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豊中駅周辺地区のまちづくりアンケート 
 
 
 
 
 
 
 
        

1. 豊中駅周辺 2. 豊中市内の他のエリア 3. 豊中市外 
 
 

 
 
 
 

    
   

1. ほぼ毎日 2. 週に数回程度 3. 月に数回程度 

4. 年に数回程度 5. はじめて   
            

1. 10 分以内 2. 10～30 分程度 3. 30 分～1 時間程度 

4. 1～3 時間程度 5. 3～5 時間程度 6. 5 時間以上 
                               

         

  

1. ショッピング・飲食 2. 病院・整骨院 

3. 金融・証券・不動産・保険 4. スクール・スポーツ・習い事 

5. 美容 6. 業務・仕事 

7. 通勤・通学 8. 鉄道・バス利用（乗換え） 

9. その他（具体的に：                      ） 

1. 公共交通の利用が便利である 2. 自動車での移動が便利である 

3. 歩きやすいまちである 4. 商業・業務が充実している 

5. 行政・福祉サービスが充実している 6. 訪れて楽しいまちである 

7. 目的地が近くにある 8. 通勤（通学）経路である 

9. その他（具体的に：                              ）

1. 公共交通の利用が不便である 2. 道路が渋滞している 

3. 歩行者にとって優しくない 4. 商業・業務が充実していない 

5. 行政・福祉サービスが充実していない 6. 駅から目的地の方向がわかりにくい 

7. 駅周辺に何があるのか知らない 8. まちの魅力がない 

9. 目的地があるから仕方なく来ている  

10. その他（具体的に：                              ）

本日の来訪についてお聞きします。 

問2 本日、豊中駅周辺を訪れた目的を教えてください。 

（あてはまるもの全てを選び、番号に○）

問4 本日の豊中駅周辺での滞在時間を教えてください。 （１つだけ選び、番号に○）

問3 豊中駅周辺の来訪頻度はどの程度ですか？     （１つだけ選び、番号に○）

問6 豊中駅周辺に来訪されて、不満と感じることについて教えてください。 

        （あてはまるもの全てを選び、番号に○）

現在の豊中駅周辺地区に対する満足度についてお聞きします。 

問１ 本日の最終目的地はどこですか？ 

 （１つだけ選び、番号に○）

問5 豊中駅周辺に来訪されて、満足されていることについて教えてください。 

        （あてはまるもの全てを選び、番号に○）
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1. また来訪したい 2. できれば来訪したくない 

3. 目的地があるため（通勤・通学経路であるため）来訪するのは仕方ない 

4. どちらでもない  

１. 安全に歩ける歩行空間 ２. 公園やオープンスペース 

3. 日用品や食料品などを身近に買うことができる店舗 

4. 衣服や家電、書籍等の趣味や生活雑貨を身近に買うことができる店舗 

5. 品揃えが多くなんでもそろう店舗 6. 家族で食事ができる飲食店 

7. 一人で食事ができる飲食店 8. くつろぐことができるカフェ・喫茶店 

9. 夜にお酒が楽しめる店舗  

10. 広域から多くの人が集まる大規模商業施設 

11. 娯楽や文化、余暇（レジャー）施設や娯楽施設 

12. 定期的に開催されるイベント 

13. 行政・福祉サービスの充実（具体的に（子育て支援施設、高齢者施設等）：            ）

14. その他（具体的に：                              ）

１. 趣味を楽しめる施設やサービス ２. 食を楽しめる飲食施設・サービス 

３. 買い物が楽しめる商業施設 ４. ここにしかない施設・サービス 

５. ゆっくりくつろぐことができるスペースや空間 

６. お店を快適に周遊できる歩行空間 ７. 一時保育など子連れでも安心できるサービス

８. 高齢者が集える空間 ９. その他（具体的に：          ）

1. 使い勝手が良い 2. バス停の位置がわかりにくい 

3. どのバスに乗って良いかわかりにくい 4. バス停での周辺案内がわかりにくい 

5. わからない・利用しない  

6. その他（具体的に：                               ）

問9 豊中駅周辺地区に何があれば、もっと滞在したいと思いますか？ 

（あてはまるもの全てを選び、番号に○）

問8 豊中駅周辺地区に何があればもっと魅力的なまちになると思いますか？ 

（あてはまるもの全てを選び、番号に○）

問7 あなたは豊中駅周辺に、また来訪したいと思いますか？ 

（１つだけ選び、番号に○）

豊中駅周辺地区のまちづくりについてお聞きします。 

問10 豊中駅バスターミナルの使い勝手について、どのように思いますか？ 

               （あてはまるもの全てを選び、番号に○）



3 

           
        

   

 

1. 男性 2. 女性 3. その他（回答したくない）
         

1. 24 歳以下 2. 25 歳～34 歳 3. 35 歳～44 歳 

4. 45 歳～54 歳 5. 55 歳～64 歳 6. 65 歳～69 歳 

7. 70 歳～74 歳 8. 75 歳以上   
   
     

1. 常勤で就労 2. 自営・自由業 3. パート・非常勤 4. 学生 

5. 家事専業 6. 無職 7. その他（具体的に：         ） 
    
    

1. 豊中市内 2. 豊中市外の大阪府域 3. 大阪府以外 
        

1. 単独 2. カップル・夫婦 3. 友人等グループ（  ）名

4. 家族連れ（  ）名  

 

 

 

回答期限：１２月９日（月） 

1. 豊中市内の（         ）駅周辺 

2. 
周辺自治体 

（❶伊丹市・❷川西市・❸池田市・❹箕面市・❺吹田市・❻その他（      市）

3. 大阪市内（❶梅田・❷難波・❸天王寺・❹その他） 

4. 大阪府以外（❶兵庫県・❷京都府・❸奈良県・❹滋賀県・❺その他（      県）

5. その他（具体的に：                              ）

最後までアンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。 

問15 どこから来られましたか？           （１つだけ選び、番号に○） 

問13 あなたの年齢は？               （１つだけ選び、番号に○） 

問16 本日の同行者は？     （１つだけ選び、番号に○。人数はご自身を含めて）

問12 あなたの性別は？               （１つだけ選び、番号に○） 

あなたご自身についてお聞きします。 

問14 あなたの職業は？               （１つだけ選び、番号に○） 

問11 あなたは普段（通勤・通学のぞく）、豊中駅周辺以外でどこに行くことが多いです

か？                      （１つだけ選び、番号に○）


