
 参考３ 









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 

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） 

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 



調調査査実実施施主主体体：：福福崎崎町町ままちちづづくくりり課課  

近近畿畿医医療療福福祉祉大大学学  
  

近近畿畿医医療療福福祉祉大大学学学学生生アアンンケケーートト調調査査 
 
福崎町では現在、福崎駅周辺の今後の整備方針を検討しています。このアンケート調査は、送迎バス利用者を対象として

福崎町と近畿医療福祉大学が協働して実施しているものであり、上記検討を行うに当たり、近畿医療福祉大学の学生の意見

も反映させていただきたいと考えています。調査の主旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますよう宜しくお

願い致します。バスを降りられる際に、前にある回収箱に回答いただいた調査票を入れてください。 
  
問1 このバスに乗るまでは何を利用しましたか？（利用したものすべてに○） 

1. 鉄道   2. 路線バス   3. タクシー   4. クルマ（送迎してもらう）   5. クルマ（自分で運転） 

6. バイク   7. 自転車   8. 徒歩   9. その他（        ） 

 

問2 雨の日は、このバスに乗るまでは何を利用されてますか？（問１と同じ場合はﾁｪｯｸ、違う場合は利用するものすべてに○） 

  問1と同じ 

1. 鉄道   2. 路線バス   3. タクシー   4. クルマ（送迎してもらう）   5. クルマ（自分で運転） 

6. バイク   7. 自転車   8. 徒歩   9. その他（        ） 

 
問3 家に帰るのは、何時頃が多いですか？ 

午前・午後 （    ）時頃に帰るときが多い 

 

問4 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. その他（                      ） 

 
問5 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（             ） 
 
 
問6 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. その他（     ） 

住 所 〒      -                市      町     （字・丁目） 

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 

 

問7 今は何時何分ですか？（バスが福崎駅の交通広場を出発した時刻でも結構です） 

午前・午後 （   ）時 （   ）分 
 
（自由意見欄） 

 

1位：   番 2位：   番 3位：   番

No.0001



調調査査実実施施主主体体：：福福崎崎町町ままちちづづくくりり課課  

兵兵庫庫県県立立福福崎崎高高等等学学校校  
  

福福崎崎高高校校学学生生アアンンケケーートト調調査査 
 
福崎町では現在、福崎駅周辺の今後の整備方針を検討しています。このアンケート調査は、福崎高校の学生を対象と

して福崎町と福崎高校が協働して実施しているものであり、上記検討を行うに当たり、福崎高校の学生の意見も反映さ

せていただきたいと考えています。調査の主旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますよう宜しくお願い

致します。 
 
問1 普段、学校まで何を利用して通学していますか？（利用するものすべてに○） 

1. 鉄道  2. バス  3. クルマ（送迎してもらう）  4. 自転車  5. 徒歩   6.その他（       ） 

 
問2 通学・帰宅時に問1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、学校まで来れるから           4. バスは不便だから 

5. バス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. その他（                  ） 

 
問3 問1の交通手段を利用して通学・帰宅する際に、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. 高校に直接来るバス系統がない（乗り継ぎが必要）   

6. バスは時間がかかる    7. バスは遠まわりになる 

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. バスの車内が不快 
道路に関する事 12. 歩道が狭い又はない 

その他 13. その他（                      ） 

問4 雨の日は、何を利用して通学していますか？（問１と同じ場合はチェック、違う場合は利用するものすべてに○） 

    問1と同じ 

1. 鉄道  2. バス  3. クルマ（送迎してもらう）  4. 自転車  5. 徒歩  6.その他（       ） 
 
問5 家に帰るのは、何時頃が多いですか？ 

午前・午後 （    ）時頃に帰るときが多い 
 
問6 福崎駅はどの程度、利用しますか？（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. その他（     ） 
 
問7 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（             ） 
 
問8 あなた自身のことについてお答えください 

   年    組 

性 別 1. 男性    2. 女性 

住 所 〒      -                市      町     （字・丁目） 

 
（自由意見欄） 

1位：   番 2位：   番 3位：   番


