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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」（194 件）の回答内容 

（具体的に 194 名が記入 230 件の意見） 

住みやすい 住みにくいと感じたことはない。(4) 

 満足している。(3) 

 住みやすいが、働きづらいところである。 

 車で行動するため特にない。 

 他市と比べると格段に良い。 

道路・交通 道路が狭い。(15) 

 道路が整備されていない（歩道、ミラー、植栽等）。(11) 

 坂道が多い。(9) 

 東西、南北の交通の便が悪い。(9) 

 電車やバスの本数が少ない。(5) 

 自転車のマナーが悪い。（飛び出し、スピードの出し過ぎなど）(2) 

 ゆずるバスの本数が少ない。(2) 

 違法駐車、路上駐車が多い。(2) 

 バス停に屋根がない。(2) 

 阪急バスの最終便、箕面線の終電が早い。(2) 

 国道の車が多く、うるさい。 

 民家の樹木、設置物、壁等が危険。 

 ゆずるバスのバス停を箕面学園前にしてほしい。 

 ゆずるタクシーの模様を変えてほしい。 

 LED の街灯がまぶしいのでカバーをつけてほしい。 

 桜井駅の改札を反対側にも設置してほしい。 

 川合にモノレールの駅を設置してほしい。 

 渋滞道路が多い。 

 家の近くにガードレールができて邪魔になる。 

 もみじバスを日祝日も運行してほしい。 

税金・利用料金 グリーンロードの料金が高い、定期券がほしい。(5) 

 税金（市民税、固定資産税）が高い。(4) 

 国民健康保険料、介護保険料が高い。(2) 

 水道料金が高い。 

 物価が高い（ガソリン等）。 

 公園の駐車場が有料。 

利便施設等 スーパー、買物施設、個人商店が少ない。(9)  

 公園が少ない。遊具が少ない、劣化している。(7) 

 スポーツができる場所がない。人工芝が少ない。(6) 

 公共のプールがない。温水プールがない。(3) 

 本屋が少ない。(3) 

 飲食店、カフェが少ない。(3) 

 病院が少ない。市立病院の診療体制を充実してほしい。(2) 

 図書館が少ない。図書館の自習室が少ない。(2) 

 児童館が少ない。(2) 
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 同じ店が多すぎる（ラーメン屋、ドラッグストア等）。 

 スポーツ施設が遠い。 

 彩都西公園の駐車場の時間制限がある。 

 自転車、バイク等の置き場を増やしてほしい。 

 図書館の開館時間が短い、蔵書が少ない。 

 公共施設の場所が偏っている。 

 雨天時の子どもの遊び場がほしい。 

 ドッグランなど、ペットのための施設を増やしてほしい。 

 出前がないので病気等の時不便。 

 大型遊具のある公園がない。 

 大手銀行の支店や ATM が近くにない。 

 大学受験用の塾が少ない。塾の場所に偏りがある。 

都市計画・ 箕面駅前を広げてきれいにほしい。(2) 

まちづくり 誰もが利用しやすい公園がない。 

 バリアフリーの場所が少ない。 

 駅の周りが殺風景である。 

 都会色が少し弱い。 

 牧落駅前を開発してほしい。 

 郊外住宅に特化し、多様性が少ない。 

 緑豊かな公園がない。 

 商店街の整備。 

 古い家や路地が多く景観が悪い。 

 市の中心部が東へ移り、東西の格差が気になる。 

 北急延伸などの大規模開発を躊躇もなく進めている。 

住民のマナー 受動喫煙対策が進んでいない。(3) 

 犬や猫の排泄行為に困っている。(2) 

 夜間のバイクの騒音がひどい。 

 隣近所の深夜の騒音がひどい。 

 タバコのポイ捨てが多い。 

防犯・防災 街灯が切れている。街灯が暗い。街灯が少ない。(6) 

 土砂崩れや川の整備等、自然災害への防災対策が不十分。(4) 

 スクールゾーンの防犯カメラを充実してほしい。 

 災害時の避難所が遠い。 

自然環境 雑草が多い。樹木の剪定が不十分。(4) 

 緑が少ない。 

 草や木が茂っている空地が目立つ。 

福祉の取り組み 子育て支援だけでなく、高齢者支援も充実してほしい。(2) 

 世代に関係なく寄り合える場がほしい。 

 介護施設の対応に臨機応変さがない。 

 年金が少ない。 

 地域包括支援センターの場所が不便で、相談体制が整っていない。 

 子どもがいない単身者への支援が少ない。 

 民生委員の情報がない。 

 低料金で利用できる高齢者の施設サービスを充実してほしい。 
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地域の課題 地元住民が排他的。つながりがなく孤立している。(3) 

 障害者に対する住民の対応が良くない。 

 野焼きが多く、健康に悪影響する。 

ゴミの回収 ゴミの分別、回収方法がわかりにくい。(4) 

 資源ごみの回収を増やしてほしい。(2) 

 ゴミ袋が高い。(2) 

 個別収集が廃止され、ゴミの回収場所が遠い。 

 ゴミのネット当番がある。 

 ゴミ捨て場が粗末。 

 店舗へもゴミ袋を支給してほしい。 

その他 特になし。(12) 

 家賃は比較的安いが、土地の値段が高い。 

 水道水のカルシウム成分が強く、水回りや健康に悪影響する。 

 花火のできる場所がない。 

 市民大学等学習機会を増やしてほしい。 

 教育現場での声が反映されない。 

 箕面市以外に住んだことがないので比較できない。 

 ひざが痛いので出かけるのを控えてしまう。 

 高収入の人が多く、差を感じてしんどい。 

 学校の生徒数が多すぎる。 

 PTA、学級委員の義務付け制度がある。 

 不登校に負のレッテルを貼り続け、学校教育問題を顧みることがない。 
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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） 
 「15 その他」（26 件）の回答内容 

（具体的に 26 名が記入 26 件の意見） 

自然との調和 大滝からの倒木を整理・片付をしてほしい。 

 箕面の山が前に見え、運動（走り、歩きも）しやすい所。 

 滝道のモミジの色がだんだん悪くなっている。 

 緑が多い。 

利便性 交通の便が良く物価が安い。 

 東の方は道も広く木々も多くて美しい街並みだが、西の方は裏通り

の道幅も狭く危険でもある。 

安全・安心 災害が少ない。（2） 

 全体的に安心して生活できる。 

イメージキャラクター ゆるキャラの存在、活躍、モミジーヌちゃん＆ゆずるくん。（2） 

市民サービス 市役所の対応。 

 100 円市等のイベントが、活発で良い。 

 人権施策が良い。障がい者に対する福祉。 

 特定不妊治療の助成金。 

 地震や停電などの時の市の対応の速さ（他市と比較すると）。 

 役所が近い。 

街の雰囲気 のんびりした所が好き。 

 暴走族とパトカーのサイレン。 

 市民の人柄。 

 場所によっては住宅環境が良い。 

 5、6、9 に○をしたが、30 年以上昔の事。 

 全部が最高。 

その他 公園にトイレがある。 

 親族が多くいる。 

 夜景。 
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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） 
 「6 その他」（9 件）の回答内容 

（具体的に 9 名が記入 9 件の意見） 

引っ越す 引っ越しが決まっている。（2） 

条件次第 プロパンガスがとても高いので引越したい。 

 新駅が出来ても、今までのやり方では発展はしないと思う。 

 戸建なので住まざるをえない。 

住み続けたい 移住の可能性はあるが、時々は帰りたい。 

年齢的に難しい 車の運転をやめたので、ここでは住めない。 

 年齢が高くなった時に交通の便の無さで転居せざるをえない気がする。 

 70 歳過ぎて仕方がない。 

 

問 15-2 問 15 で「１ している」と答えたかたにお聞きします。 
①どのように体を動かしていますか。（○はいくつでも） 

 「21 その他」（115 件）の回答内容 

（具体的に 114 名が記入 121 件の意見） 

スポーツ関係 ジム・筋トレ、自主トレ（14） 

 体操・健康体操（自彊術など）(9) 

 社交ダンス、フォークダンス(7) 

 ダンス系エクササイズ(3) 

 太極拳(3) 

 学校の体育、部活、大学のサークル(3) 

 パターゴルフ、グラウンドゴルフ(2) 

 クラシックバレエ(2) 

 日本舞踊(2) 

 ボルダリング(2) 

 なわとび(2) 

 バランスボール 

 乗馬 

 フットサル 

 合気道 

 サンバ 

 トランポリン 

 ヨガ 

 ラグビー 

 介護保険関係のスポーツクラブ 

 卓球 

 ボート 

 フラフープ 

 スキー 

 フラダンス 

 エクササイズボクシング 

 バトントワリング 
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 和太鼓 

アウトドア・ ハイキング、ウォーキング(4) 

登山など 登山(3) 

 トローリング 

介護・ケアなど ヘルストロン(2) 

 マッサージ、整体(2) 

 デイサービス 

その他 農作業・畑仕事・庭いじり(10) 

 仕事(8) 

 犬の散歩(7) 

 ストレッチなど(4) 

 子どもと遊ぶ(3) 

 日常的に体を動かしている(3) 

 エレベーター等を使用せず階段の昇降 

 健康麻雀（集会所で） 

 休日の外出 

 旅行 

 カラオケ教室 

 ミュージカルサークル 

 けん玉 

 
問 15-3 問 15 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。（○はいくつでも） 
 「7 その他」（21 件）の回答内容 

（具体的に 21 名が記入 22 件の意見） 

健康上の理由 外出は車イスが必要。 

 心の病気で外に出られない。 

 入院（手術）し、退院後間もないから。 

時間の余裕がない 育児で時間がない。子どもが小さいから。(3) 

 勉強があるから。(2) 

 しようとは思っているが、なかなか時間がない。 

疲れている 子育てで疲れているから。(2) 

日常的に 仕事で体を動かしているから。(4) 

体を動かしている 家事、育児と仕事で体を動かしているから。 

その他 金銭的にも無理。(2) 

 何をすればよいか分からない。 

 理由なし。 

 教室などは途中からは入り難いため。 

 自宅でストレッチ、ヨガ、ステップ運動している。 
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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。（○はいくつでも） 
 「8 その他」（48 件）の回答内容 

（具体的に 48 名が記入 50 件の意見） 

時間 時間的に余裕ができれば。(17) 

 仕事が楽になれば。(2) 

 受験が終わったら。(2) 

 朝に時間があれば。 

体調次第 腰、膝が悪い。(2) 

 病気で呼吸に難がある。 

 痛みがとれたら。 

子ども 子育てが落ち着いたら。(3) 

 子どもを預けられたり、一緒に参加できるなら。 

 子どもと公園の遊具などで遊ぶ時。 

やる気 運動したい気持ちになったら。(2) 

 運動が必要と感じた時。(2) 

場所 近くに安い施設やプールがあれば。(3) 

 体を動かせる施設の増加。(2) 

 歩行器が必要なので、場があっても行けない。 

 自分に合った（必要な）運動を教えてほしい。 

 安い運動施設の情報が入りにくい。 

 ストリートバスケットコート。 

 緑や自然を利用したサイクリングロード。 

 手軽にできることがあれば。 

 大人向けのアスレチック施設があれば。 

その他 不必要。 

 時間とお金があれば。 

 災害被害のウォーキングコースが再開されたら。 

 

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。 

（○はいくつでも） 
 「22 昔やっていたスポーツなど」（13 件）の回答内容 

（具体的に 12 名が記入 17 件の意見） 

球技 テニス(4) 

 バスケット(2) 

 ソフトボール 

 バドミントン 

 バレーボール 

 ハンドボール 

 野球 

その他 HIPHOP ダンス 

 アーチェリー 

 水泳 
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 スキー 

 スケート 

 ヨガ 

 
 「24 その他」（11 件）の回答内容 

（具体的に 11 名が記入 12 件の意見） 

球技 サッカー 

 パークゴルフ 

球技以外の競技 ジャザサイズ 

 ヒップホップダンス 

 トレッキング 

その他 農業、ガーデニング、庭仕事。(2)  

 不必要。 

 時間が出来たら、何でも。 

 近くに体を動かす施設があれば。 

 歩いて行けるスーパーがあれば歩く。 

 娯楽、快楽、好奇心で人は動くが健康の為の苦行は受け入れられない。

 

問 18 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。（○はひとつ） 
 「6 その他」（22 件）の回答内容 

（具体的に 20 名が記入 20 件の意見） 

乱用が気になる 人権を主張しすぎて人権がないがしろにされている。(3) 

 暗いイメージであまりよくない。 

 「非常に」ではないが大切なことだと意識している。 

 人権は意識するものではないと思う。 

 人が人権を選ぶ現実、人権が人を選ぶ理想。 

 「やってもらってあたり前」ではなく「ありがとう」の気持ちがもて

る関係が大切である。 

 政治団体、利権、既得権益と結びついている言葉、又は「入口」。 

難しい問題 難しい話だと思っている。(2) 

 この質問の「人権」の意味がわからない。(2) 

意識して行動 なんとなく意識している。 

していない 自分は自然体に生きているので常に変わらない。 

 とても大切なことだと思っているが、意識的に行動する機会がない。

 気にはしているが、具体的に何もしてない。 

その他 1 と 4 の中間。 

 どれも当てはまる。 

 障害者の方とか弱い立場の人をいじめないこと。 
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問 20 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。（○はいくつでも） 
 「7 その他」（43 件）の回答内容 

（具体的に 39 名が記入 39 件の意見） 

基本的人権 個人の尊重。 

 本当の平等とは何かを学ぶべきではないか。 

 全ての人が幸せに平等に生きていけること。 

 住民全般の自由平等の現実について。 

 教育を受ける権利。 

 人権を得るのに資格は必要か。 

 教育、道徳、思いやり。 

 人権啓発とは？ 

 犯罪被害にあった時（盗撮）。 

差別やいじめ 誹謗中傷がある限り、市が人権啓発を行っているとは全く感じない。

 社内でのいじめともとれる発言について。 

 村八分等の迫害された人の人権。 

 不平等や偏見を受けている人が気軽に相談・助けを求められる場と公

的支援。 

外国人の人権 日本語を母国語としない子どもの教育。 

 外国人への医療提供。 

障害者の人権 精神障害者に対する理解。 

 発達障害、自閉症、アスペルガーなど目に見えにくい障害者の生きに

くさ。 

性的少数者の人権 セクシュアルマイノリティの人々に関すること。 

 LGBTQ に関すること。 

労働者の人権 労働者に対する人権。 

その他 わからない・特になし。(13) 

 学びたくない・学びたいと思わない。(2) 

 離婚者に対しての女性の人権。 

 学校教育における子どもへのしめつけ、役所における職員へのしめつ

けなど。 

 市職員の市民に対する言葉使い（特に道路課）。 

 貧富差。 
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問 22 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」（52 件）の回答内容 

（具体的に 42 名が記入 42 件の意見） 

リサイクル リサイクルショップ。(6) 

 牛乳パック、缶、トレー等を再生資源に出す。(4） 

 新聞や紙ごみは資源ごみに出す。(2) 

 アルミ缶、古着等を子ども会に出す。(2) 

 電池、バッテリー他は電気店の回収ボックス。 

 メルカリ等で処分。 

 エコキャップ回収。 

減量化 無駄な買い物をしない。(5) 

 水筒、マイボトルを持参する。(2) 

 捨てるものはコンパクトにまとめる。(2) 

 自宅周辺のゴミを拾う。(2) 

 焼却場へもって行く。 

 減量に努める。 

 割りばし、フォークなどコンビニでのサービスを断る。 

 ペーパーレス。 

有効活用 食べ物を残さない、捨てない。(3) 

 不用品、自然物を利用して工作などをする。 

 子供服を知人に譲る。 

 物を大切にする。 

再利用 かたちをかえ再利用。 

 古新聞を使う。 

その他 種類別、ゴミ収集日をカレンダーに記録する。 

 プラスチックをできるだけ使わない。 
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問 29 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。（○はいくつでも） 
 「8 その他」（23 件）の回答内容 

（具体的に 23 名が記入 24 件の意見） 

タクシー タクシー(13) 

 介護タクシー 

モノレール モノレール(4) 

鉄道 私鉄 

 電車 

その他 車 

 坂が多く大変。 

 オレンジゆずるバスの利用の仕方やバス停の表示がわかりにくい。 

 近隣の方に（車）同乗する。 

 
問 34 あなたは次の地域活動に参加していますか。（○はいくつでも） 
 「8 サークル・自主グループ・趣味の会」（82 件）の回答内容 

（具体的に 57 名が記入 76 件の意見） 

スポーツ関係 卓球(6) 

 テニス(5) 

 体操教室(5) 

 合気道、太極拳(4) 

 スポーツクラブ(2) 

 ペタンク 

 グラウンドゴルフ 

 ラージボール 

音楽関係 コーラス、ゴスペル (4) 

 歌の会(3) 

 演劇 

 オカリナ 

 クラシックギター 

ダンス関係 社交ダンス(2) 

 バレエ 

 グループダンス 

趣味・教養関係 編み物、手芸、人形製作(5) 

 ヨガサークル(4) 

 健康麻雀クラブ(3) 

 生け花、花(2) 

 絵画(2) 

 書道(2) 

 シニア塾(2) 

 語学 

 映画観賞会 

 サークルわてら 
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 茶道 

 手話 

アウトドア関係 歩く会 

その他 彩り会(2) 

 シルバーの会、シニアサロン(2) 

 マンション管理組合 

 タウンウォッチング 

 結グループ 

 キリスト教の教会 

 おやじの会 

 ハットクラブ 

 社協 

 

 「9 ボランティア・NPO・社会貢献活動団体」（53 件）の回答内容 

（具体的に 42 名が記入 45 件の意見） 

福祉・医療関係 民生委員・児童委員(3) 

 街かどデイハウスゆうゆう(2) 

 グループホーム、老人ホーム手伝い(2) 

 点訳、要約筆記サークル「もみじ」(2) 

 ナルク箕面 

 地区福祉会 

 市民病院でのボランティア 

 ふれあいホームサービス 

 一声訪問 

 南小コミセンでカット作業 

 障害者センターの手伝い 

 ささゆり 声の会 

 大阪市内 高齢者への昼食提供に協力 

環境・生物関係 だんだんクラブ 

 昆虫館ハートフル 

 山麓保全関連の活動 

 自然工作グループ 

 箕面山パトロール 

 箕面の森きこり隊 

 みのおまちなみ会議 

 花だんの手いれ 

 みのお森の学校 

国際交流関係 アジェンダ 21 

 ワイズメンクラブ 

 国際ロータリー第 2660 地区ロータリー学友会 

 MAFGA 

防災・防犯関係 消防団(2) 

 防犯委員 
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子ども関係 子育て広場 

 みんなで遊ぼう会 

 みのお東・こども食堂の会 

教育関係 図書館ボランティア（池田市） 

 桜ヶ丘図書館 おはなしぼうや 

その他 桜通りカフェ 

 千の風 

 自治会カフェ グリーンタイム 

 コミュニティセンター管理運営委員会 

 NPO 理事長（区域外） 

 農業 

 
 

 「11 地域行事」（63 件）の回答内容 

（具体的に 54 名が記入 71 件の意見） 

季節行事 地域運動会(14) 

 盆踊り・夏祭り(6) 

 コミセン祭り(6) 

 秋祭り(2) 

 文化祭(2) 

 敬老会(2) 

 山手まつり(2) 

 星まつり 

 和太鼓 

 新春ゲームまつり 

 阿比太神社まつり 

 コミセン卓球大会 

自治会関係 マンションの行事(2) 

 自治会懇親会、親睦会(2) 

 自治会美化運動 

 老人会行事へ参加 

PTA 関係 運動会 

 学校行事 

 ぼうけん広場 

 保育園の行事 

環境・美化関係 清掃活動(6) 

 クリーン作戦(4) 

 緑フェスタ 

全市関係 らいとぴあ 21 の行事 

 バザー 

 箕面青年会議所 

 福祉会イベント 

その他 防災会 

 施設のボランティア 
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 料理 

 カラオケ大会 

 100 円商店街 

 落語をきく会 

 吹奏楽部の依頼出演 

 
 

 「12 その他」（23 件）の回答内容 

（具体的に 20 名が記入 21 件の意見） 

環境・美化関係 クリーン作戦(2) 

 公園の清掃 

 草刈り 

 地区の掃除 

国際交流関係 「国際理解のための語学講座」（箕面市国際交流協会） 

 ユニセフ協会、マンスリーサポート支援 

子ども関係 こども 110 番に登録 

 子どものスポーツ少年団 

 SOIS 学校教育 

社会貢献関連 シルバー人材センター登録(2) 

 更生保護女性会 

 水神社世話方 

団体・組織活動 消防団 

 自治会加入 

 老人クラブの発表会、作品展、体力測定 

その他 箕面ラグビースクール 

 コミセン受付 

 居住マンションのお祭り 

 箕面シニア塾 

 
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。 
（○はいくつでも） 
 「9 その他」（28 件）の回答内容 

（具体的に 28 名が記入 28 件の意見） 

意識啓発 動機、興味、意志(4) 

 活動の必要性のアピール 

 主催者の強い目的意識 

 日常生活から意識づくり 

時間の確保 活動する時間(5) 

情報提供 近隣住民からの情報や勧誘(3) 

 SNS 等での発信(2) 

 自治会未加入世帯などへの加入案内 

内容の充実 地域活動を行うメリット 

 身近な内容、共感を得られる内容 
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 参加する意義もしくは有益となる行事 

 働いている人も参加しやすい目標 

 魅力ある活動内容 

 子どもと一緒にできる体験イベント 

男女共同参画 ワークライフバランスの推進 

 男子学生に男の取る行動を教えたい。 

その他 活動する気がない。 

 高齢のため地域活動にはあまり参加していない。 

 

問 36-2 問 36 で「１ 一人で活動している」「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。 
①どのような活動をしていますか。（○はいくつでも） 
 「7 その他」（100 件）の回答内容 

（具体的に 94 名が 109 件を記入） 

スポーツ関係 ヨガ(5) 

 体操・健康体操(4) 

 スポーツ吹矢 

 バレエ 

 空手 

 ペタンク 

 合気道 

 ジャズ体操（クラブ活動） 

健康関係 ヘルストロン 

 ベビーマッサージ 

アウトドア関係 釣り(6) 

 ハイキング(3) 

 ウォーキング(3) 

 ツーリング(2) 

 登山 

園芸関係 畑づくり・家庭菜園(5) 

 ガーデニング(3) 

 森林整備 

趣味・教養・実用 料理・製菓・パン作り(9) 

 パソコン、SNS、ゲーム(5) 

 筆ペン・書道(5) 

 和裁・裁縫・洋裁(3) 

 麻雀(3) 

 カメラ・写真(2) 

 語学(2) 

 日曜大工・機械修理、DIY(2) 

 フラワーアレンジメント(2) 

 仏教、写経(2) 

 大学通信教育・社会人向け講座(2) 

 読書・朗読(2) 
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 占い 

 マンション管理 

 ハンドメイド 

 俳句 

 昆虫のブリーディング 

 囲碁 

 書き方教室 

 要約筆記 

 紅茶分野 

 手話 

 けん玉 

観覧・体験・交流 ボランティア(2) 

 観劇 

 国際関係 

 健康講座 

 公募 

 建築巡り 

 美術館巡り 

 野球観戦 

 教会での子どもたちとの活動 

 庭の紹介 

その他 動物関連・動物飼育(2) 

 チャリティショップの運営 

 障害者問題の啓発活動 

 景観環境保護 

 投稿 

 教育分野 

 
②どのようなきっかけで活動を始めましたか。（○はいくつでも） 
 「5 その他」（33 件）の回答内容 

（具体的に 32 名が記入 35 件の意見） 

経験がある 子どもの時から続けている。(5) 

 高校のクラブ活動でやっていた。(2) 

 専門分野 

 大学の授業で習った。 

健康 ダイエット(3) 

 体力づくり(3) 

 健康のため。(3) 

 脳トレーニング(2) 

 体を動かした方が良いと思った。 

講座・情報 もみじだより 

 市主催で安価だった。 

 市の講習会。 

時間・場所 徒歩で行ける。 
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 子どもが学校に入り余裕ができた。 

仕事 仕事で必要。(2) 

自分の意志 関心があった。 

 自分から参加を申込み。 

周囲の影響 子や孫の習い事。(3) 

その他 自治会でふれあいの会(老人会)を立ち上げた。 

 他にする人がいない。 

 
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。（○はいくつでも） 
 「6 その他」（51 件）の回答内容 

（具体的に 50 名が記入 50 件の意見） 

介護・子育て 今は子どもの事が優先。(4) 

 親の介護。 

時間・場所 時間が合わない。(4) 

 仕事があるから。(2) 

 活動場所が近くにない。(2) 

 施設、教室が見つからない。 

 定員がいっぱいで待ちの状態。 

身体的な問題 体調が良くない。(7) 

 高齢のため。(3) 

 治療中のため。(2) 

 体が動かないから。(2) 

 足、膝が痛い。(2) 

 体力的に無理。(2) 

 ケガをしてできなくなった。 

 施設入所中。 

他の活動中 ボランティアをしている。 

 夫婦で旅行やゴルフなどをしている。 

 スポーツをしている。 

 洋裁などをしている。 

 地域外へ習いに行っている。 

経済的な問題 今はお金をかけられないから。 

その他 一人で趣味を楽しんでいる。 

 サークルが後継の方々で盛会であるから。 

 好きなドラマを見るから。 

 人と接するのが苦手。 

 読書など自分でできる事で今は満足しているから。 

 若い頃に一通りしているから。 

 単身赴任中。 

 最近引っ越して来たのでわからない。 

 友達がいないから。 
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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。 

（○はいくつでも） 

 「7 その他」（23 件）の回答内容 

（具体的に 22 名が記入 22 件の意見） 

健康・年齢 体調が良くなれば。(3) 

 高齢になり難しい。(2) 

 手指は不器用、体力はない、気力も弱い。 

時間・場所 時間ができたら。(2) 

 ファミリー参加型が多く単身者への理解がない。 

 休みが合えばいい。 

 活動場所が近くにあれば。 

 体操 

 楽器教室、語学教室が駅近にあれば。 

子ども関連 子連れで参加できるなら。 

 育児の手が離れたら。 

経済的な問題 お金がない。 

その他 わからない、特になし。(3) 

 活動というほどの必要はない。 

 部活で十分。 

 これ以上他人と関わりを広げたくない。 

 
問 37-2 問 37 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。（○はいくつでも） 
 「10 その他」（18 件）の回答内容 

（具体的に 18 名が記入 18 件の意見） 

器具・機器 停電に備え、カセットコンロ・石油ストーブ等を購入。(2) 

 懐中電灯他。 

 充電機をたくさん用意。 

自助・共助 家族の集合場所を決めている。 

 近所と互いに預かり合う仲。 

 保護。 

 身を休ませることをよく考えておきたい。 

住宅関連 耐震の調査。(2) 

 重たい本を処分。 

 転倒する家具は一切置かない。 

 災害に強いハウスメーカーで住宅を建てた。 

 ホームセキュリティ。 

 保険。 

備蓄品 お風呂の水を常に溜めている。 

 食品・水の備蓄。 

その他 1、3、2 等は、マンションで対策あり！ 
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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。 
（○はいくつでも） 
 「7 その他」（11 件）の回答内容 

（具体的に 9 名が記入 9 件の意見） 

家族・友人 家族から聞く。 

 自治会内の友人から。 

議員・チラシ等 議員から聞く。 

 議員の市政報告会。 

 回覧物 

メディア、SNS Twitter 

 ラジオ 

関心がない 見ない。 

 入手していない。 

 
 
問 41-2 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。（○はいくつでも） 
 「3 その他」（34 件）の回答内容 

（具体的に 30 名が記入 31 件の意見） 

意識の問題 意識したことがない。(4) 

 関心がないから。(3) 

 市議会を傍聴して失望して以来関心をなくした。 

 政治が嫌いだから。 

 政治家が好きでないから。 

期待できない 市民の意見は伝わらないから。(3) 

 おざなりな議会しかやってないから。 

 あきらめ的な気持ち。 

 市議とのパイプがないから。 

 自分の都合の良いことだけで、具体的な政策を言わない。 

 魅力的な市議がいない。 

中身が見えない わかりにくい。(3) 

 難しい言葉ばかり並んでいる気がする。 

 難しい。 

 何をしているのかもわからない。 

余裕がない 時間がない。(4) 

その他 引越してきて間もないから。 

 全部任せて良いと思っており、市長に信頼がある。 

 理由なし。 
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問 43-2 問 43 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。 
（○はひとつ） 

 「4 その他」（43 件）の回答内容 

（具体的に 42 名が記入 42 件の意見） 

要望が 意見を言っても反映されないから。(9) 

伝わらない 議会側に反映させる意思がない。 

 結局数の論理。いいことがいいこととして通らない。 

 市議に話を通しても役所が取り上げない。 

 選挙の時だけでなく、普段から市民の声を聞くべき。 

中身が見えない 市会議員、市議会が何をしているのかわからない。(2) 

 どのような要望があってどの程度反映されているかわからない。 

 市民の声が反映されたことを市議会だより等で大きく記載すべき。 

政策がよくない ゴミ収集がゴミステーション化する方向にどんどん進んでいる。 

 具体的に進んでいることが少ない。 

 市議会議員の会派が強いので答申しない。 

 市立病院の跡地に学校は要らない。今ある学校を活用すれば良い。 

 船場の新駅名が長過ぎる。 

 府も市も維新の会に牛耳られすぎ！！ 

信頼できない 議員に期待していない。(3) 

 権力とお金に左右される政治の集まり。 

 聞かれたことがないから。 

その他 よくわからない。(7) 

 要望・意見がないから。(3) 

 関心がない。(2) 

 よくわからないがそう思う。 

 市議会議員の名前を知らない。 
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問 50 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」（8 件）の回答内容 

（具体的に 8 名が記入 8 件の意見） 

公営の住宅 市営住宅(3) 

 府営住宅(2) 

寮・社宅 学校の寮 

 店舗付（事務所）住宅（社宅） 

その他 間借り 

 
 


