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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」（192件）の回答内容
（具体的に 175名が記入 192件の意見）

住みやすい 住みやすい。(5)
住みにくいとは思わない。(3)
全て満足している。(2)

道路・交通 道幅が狭い。(9)
道路の渋滞。(9)
電車やバスの便がなくなった、少ない。(7)
車がないと行動できない。(7)
歩道が整備されていないところがあり歩きにくい。(6)
坂道が多い。(3)
ゆずるバスの本数が少ない。(3)
自転車運転のマナーが守られていない。(2)
交通の便などの地域差が激しい。

坂が多く、バス停を多く作ってほしい。

坂道をバスがスピードを出して運転していてあぶない。

171号線で夜に暴走するバイクがいる。
車やバイクの交通量が多く、家にいて音が気になる。

市役所へのアクセスが悪い。

大型車が何台も出入りして大変危険。歩道まではみ出して駐車しているこ

とが多い。営業場所の移転勧告をしてほしい。

交通の便などの地域差が激しい。

税金・利用料金 物価が高い。(4)
税金が高い。(3)
箕面グリーンロードの料金が高い。(3)
保険料が高い。

水道料金が高い。

駐車場代がかかる。（図書館、支援センター）

利便施設等 スーパー、買い物施設が少ない。(9)
公園の設備が老朽化している。(5)
市営の温水プールがない。(4)
駅まわりに公共施設が少ない。(4)
飲食店が増えてほしい。(3)
近くに郵便局（ポスト）がほしい。(3)
箕面市立病院が良い病院だと思えない。(3)
近所にウォーキング、ランニングしやすいコースがない。(2)
本屋が少ない。(2)
箕面市立病院が船場に移転すると聞いて不安。(2)
税務署、年金事務所、保健所がない。(2)
美術館、画廊（ギャラリー）がない。

conservatory（温室）、zoo、animal land、butterfly houseなどがあれば。
バリアフリーの整った病院が少ない。
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子育て支援は悪くはないが、産める病院が少ないのが残念。

ドッグランがほしい。

都市計画・まち

づくり
箕面駅周辺の再開発がおくれている。(2)
Expo90みのお記念の森が他市よりかなり劣る。
建築基準が厳しい。（緑化など）

市の中心部が充実していて、端はおいてきぼり感が強い。

おしゃれ、高級感がほしい。

働く場所が少ない（求人が少ない）。

箕面市の西に住んでいる。箕面市民の良いことがない。

若い人が魅力を感じて住みたく思う町か。

パチンコ店が必要ない。

住民のマナー 道端や溝に捨てられているゴミが多くなった。

ペットを飼っている飼い主のマナーが悪すぎる。

一旦停止を守らない車が多すぎる。

近所に騒音のうるさい家あり。ペットショップの近所で迷惑している。工

事もうるさい。挨拶もなく辛い。

防犯・防災 街灯が少ない。(3)
空き家が多く治安が心配。

緊急時の避難場所が遠すぎる。

住宅が増えたので視界が狭くなった気がする。

自然環境 箕面大滝、トンネルなど、自然が壊されている。（ポンプで水を上げてい

る）

福祉の取り組み 高齢者への支援が少ない気がする。(2)
保育園が少ない。待機児童がいるため、預けれる人数を増やしてほしい。

(2)
介護認定が他市より厳しく必要なサービスが自費となり高額になる。

市内に医療的ケアを必要とする障害者が利用できるショートステイがな

い。

母子、父子家庭に優しくない。過去にあった水道代半額はすごく助かった

のに。

老人福祉施設が少ない。

地域の課題 自治会等に加入しても年齢が老いているのでなかなか役等ができない。自

治会の人は減少している。(2)
アットホーム感がない。地域コミュニティが淋しいように感じる。(2)
他市から引っ越してこられた新住民と旧住民との交流が少なく、箕面市民

としての一体感がない。

近くに大学ができて活気はあるが、人の出入りが多い。

広場・公園でのボール遊び禁止が多く、子どもが外で遊べる場所に制限が

多い。地域住民の理解が低い。

ゴミの回収 ごみ袋代が高すぎる。(2)
ダンボールを捨てる日が月に 1度（子ども会）しかない。別で月に 1度、
公園に持って行けば捨ててくれるが、行くのが面倒。

資源ゴミの出し方、缶ビンの篭だし等。

不燃ゴミが有料。
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その他 特になし。(20)
子ども達の立場に立った教育がなされていない。(2)
今は元気だから不自由は感じていない。

人口は今くらいでよい。

高齢になったら住めないのではないか不安。

おばちゃん達が監視しているようだ。

コロナワクチンの対応が悪い、遅い。

学校給食のアレルギー対策がいきすぎ。パンや麺がないのは食育にならな

い。

小学校から中学校への学区編成が悪い。小学校までの通学が遠すぎる。

医療機関のランキングがほしい。



4

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」（16件）の回答内容
（具体的に 16名が記入 16件の意見）

自然との調和 町並みが綺麗な所もあると思うが、私が住んでいる所は綺麗ではな

い。

小野原の歩道や彩都の完成された景観が好き。

自然がたくさんある。

山を背景とした天然の自然と、動植物の豊かさ。

利便性 桜井地区はスーパー、銀行、病院他老人には非常に便利である。

小野原地区は医療施設や買物等も便利で大変住みやすい。箕面市全

体となるとそこまでは言えない。粟生地区は少し淋しくなってき

た。

大阪市内まで行きやすい上に自然がたくさんある。

市民サービス 行政の対応が早い。

その他 地域の活動の充実。

internationalであること。
駐車場が無料のところが多い。

お金持ち。

お互いにあまり干渉せず自由。

公園にトイレがある。

住んでいる方々が町を大切にし、民度の高い所が多いところ。

全く無し。
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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」（15件）の回答内容
（具体的に 15名が記入 15件の意見）

引っ越したい 現在坂の多い地域に住んでいるので平坦な所に引っ越したい。（箕面市内

に限らない）

世帯主が死んだら引越したい。

高齢になればもっと利便性の良い所に転居。

引っ越しが決ま

っている
2年後に長野県に移住する予定。
いずれ生家に帰る。

条件次第 住み続けたいが、高齢所帯なので住み替えも有。

このまま緑地帯が整備されないのであれば引っ越しを検討したい。

高齢の一人住いには病院や医療施設の送迎バスが必要になるので住みに

くくなる。

都会化に力をいれなければ、住み続けたい。

年を重ね、車の運転ができなくなった時考えたい。

その他 住まざるを得ない。

あと 5年くらいは住む。
坂が非常に多い。坂下の住宅は大雨の場合、水害の心配がある。

171に次ぐ小野原線交通量多し。
留学したい。
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問６ あなたは箕面市が子育てしやすいまちだと思いますか。（〇はひとつ）

「1 思う」（119件）の回答内容
（具体的に 96名が記入 119件の意見）

医療費助成 子どもの医療費助成が充実している。(43)
安全環境 治安の良さ。(5)

安全パトロール。(2)
防犯カメラの設置。(3)
スクールゾーン、ガードレールが整備されている。(2)
登下校時の見守り活動。

環境 子育て環境が充実。(6)
自然が多い。(3)

子育てサービス 施設（サークルサロンなど）やサービスが充実している。(4)
保育サービス。(5)
比較的保育園に入りやすい。(3)
私立幼稚園の補助。

支援金が 18歳まである。
学校教育の充実 学校教育が充実している。(7)

小学校での支援体制。(3)
放課後児童対策 放課後児童対策。(7)
子育て相談 子育ての相談がしやすい。

公園、遊び場 子どもの遊び場の整備がされている。(6)
学校給食・食育 学校給食の充実。(6)

食育。

その他 市が積極的に取り組んでいる印象。

箕面に住んで 20年近くになるが、満足している。
他市の状況を知らないが、幼児が多いように思う。

例のすべてが良いと思っている。

S56年に箕面市に引越して来たが非常に進化した。
わざわざ子育ての為に引越しされた方がいる。

教育や子育てに関心のある人が多い。

子どもが箕面に住みだした時は大学だったのでよくわからない。

近所の家庭では、子どもは３人が普通になっている。

「4 思わない」（41件）の回答内容
（具体的に 30名が記入 41件の意見）

保育サービス 保育園不足。待機児童が多い。(5)
公立保育園や公立幼稚園の民営化。(2)
保育サービスが悪い。(2)
保育士が少ない。

保育園・幼稚園の選択肢が少なすぎる。

預かり保育がすぐいっぱいになり、予約をとりにくい。

兄弟が別々の保育園になり、非常に困っている。

民営化により、ベテラン保育士さんが減ってしまった。
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放課後児童対策 放課後児童対策。

学童保育人数に対して指導員の数が少ない。

学童預かりの時間が短い。

学校教育 教員の質。

教育委員会の対応の悪さ。

子どもがテストに追われている。

問題を抱えている子に対して教員の仕事が多い。事務的な仕事のサポート

があってもよいと思う。

公園、遊び場 公園の整備がされていない。(2)
公園の整備は子ども向けではない。

子どもの遊び場がない、少ない。

スケートボードやサッカーができる場所が減っている。

公園でボールあそびできる所が少なすぎる。

幼児が遊べる屋内施設が少ない。

プールがない。

公園が全く面白くないので子供たちの体の発達によくない。

安全対策 危ない道が多い。

通学路街灯不備。（船場地区）

その他 他の市より全ての子育て支援が不十分すぎる。

おむつを無償化してあげて欲しい。

もっと子供は社会が育てる（公的支援）意識が必要。

巻き込まれたくない場合どうするか。

医療費がタダでない。

モンスター気のある親が多い。

前市長（倉田さん）の時の方が子育てしやすさは実感できた。

学校教育が教員の頭ごしに市長が思いつきで介入。公立幼稚園廃止、公立

保育所をすべて民営化。

息子がいじめによる不登校で転校を希望したが、１年以上叶わない手続き

に驚いた。



8

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」（70件）の回答内容
（具体的に 66名が記入 70件の意見）

スポーツ関係 筋トレ（腕立て伏せ、腹筋、スクワット）(10)
体操・健康体操(7)
学校の体育、部活、大学のサークル(4)
YouTubeやゲームソフトの筋トレ(3)
ラウンドダンス、フォークダンス(2)
クラシックバレエ(2)
サーフィン(2)
キックボクシング

介護保険関係のスポーツクラブ

スポーツ吹矢

グラウンドゴルフ

足裏健康法

乗馬

ボウリング

フラダンス

ペタンク

アメリカンフットボール

ダンス系フィットネス

チアリーディング

太極拳

笑いヨガ

日本舞踊

タップダンス

なわとび

家の中で自転車をこぐ

アウトドア・登山など ハイキング、山歩き(3)
登山(2)

介護・ケアなど リハビリ(3)
デイサービス

運動療法

その他 農作業・畑仕事・庭いじり(7)
地域の清掃活動(2)
遠くの友人と会う

電車、バスでの外出

ゴスペル
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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）

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）

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

コロナの影響 コロナでスポーツジムに行けなくなった。(5)
健康上の理由 己から体を動かすことができない。

施設へ入居しているから。

長く歩くと足がつる。

日常的に体を動かし

ている

庭に花々を植えたり、植木の整理をして体を動かしている。

場所・施設がない ジム等に通いたいが、近くに施設がない。

運動できる施設(公共)が少ない。
素敵なウォーキングコースがない。

その他 春、秋は少しやっている。

運動が苦手だから。

受験勉強中だから。

運動より、優先してしまう好きな事がある。

毎週テニスをしていたが、十月からクルマがなくなり行けなくなっ

た。

なかなか機会がない。やる気になるチャンスが欲しい。

出来るだけ早く運動を再開したい。

過去に他市の中学校に通っていた頃の運動部のクラブ活動でのイジ

メや事故があったから。

あまり効果がないから。

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

時間 時間的に余裕ができれば。(10)
受験が終れば。

仕事をやめてから。

体調次第 病気が治ったら。

体が不自由でなければ運動したい。

腰痛がなければ。

子ども 子どもを預けられたり、一緒に参加できるなら。(3)
やる気 心にゆとりが出来た時、精神的に安定した時。(2)

必要に駆られたら。

自分のタイミングと意思が大きい

興味ある習い事ができたら。

コロナ コロナが終息したら。(2)
場所 プールを低料金で利用したい。

その他 経済的に恵まれたら

体を動かすのを手伝ってもらえたら



10

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）

家の中のそうじや庭の整理で充分体を動かしている

無料

「22 昔やっていたスポーツなど」（11件）の回答内容
（具体的に 11名が記入 11件の意見）

球技 テニス(5)
バレーボール

バスケット

その他 水泳

陸上競技

ローラースケート

スキー

「24 その他」（5件）の回答内容
（具体的に 5名が記入 5件の意見）

球技 ボウリング

その他 ボクササイズ

雪遊び

アスレチック

アイススケート
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問 17 市では、障害のあるかたがこれからも住み慣れた箕面市で安心して生活できる

よう、相談支援や緊急時のショートステイなどの機能の充実、グループホーム等によ

る居住の支援など、地域での包括的な支援体制の構築をめざしています。このことに

ついて、どのように思いますか。（〇はひとつ）

問 17-2 問 17で「１ 大事であり、協力したいと思う」と答えたかたにお聞きします。

グループホームなど地域で生活する障害のあるかたが地域の一員として安心して暮ら

すために、あなたができることは何ですか。（○は２つまで）

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

その他 大事なことと思う反面、関係する余裕がない。(3)
大事であると思うが、高齢のため協力できない。(2)
体調に自信なく協力したいが難しい。

大事なことだと思う。

大事であると思うが、無関心ではない。

大切であると思うが内容を教えてほしい。

大事ではあるが、若い職員さんの時間は貴重なので、人選には気をつける

べきだと思う。

自身が障害者である。

大切とは思うがよくわからない。

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

その他 高齢のため協力できない。(5)
自分が協力することは時間的にむずかしい。(4)
自分にもハンディーがあるため気持ちはあるが、行動できない。

施設職員の数が少なすぎると思う。生活をする上でたくさんの経験をして

もらいたいので、利用者にもっと寄り添ってもらえるくらいの人を雇って

ほしい。

医師であるので、その方面から健康管理など。

縫物などを一緒にする。ものづくり。

障害者だからときめないで、他人に対するおもいやり、手助け。

自由。
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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。（○はひとつ）

「7 その他」（7件）の回答内容
（具体的に 7名が記入 7件の意見）

乱用が気になる 多様性に富んでいるこの時代にふさわしい言葉と思えない。

ダブルスタンダードの「人権」を主張することはよくない。

都合によって使われる言葉。

矛盾している事が多々あり過ぎると思う。

必要以上な人権の主張は不快に感じるが、迫害も不快。

難しい問題 人権に含まれる意味が多く、範囲が分からない。

その他 設問がわかりにくい。
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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。（○はいくつでも）

「7 その他」（43件）の回答内容
（具体的に 43名が記入 43件の意見）

基本的人権 問題を相談でき、具体的に解決に向かえる受入れ体制が重要。

DVを受けている人に関すること。
すべてにおいて。

家庭内暴力や DV、デート DV等について。
自由。

根本的な男性差別意識の欠落を設問から感じる。

被害者、加害者の人権。

犯罪被害者のメンタルケア。

学歴、地位、貧富などの差がない平等の社会。

労働者の人権 犯罪履歴者の就労、反社会性人格者の就労。

働いている人（主婦業含む）が地域の生活を支えていることを大切に

すること。

容姿や性格による差別のないその人にあった働き方。

障害者の人権 精神障害者への人権に関すること。

性的少数者の人権 LGBTQについて。
その他 わからない・特になし。(15)

学びたくない・学びたいと思わない。(4)
年齢的に無理だと思う。

関心があまりない。

建前の話でしかない。

自分で学ぶ。

自分自身の事で人権啓発運動をしているので学ぶ時間はない。

生活するのに精一杯で学ぶ余裕はない。

高齢のため行動ができない。

1～6のような代表的でないものが見過ごされがち。
分野を分けること自体がおかしい。

メディアなど多方面で学習できている。
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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）

「⑨ その他 - 【1 いつもする】」（50件）の回答内容
（具体的に 49名が記入 50件の意見）

リサイクル 古紙、ダンボール、古着等は資源ごみに出す。(6)
リサイクルショップ。(5)
牛乳パック、缶、トレー等を再生資源に出す。(5)

減量化 無駄な買い物をしない。(5)
分別を確実にする。(4)
捨てるものは細かくまとめる。(3)
減量に努める。(3)
保冷剤を買い物に持参する。

無料の品物など生活に不必要な物をもらわない。

有効活用 生ごみは乾燥して出す。物によっては庭に埋める。

コンビニ等で弁当を買わないようにする。

クリーンセンターに持ち込む。

生ごみを出さない、生ごみの肥料化。(2)
洋服を会社内のリサイクル BOXへ出す。
食べ物を残さない、捨てない。

植樹アプリを使う。

使いきってから捨てる。

子どもの衣類は年下に譲る。

再利用 衣類等再利用できる物は施設に出す。(2)
裏紙をメモ帳にする。化粧箱を収納に使う。

古着のリフォーム。

その他 省エネを徹底する。

固形せっけんで髪も体も洗う。

自然にやさしい洗剤を使う。

「⑨ その他 - 【2 ときどきする】」（21件）の回答内容
（具体的に 21名が記入 21件の意見）

リサイクル リサイクルショップ。(6）
古紙、ダンボール、古着等は資源ごみに出す。

牛乳パック、缶、トレー等を再生資源に出す。

減量化 無駄な買い物をしない。(4）
水筒を持ち歩く。

食品トレーを使用していない店で買い物をする。

捨てにくい物は買わない。

野菜くずを土に埋める。

有効活用 生ごみを出さない、生ごみの肥料化。(2)
食べられる食器の開発。

再利用 古着のリフォーム。

その他 勤務先に捨てる。
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問 30 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）

「9 その他」（7件）の回答内容
（具体的に 7名が記入 7件の意見）

その他 モノレール(3)
オレンジタクシー

送迎バス

ガラシア病院バス

訪問看護師さんの車
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問 31 市では、箕面船場阪大前駅（令和５年度開業予定）に隣接する船場地区に、複

合施設を整備しました。箕面市立船場図書館・船場生涯学習センターは５月１日に、

文化芸能劇場は８月１日にオープンしています。整備が進んだ現在の船場エリアに

対する感想をお聞かせください。（それぞれ○はひとつ）

「⑤ その他」（18件）の回答内容
（具体的に 18名が記入 18件の意見）

良くなった 施設・設備 図書館の整備。(2)
これから楽しみ。大いに利用したい。

建物が大きい。

整備・開発について 以前より良くなった。

変わらない 移動・交通の利便性 駅の早急な設置。

駐車場・駐輪場 バイクの駐輪代がかかる。

悪くなった 移動・交通の利便性 ゆずるバス路線の運行。(2)
遠い、行かない。

施設・設備 階段、エレベーターの整備。

周囲の景観 公園がなくなった。

駐車場・駐輪場 図書館利用に駐車料金がかかる。

道路・歩道の整備 歩道・道路が狭い。

わからない 施設設備 文化芸能劇場のみ。

整備・開発について 工事現場が多い。

行ったこと

がない

移動・交通の利便性 遠い、行かない。

周囲の景観 パチンコ屋がイメージを損なっている。
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問 36 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」（57件）の回答内容
（具体的に 51名が記入 57件の意見）

スポーツ関係 卓球(3)
体操教室(2)
テニス

ターゲットバードゴルフ

スポーツ吹矢

スポーツクラブ

アメフト

野球

バレーボールクラブ

ゴルフ同好会

音楽関係 コーラス(3)
三線サークル

歌の会

マンドリンクラブ

ダンス関係 フォークダンス(3)
おどろう会

フラダンス

ダンスクラブ

趣味・教養関係 絵画(3)
英会話、語学(3)
ヨガサークル(2)
健康麻雀クラブ(2)
着付の会

サキオリ

陶芸

囲碁

折り紙の会

詩吟

シニア塾

絵手紙の会

手話

手芸

アウトドア関係 歩こう会

旅行会

登山

その他 シルバーの会、シニアサロン(2)
みどりの家

おやじの会

まちかどデイハウス

ヘルスメイト

東生活学習センターユーラス
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グランソール

マンション自治会

「9 ボランティア・ＮＰＯ・社会貢献活動団体」（33件）の回答内容
（具体的に 27名が記入 33件の意見）

福祉・医療関係 身体障碍者福祉会

肢体不自由児者父母の会

病院のボランティア

日赤ボランティア

福祉会

地区福祉会役員

環境・生物関係 箕川・水とみどりの会

NPO森くらぶ
森林整備

環境・美化関係 箕面山のパトロール隊

さつき会清掃ボランティア

シンボルロードまちづくり協議会

公園そうじ

アドプト

ゴミ拾い

川掃除

教育関係 英会話

学校ボランティア

人と本を紡ぐ会

国際交流関係 大阪ラテンアメリカの会（CALO）
防災・防犯関係 一声訪問員

見守り隊

子ども関係 こども会

小中学校のプチサポ

ファミリー・サポート

ボーイスカウト

箕面リーダークラブ

社会貢献関連 シルバー人材センター

NPOナルクみのお
その他 ヘルスメイト

NPO法人ペイ・フォワード倶楽部
公民館受付係

MAFGA

「11 地域行事」（32件）の回答内容
（具体的に 27名が記入 32件の意見）

その他 清掃作業(6)
地域運動会(6)
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もちつき大会(3)
クリーン作戦(3）
いきいきサロン(2)
わかくさ会

ワークセンター納涼大会

子ども会によるイベント

もみじだよりに記載のイベント

かんたろうまつり

ハロウィン

福祉会ボランティア活動

草取り

三世代交流

地域連絡会等

寺、神社

マルシェ

「12 その他」（12件）の回答内容
（具体的に 11名が記入 12件の意見）

その他 PTA役員。(2)
１人で公園の掃除などしている。

一年一回そうじ。

クリーン作戦。

障害者の親の会。

食生活改善推進員講座。

統計調査。

マンション内一人暮らしの方々からのヘルプコール対応。

外国へ転勤の家族に近隣 20軒の家族運動会を開き、送別会を実施した。
ジムのトレーニングで交流。

みのおスマイルフェス。
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問 37-2 問 37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」（126件）の回答内容
（具体的に 107名が記入 126件の意見）

スポーツ関係 ヨガ(7)
体操・健康体操(4)
少年野球

ゴルフ

卓球

ボウリング

筋トレ

クラシックバレエ

太極拳

ハンギングバスケット

健康関係 食育、食育推進委員(2)

認知症予防活動

アウトドア関係 釣り(3)
ウォーキング(3)
登山(3)
航空愛好活動

ツーリング

ソロキャンプ

ドライブ

散歩会

旅行

園芸関係 畑づくり・家庭菜園(6)
ガーデニング(5)

趣味・教養・実用 パソコン、SNS、ゲーム(9)
料理・製菓(8)
放送大学、オンラインセミナー(5)
麻雀(4)
カメラ・写真(4)
読書(3)
日曜大工、DIY(2)
囲碁(2)
同人誌、本の出版(2)
フラワーアレンジメント、アクアリウム(2)
筆ペン・書道(2)
声優養成所

文章教室

鉄道模型

クラブ会員

バルンアート
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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）

カラオケ

竹細工

オカリナ

紙芝居

電子工作

天体観測

観覧・体験・交流 イベント参加(2)
映画

国際関係

ここサロン

観劇

スポーツ観戦

音楽鑑賞

阿波踊り

その他 教育分野、研究(6)
清掃活動(2)
シルバー人材センター

参加者のカラオケの手伝いや会話

景観環境保護

公共施設内喫茶の運営

図書リサイクル

資格取得の勉強

その他

「5 その他」（34件）の回答内容
（具体的に 32名が記入 34件の意見）

その他 体力をつける為。(3)
健康の為。(3)
職業。(3)
運動不足だったから。(2)
依頼されたから。(2)
もみじだよりに募集が載っていた。(2)
広告。(2)
ボケ防止。(2)
子供の頃から続けている。(2)
体重を減らすため。

スポーツクラブでチャレンジできたから。

高年齢の方が活動に参加出来るよう、病院のピアノのある部屋を借り

てコーラスをはじめた。

パソコンを利用している。

学力向上。

受験があるから。

大学院。
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ＰＴＡ活動。

友達作り。

友達同志事前に集まった会。（団地の集会所）

自分自身の名誉のために。正義感での行動。

自分がしたいから。

民生委員、児童委員を受けたと同時に。
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問 37-3 問 37で「３ やっていない」と答えたかたにお聞きします。

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）

「8 その他」（39件）の回答内容
（具体的に 38名が記入 39件の意見）

趣味を始め

る条件

子どもを預かってくれる 子どもを預かってくれるなら。(3)
場所 近くに総合的なスポーツクラブができれば。

麻雀が好きだがゆうゆうが遠くになってしまった。

リモート リモートでできれば。

病気の快復 病気がなおったら。

時間 時間がない。(2)
曜日、時間の都合次第。

収入が多く、休日が取れるようになれば。

その他 高齢の為 高齢の為。(10)
身体が不自由 身体が不自由なため。(4)
自分でできる 自分でやりたいことができている(3)
介護 介護中で時間・心の余裕がない。(2)
体調 体調が悪い。（2)
体力・気力 体力・気力がなくなった。(2)
その他 骨折が治らないから。

施設に入居している。

受験の為。

ピアノを習いたいが、ピアノがない。

以前は絵画をしていたが現在休み中。
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問 38-2 問 38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」（20件）の回答内容
（具体的に 17名が 20件を記入）

その他 保険に加入している。（5）
鉄骨住宅での建築。

太陽光発電パネル設置。

マンション常備品。

寝室に倒れる物はおかない。

家具は置いてない。

キャンプ道具がある。

バッテリー等のエネルギーの確保。

日用品、現金、食料品。

玄関のドア（内側）に地震時の対応をシールにして貼っている。（①ガス

の元栓を閉める ②ブレーカーを下げる ③玄関ドアを開く ④家人へ

の連絡方法など）

持ち出し袋の内容・食糧、飲料水の内容、保存期間。（ファイルにして家

族に説明し、固定電話のそばに立てている。）

風呂の水は夜間置いておく。

家族で予測される災害時の行動シミュレーションを話し合い訓練してい

る。

近所の独居老人の把握。

近所の高齢の方の救助の段取り。

黄色いハンカチは市販されていないので、箕面市民全世帯に配布して欲

しい。転入世帯にもプレゼントして欲しい。
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問 42 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）

問 42-2 問 42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）

「7 その他」（4件）の回答内容
（具体的に 4名が記入 4件の意見）

その他 入手していない。

情報が少ない。

議員の知人がいる。

議員の Facebook。

「7 その他」（31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 興味・関心がない。(11)
満足している 現状に不満がない。(2)

市議会を信頼している。

箕面市の方向性が見えればいいので。

期待できない 箕面市が良くなっていると思わないから。

議員から選挙演説を聞いてもなる程と思った事はない。

関心を持ったところで、自分らで話を進めて、市民の意思を聞かないから。

何もしてくれないから。

その他 高校生なので、あまりわからない。(2)
自分には難しい内容なのではと思い込んでいたため。

特に理由はない。

引越して間もないから。

行けないと思うが他人まかせ。

施設に入居しているから。

日本語がよくわからないから。

学校、クラブ活動で忙しい。

体調が良くなく、読む気力もない。

病気たまに。

認知症。
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問 44-2 問 44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）

問 51 あなたのお住まいについておたずねします。（〇はひとつ）

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

意識の問題 あまり関心がない。(2)
期待できない 変化した実感がない。

歩道の街路樹を剪定などが予算上途中で止めたり…。

施策に反映されていないように思うから。

箕面有料道路が無償化（または住民減額にならないから）。

選挙前のみ意見を出すが、あまり反映されず。

意見を伝えてもなかなか通らない。

実現性がないため（交通手段が悪い）。

市民の意見を聞いているだけで、反映する気持ちが見れない。

一部の人達の意見だけが市議会へ届けられていると思うから。

市長のちょうちん持ちの議員が多数を占めているから。

中身が見えない わからない。(3)
成功体験や事例等を紹介する機会があまりなく知らないことが多い。

周りに意見を言いに行く人がいないから、誰が意見しているのかすら分

かっていない。

その他 変える事の大変さがわかる。

大局観をもってやってもらえれば、目先の市民の声は聞かなくてよい。

議会の構成（特定の党が強すぎる）。

全部。

アンケートなどない。

「5 その他」（9件）の回答内容
（具体的に 9名が記入 9件の意見）

自宅 棟ちがい 2世帯
息子の持家に同居

月～土曜朝までグループホーム、週末：一戸建ての持ち家

施設 有料老人ホーム(2)
老人施設(2)
会社の寮

宗教施設
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問 52 あなたのお住まいの小学校区についておたずねします。地図の中にある校区名

の番号に○をつけてください。

「◆小学校区がわからない場合は、地区名をご記入ください。」（9件）の

回答内容

（具体的に 9名が記入 9件の意見）
その他 桜

粟生間谷西

粟生外院 6丁目
粟生

船場西

船場西

桜ヶ丘

船場西

半町


