)
囲碁・将棋(4)
麻雀(4)
手話サークル(4)
郷土史研究(4)
カラオケ(3)
習字・書道(3)
謡曲(3)
日本舞踊(3)
作文(3)
要約筆記サークル(2)
CD鑑賞(2)
古典講座(2)
ウクレレ

作曲

サブカルチャー系

小説執筆

ハングル語日本文化クラブ

ピアノ

レーシングカート

レース予想

音訳講師

昆虫の飼育

寺社巡り

身近な薬草の会アロマテラピーの会

占い

陶芸（絵皿製作）

論語教室

観覧・体験 スポーツ観戦

ボランティアで人形劇の公演

落語

よりみちコンサート、その他

講演会

その他 学校でクラブ活動

教育活動

くつみがき

デイサービス

みのお山のパトロール隊に参加情報支援

仕事自体が趣味のようなもの

子育てサークル
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問 36－3 問 36で「３ やっていない」と答えたかたにお聞きします。

①その理由としてあてはまるものをお答えください。（〇はいくつでも）

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、番号を記入してください）
【最も重要】

【2番目に重要】

「6 その他」（30件）の回答内容
（具体的に 29名が記入 29件の意見）

介護・子育て 小さい子どもがいて参加しづらい。(5)
子どもが病気。

他の活動中 ボランティアをしている。

時間・場所 つりの為、自宅ではない。

武道館など習い事関係は、箕面駅周辺に集中しており、東側に住む者には

通いづらい。バスも、東側から箕面駅へ向かうバスがない（ゆずるバスは

本数が少ない＆時間がかかりすぎる）。

近くにそういう場所がないから。

午前中（3時間）仕事に行っている。
身体的問題 障害があるため。(5)

病気のため。

手芸が好きだが、目が老眼になり、しんどい。

やる気がないから。

その他 学生なので、学業が忙しい。

受験生だから。

高齢で出来ない。

やりたい事を仕事にすれば「趣味=仕事」になる。
以前は忙しく、今は何も考えずのんびり暮らしたい。

屋外での活動が多いから。

前に参加したことはあるが講師に不満。

年令的に無理（以前はやっていた）。

問 36の項目の答えがない。
旅行に行って美味しい物を食べる。

最も重要「7 その他」（6件）の回答内容
（具体的に 5名が記入 5件の意見）

子ども関係 活動中に子どもを見てくれる（あずかる）場所があればやってみたい。

無理 どのような理由でもやりたくない。

健康になれば 高齢で一人暮らし。手が悪い。

動けるようになったら。

経済的な理由 家計に余裕ができれば。

2番目に重要「7 その他」（1件）の回答内容
（具体的に 1名が記入 1件の意見）

子ども関係 子育てに余裕ができたら。
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【3番目に重要】

問 41 あなたは箕面市議会に関する情報をどうやって入手していますか。

（〇はいくつでも）

問 41－3 問 41で「8 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がない理由は何ですか。（〇はいくつでも）

3番目に重要「7 その他」（1件）の回答内容
記載なし

「7 その他」（8件）の回答内容
（具体的に 8名が記入 8件の意見）

SNSから フェイスブック

家族・知人 家庭内での話題

などから 周りの人から

色々団体役員をしているので色々な人々から。

親

知人・家族から聞く。

チラシ等 みのお FM、週刊"倉田哲郎市長"
関心がない 「入手する」ということを考えたことがない。

「3 その他」（18件）の回答内容
（具体的に 18名が記入 18件の意見）

市議会活動が 政治が実生活に役立っている感じがまったくしない。

疑問だから 結局何も変わることはないから（彩都について）。

市議会の活動が私達市民に対してプラスになっているとは思わないから。

誰が市議になっても一緒。

言ってもあまり変わらない。

共産党議員が多く見るに値しない。

広報を末端まで実施しないから。

関心がない 興味がない。

他人に何かをして「もらおう」とはあまり考えない。

余裕がない 時間がないから。(3)
忙しいから。(2)

その他 文だけでの情報が多い。

箕面市に長く住む予定がないので。

年令的に難しい。

むずかしそう。

国政の方により興味があるため。
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問 42－2 問 42で「3 あまり反映されていない」「4 反映されていない」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。（〇はひとつ）

「4 その他」（31件）の回答内容
（具体的に 31名が記入 31件の意見）

市議会議員 言っても実行してくれないから。

お願いしても返事なし。

議会の党派の構成により市民要求無視で採決されている。

市議会にメリットがあまりないから。

少数意見を言う議員がいないから。例えば「コンパクトシティー」反対とか。

政治家は結局、自分のことしか考えていないから。

パフォーマンスに走りすぎている感があるから、市民が置いて行かれている

気がする。

結論ありきで、形だけ聞いているように見られる。

彩都なないろ公園について困っている事を以前から訴えているが、全く改善

されない為。

際立って何かをしているという感じがあるので。

市が活動している情報が乏しい。

市に申し出ても取り上げられないから。

市議会への興味がないから全国での様々なニュース等で市民の訴えは別物の

ような気がする。

市民のために箕面市は働かない。

市民の思いや願いを全くわかっていないと思う。お金がかかっていないなら、

それに越したことはないが、税金が投入されているなら現代のネット社会で、

このような FMより情報を得る必要は、ほぼないと思う。
市民の声がわからない。

市民の声をとりあげて掲載されてはいるが「検討していく」で終わっている

ような気がする。

弱者の声は届かないから。

多数派による専制。

反映が片寄っている。

その他 よくわからない。(3)
箕面の街なみが守られていない様に感じる。船場のパチンコ屋など。

どんな事が行われているか知らないから。

影響力のある団体の声ばかりが聞こえる。

野党がみじめ。

今の駅付近にスーパーをつくる。

選挙のときしか見ない。

山林の開発（オオタカの森の保存）

情報の入手方法（要望と対応）が分からない。
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問 47 あなたのお住まいについておたずねします。（〇はひとつ）

「5 その他」（5件）の回答内容
（具体的に 5名が記入 5件の意見）

寮・社宅 学生寮

その他 4戸建の一戸
市営住宅

実家に住んでいる

箕面団地


