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コミュニティバスの利用に関するアンケート調査 

 

問１ あなたは、普段の生活の中で、南生駒駅（近鉄に乗る場合を含む）や南生駒駅周辺に「どのよう

な目的」で「どのくらいの頻度」で行きますか。 

a)～f)のそれぞれについて、あてはまる番号に○をつけて下さい。（○は一つずつ） 

a)通勤 ······ 1. 週４日以上 2. 週２～３日 3. 週１日 4. ２週に１日 5. 月に１日 6. それ以下 7. 全くない 

b)通学 ······ 1. 週４日以上 2. 週２～３日 3. 週１日 4. ２週に１日 5. 月に１日 6. それ以下 7. 全くない 

c)買い物 ···· 1. 週４日以上 2. 週２～３日 3. 週１日 4. ２週に１日 5. 月に１日 6. それ以下 7. 全くない 

d)受診や投薬のための定期的な通院（突然の病気やけがは除く） 

 ············ 1. 週４日以上 2. 週２～３日 3. 週１日 4. ２週に１日 5. 月に１日 6. それ以下 7. 全くない 

e)業務 ······ 1. 週４日以上 2. 週２～３日 3. 週１日 4. ２週に１日 5. 月に１日 6. それ以下 7. 全くない 

f)その他の私用（社交、友人の訪問、趣味・娯楽、運動、習い事、役場や金融機関等への用事など） 

 ············ 1. 週４日以上 2. 週２～３日 3. 週１日 4. ２週に１日 5. 月に１日 6. それ以下 7. 全くない 

問２ コミュニティバス「たけまる号西畑線・萩原線」を利用しましたか。（○は一つだけ） 

1. 自分自身が利用した   2. 家族が利用した  3. まだ誰も利用していない 

問３ 問２で「1.自分自身が利用した」または「2.家族が利用した」に○をつけた方にお尋ねします。 

(1) たけまる号西畑線・萩原線はどのくらいの頻度で利用していますか。（○は一つだけ） 

1. ほぼ毎日 2. 週に２～３日 3. 週に１日 4. ２週に１日 5. 月に１日 6. それ以下 

(2) 主な利用区間はどこからどこまでですか。 （       バス停）～（        バス停） 

問４ 現在、あなたは南生駒駅や南生駒駅周辺に行くとき、どのような交通手段を利用していますか。

最もよく利用する交通手段１つに○をつけて下さい。 

1. たけまる号  2. 自家用車を自分で運転  3. 自家用車で送迎してもらう  4. タクシー 

5. 原付・バイク  6. 自転車  7. 徒歩  8. 外出できない  9. その他（        ） 

問５ たけまる号が運行される前（昨年 10 月以前）、あなたは南生駒駅や南生駒駅周辺に行くとき、

どのような交通手段を利用していましたか。最もよく利用していた交通手段１つに○をつけて下さい。 

1. 自家用車を自分で運転  2. 自家用車で送迎してもらう  3. タクシー  4. 原付・バイク 

5. 自転車  6. 徒歩  7. 外出できなかった  8. その他（        ） 

問６ たけまる号が運行されるようになって、外出に関し何か変化はありましたか。（○はいくつでも） 

1. 以前は外出ができなかった・難しかったのに、今は容易に外出できるようになった。 

2. 以前は通院や買い物など、必要最小限の外出しかできなかったのに、今は社交や娯楽、趣味などの

外出もできるようになった。 

3. 同行する人の都合を気にすることなく、自分が行きたい時間に外出できるようになった。 

4. 同行する人の都合を気にすることなく、自分が行きたい場所に行けるようになった。 

5. 同行する人などに気遣いせず、気楽に外出できるようになった。 

6. 南生駒駅から電車に乗って、遠出をしやすくなった。 

7. 特に変化はない 

8. その他（                                 ） 
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問７ 問６でお答えいただいた変化の理由は何ですか。（○はいくつでも） 

1. 長い距離を歩かなくてよくなったから 

2. 坂道を歩く距離が短くなったから・坂道を歩かなくてよくなったから 

3. タクシーより安価に外出できるようになったから 

4. 他の人に自家用車での送迎を頼まなくてもよくなったから 

5. 以前は徒歩でしか外出できなかったが、コミュニティバスを使えるようになったから 

6. 付添いや介助者がいなくても、一人で外出できるようになったから 

7. その他（                             ） 

問８ たけまる号が運行されるようになって、外出回数は増えましたか。 

1. 増えた  2. 増えていない 3. わからない 

問９ 問２で「3.まだ誰も利用していない」に○をつけた方にお尋ねします。たけまる号西畑線・萩原

線を利用されない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

1. 他に利用できる交通手段があるから  2. 目的地まで歩いて行くことができるから 

3. バスはお金がかかるから  4. バスだと時間がかかるから  5. バスの便数が少ないから 

6. 使いたい時間にバスがないから 7. バス停まで遠いから 8. バス停までが坂道で歩けないから 

9. 他の場所で用事を済ませられるから   10. 自分が外出しなくても家族が行ってくれるから 

11. 体の具合などの事情で外出できないから  12. その他（                ） 

問 10 皆さんお答え下さい。たけまる号西畑線・萩原線の運行内容について、どのように考えておら

れますか。なお、使い勝手を良くするには利用者の負担（支払う運賃）も高くなること、逆に、使い

勝手が劣ってもよければ利用者の負担は安くなることをご承知の上、お答え下さい。 

(1) 便数は適切だと思いますか。適切でないと思う方は、どのくらいが適切ですか。（○は一つだけ） 

1. 適切 2. 多い→（   ）分間隔でも良い 3. 少ない→（   ）分間隔が適切 4. わからない 

(2) 運行の時間帯は適切ですか。適切でないと思う方は、具体的に示して下さい。（○はいくつでも） 

1. 適切  2. もっと早い時間帯から運行すべきである → 午前（   ）時（   ）分頃から 

3. もっと遅い時間帯まで運行すべきである → 午後（   ）時（   ）分頃まで  4. わからない 

(3) バス停の配置は適切ですか。適切でないと思う方は、どこにバス停があれば良いですか。（○は一つだけ） 

1. 適切  2.（具体的な地名          ）付近にあればよい  3. よくわからない 

(4) (1)～(3)でお答えいただいた通りに運行されれば、いつもご利用になる区間で、運賃をいくらまで

支払っても良いと思いますか。（○は一つだけ） 

1. １回の乗車に対し（      ）円支払っても良い  2. わからない 

問 11 たけまる号西畑線・萩原線の運行について改善が必要と思うことがあれば、自由に記入して下さい。 
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問 12 最後にご自身のことについてお尋ねします。 

(1) 自動車の運転免許は持っていますか。 1. 持っている 2. 原付・二輪のみ 3. 持っていない 

(2) おうちに自動車はありますか。 1. ある（    ）台 2. ない 

(3) 気軽に送迎を頼める人はいますか。 1. 家族にいる 2. 近所の人にいる 3. いない 

(4) あなたは体に負担を感じることなく、外出することができますか。（最も近いもの一つに○） 

1. 体に負担を感じることなく、自分自身で無理なく外出できる。 

2. 体はつらいが、何とか自分一人で外出できる。 

3. 自分一人で外出するのは難しいが、他の人の介助があれば外出できる。 

4. 外出するのは難しい。 

(5) 性別は？  1. 男性 2. 女性 

(6) 年齢は？ （    ）歳 または 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 歳以上 

(7) ご住所は？ 1. 西畑町 2. 鬼取町 3. 小倉寺町 4. 大門町 5. 藤尾町 6. 青山台 7. 萩原町 

       8. その他（         ） 

ご協力ありがとうございました 


