
資料 ５

交通行動実態調査について

１．調査の概要１．調査の概要

交交
通
行 ● 町民移動実態調査行
動
実

● 町民移動実態調査

統計データや既存調査データだけでは把握できない福崎町の
詳細な交通現状を把握するためのアンケ ト

態
調
査

詳細な交通現状を把握するためのアンケート

査
に
つ
い

● 福崎駅利用実態調査

福崎町の玄関口であるとともに、公共交通の中心である福崎
い
て

福崎町の玄関口であるとともに、公共交通の中心である福崎
駅の詳細な利用状況を把握するための乗降者数カウントと、
駅利用者ヒアリング
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２．町民移動実態調査の内容２．町民移動実態調査の内容

交交
通
行

調査対象：福崎町民の中学生以上

調査方法：自治会を通じてアンケート調査票を全戸配布・回収行
動
実

調 査 日：平成22年9月16日（木）配布

平成22年9月30日（木）回収予定（回答期限）

態
調
査

平成22年9月30日（木）回収予定（回答期限）

調査項目：調査票（P.4，P.5）参照
・世帯のクルマの保有状況査

に
つ
い

世帯のクルマの保有状況

・個人属性（性・年齢・職業・免許の有無など）

・日頃よく行く場所及びその移動について（２つ）

目的 日頃よく行く場所 主な交通手段 頻度 時間帯い
て

目的、日頃よく行く場所、主な交通手段、頻度、時間帯、

移動するときの問題点

・サルビア号利用の有無

・移動手段確保についての考え方

・福崎駅周辺整備について

・自由意見
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自由意見

３．福崎駅利用実態調査３．福崎駅利用実態調査

交交
通
行

調査対象：福崎駅利用者

調査方法：福崎駅利用者を乗降別にカウントするとともに、改札から出行
動
実

てきた利用者に調査員がヒアリングを行う

調 査 日：平成22年10月上旬の１日
（ 学が ）態

調
査

（9月26日まで近畿医療福祉大学が夏休み）

調査項目：調査票（P.6）参照
移動目的（通勤 通学 通院 買い物など）査

に
つ
い

・移動目的（通勤、通学、通院、買い物など）

・出発地、目的地

・福崎駅端末交通手段（駅までや駅からの利用交通手段）

い
て

・福崎駅の利用に当たっての問題点

・雨天時の駅端末交通手段

・利用時間帯利用時間帯

・福崎駅周辺整備について

・個人属性（性・年齢・職業・住所・免許及び車保有の有無）
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福福崎崎駅駅利利用用者者アアンンケケーートト調調査査((案案)) 

調査へのご協力ありがとうございました。 

 

 

問1 どのような目的で移動されてますか。（１つに○） 

【注意：帰宅中の方は行きの目的をお答えください。】 

1. 通勤・通学   2. 買い物   3.通院   4.習い事   5. 娯楽   6. 食事   7. 訪問    

8. 寄り合い   9. 業務（営業、打合せなど）   10. その他（                   ） 

 

問2 どこから出発されましたか。 

【注意：帰宅中の方は行っていた先をお答えください。】 

1. 自宅   2. 勤務先・通学先   3. その他 

 所在地：      市      町      （字・丁目） 施設名：                     

 

問3 どこに行かれますか。 

【注意：帰宅中の方は自宅をお答えください。】 

1. 自宅   2. 勤務先・通学先   3. その他 

 所在地：      市      町      （字・丁目） 施設名：                     

 

問4 福崎駅を降りてからは何を利用されますか。（利用するものすべてに○） 

1. 徒歩   2. 自転車   3. バイク   4. クルマ（送迎してもらう）   5. クルマ（自分で運転） 

. 路線バス   7. サルビア号（町内巡回バス）   8. 送迎バス   9. タクシー 

 

問5 福崎駅から問4 の交通手段を利用する理由はなぜですか。（いくつでも○） 

1. 他の交通手段に比べて早く到着できるから    2. 時間にあわせて移動できるから 

3. 直接、目的地まで行けるから          4. バスは不便だから 

5. バス・タクシーは料金がかかるから          6. 他に利用できる交通手段がないから 

7. 近いから     8. 健康に良いから     9. 駐車料金がかかるから 

10. 荷物があるから               11. 同乗者がいるから 

12. 歩きづらいから                 13. その他（                    ） 

 

問6 福崎駅から問4 の交通手段を利用する際に、問題点はありますか。（いくつでも○） 

問題なし 1. 特に問題はない 

バスに関する事 

2. バス停が遠い → せめて約（    ）ｍくらいの所にほしい 

3. バス停の場所が分からない、分かりづらい 

4. 朝・晩など乗りたい時にバスがない 

5. 駅に直接来るバス系統がない（乗り継ぎが必要）   

6. 時間がかかる  7. 遠まわりになる  8. バスの運行本数が少ない   

9. 時間通りにバスが来ない・着かない  10. 運賃が高い 

11. 車内が不快   12. その他（                    ） 

自動車に関する事 

13. 送迎してもらうのは何かと大変（時間を合せなければいけない、気を遣うなど） 

14. 道路が混雑している   15. 駐車場が狭い又はない 

16. その他（                      ） 

自転車・バイクに関する事 
17. 駐輪場スペースが狭い又はない 

18. その他（                      ） 

道路整備に関する事 
19. 歩道が狭い又はない   20. 車道が狭い   

21. その他（                      ） 

 
 
問7 雨の日は、福崎駅を降りてからは何を利用されてますか。（いくつでも○） 

  問4 と同じ 

1. 徒歩   2. 自転車   3. バイク   4. クルマ（送迎してもらう）   5. クルマ（自分で運転） 

6. 路線バス   7. サルビア号（町内巡回バス）   8. 送迎バス   9. タクシー 

 
問8 福崎駅から乗る（帰り又は行き）のは、何時頃ですか。 

午前・午後 （    ）時頃に福崎駅から乗車 

 帰り（又は行き）は福崎駅を利用しない 

 
問9 福崎駅はどの程度、利用されますか。（１つに○） 

1. ほぼ毎日利用する     2. 週に数回利用する     3. 週に1 回程度利用する 

4. 月に数回程度利用する   5. 毎月1 回程度利用する   6. ほとんど利用しない 

7. はじめて利用する     8. その他（                      ） 

 
問10 福崎駅を利用しやすくするために最も重要だと思うことはどれですか。 

  （重要と思われる順に3 つまで番号をお書きください。） 

 

1. 駅前広場を広くする    2. バリアフリー化を推進する（段差の解消、エレベーター設置など） 

3. 駅まで行くバスを便利にする   4. 駐車場を増やす   5. 駐輪場を増やす   6. 道路を整備する 

7. 買い物や休憩できる店を増やす   8. 自動改札や交通IC カードを導入する 9. 福崎駅周辺は今のままでいい 

10. その他（             ） 

 

■ あなた自身のことについてお答えください 

性 別 1. 男性    2. 女性 

年 齢 
1. 10 代   2. 20 代   3. 30 代   4. 40 代   5. 50 代 

6. 60 代   7. 70 代   8. 80 歳以上 

職 業 
1. 就業者       2. 主婦（主夫）       3. 学生 

4. 無職        5. その他 

自動車運転免許 1. 持っている     2. 持っていない 

世帯での車の保有 

1. 自分で自由に利用できる車がある 

2. 家族共同で利用できる車がある 

3. 世帯に車はない 

 
（自由意見欄） 

調査時刻：   時台 

調 査 員：     

1 位：   番 2位：   番 3位：   番 
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