
 ※左ページ下段からの続きです。

ここでは、日ごろ外出する時の状況についてお聞きします。

15分で行ける最寄りの駅・バス停はありますか？ 　1. ある　　2. ない

※1. と答えた方は、次の質問の「最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。」へ進む

最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。また、自宅からどれくらいの距離ですか？

　　　　　　　駅(自宅から約　　　　 ｍ)　　　　　　　  バス停(自宅から約　　　  ｍ)

④利用駅
・バス停

Ｑ1.個人属性

◇◆◇公共交通利用に関する意識調査◇◆◇

※Ｑ1～Ｑ7の当てはまると思う番号に　 を付けていただくか、　　　の中に回答をご記入ください。

はじめに、回答なさる方の性別や年齢などについてお聞きします。

②目的地

　　1. 普通自動車　　2. 自動二輪　　3. 原付

Ｑ2.日常の外出状況

(例)

　　1. 足腰が悪く段差がつらい　　2. 目が悪く表示が見えない　　3. 車イスを利用している

　　4. 何もない　　5. その他

＞＞＞右上のページへお進みください。＞＞＞

⑦運転免許をお持ちですか？　お持ちの免許すべてに○を付けてください。

⑧公共交通を利用する時に、身体的に不便なことはありますか？

④あなたの住んでいる場所は？　■お住まいになっている地名をご記入ください。 ※番地は必要ありません。

⑥あなたの普段の移動手段は？　普段の移動手段すべてに○を付けてください。

　　1. 歩きのみ　　　2. 自動車　　　3. バイク　　　4. 自転車　　　5. 電動カー　　　6. その他

⑥移動手段の
　自由度は？

⑤現在、お住まいの地域での公共サービス、医療・福祉サービスや買い物など生活のしやすさは

　1. 満足　2. やや満足　3. どちらでもない　4. やや不満足　5. 不満足

　　下野市　　　　　　　　　　　　　　　 (例)

←

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎　5. 車・ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

※4.、5.、6.と答えた方は、裏面の質問の(2)「買い物の頻度,目的地,移動手段は？」へ進む

　　　　　　　　 　　市・町　　　　　　　　　 

下野市内は地名までお書きください。
(下野市以外は地名は必要ありません。)

1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度　4. 月2,3回　5. 月1回程度
6. 分からない

⑥タクシー
の利用頻度

③主な手段

⑤駅・バス停
までの移動手段

1. 給与受給者　2. 自営業　3. 学生　4. 主婦　5. 無職　6. その他

②あなたの年齢は？

③あなたの職業は？

①あなたの性別は？ 1. 男性　　　2. 女性

1. 0～9歳　2. 10～19歳　3. 20～29歳　4. 30～39歳　5. 40～49歳
6. 50～59歳　7. 60～69歳　8. 70～79歳　9. 80～89歳　10. 90～99歳

回

（3）通勤（自営業の方は業務での外出）・通学の頻度、目的地、移動手段は？

（1）公共交通機関(特にバス)があったとして、実際には週に何回利用したいとお考えですか？

（2）公共交通機関(特にバス)に現在、月にどれくらいの運賃をお使いですか 円

1. 車･ﾊﾞｲｸ　　2. 送迎　　3. 歩き･自転車　　4. その他

※4. と答えた方は、裏面の質問の(2)「買い物の頻度,目的地,移動手段は？」へ進む

下野市の場合：下野市石橋
宇都宮市の場合：宇都宮市

平 日 の 通 勤 状 況

1. ほぼ毎日　 2. 週に2,3日　 3. 週に1日程度　 4. 通勤・通学していない
①頻度

下野市石橋
下野市緑一丁目

＞＞＞裏面へお進みください＞＞＞

(会社員,公務員,役員など)

１．自分専用

２．家族共有

１．自分専用

２．家族共有

１．自分専用

２．家族共有

１．自分専用

２．家族共有

１．自分専用

２．家族共有
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 ※左ページ下段からの続きです。

⑤駅・バス停
までの移動手段

 1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車

　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ）

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

⑤駅・バス停
までの移動手段

 4. その他

＞＞＞右上のページへお進みください。＞＞＞

 1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度  1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ）

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。
また、自宅からどれくらいの距離ですか？

最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。
また、自宅からどれくらいの距離ですか？

 4. その他

 4. 月2,3回　5. 月1回程度　6. 分からない

 1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車  1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車

⑥タクシー
の利用頻度

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ）　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ）

 4. 月2,3回　5. 月1回程度　6. 分からない

※4.、5.、6.と答えた方は、2枚目の質問の(4)「公共施設（市役所,デイサービス）利用の頻度,目的地,移動
手段は？」へ進む

④利用駅
・バス停

1. ほぼ毎日　 　 2. 週に2,3日
3. 週に1日程度　 4. 買い物しない

1. ほぼ毎回　 　 2. 月に2,3日
3. 月に1日程度　 4. 買い物しない

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

②目的地

1. ほぼ毎日　 　 2. 週に2,3日
3. 週に1日程度　 4. 利用していない

1. ほぼ毎日　 　 2. 週に2,3日
3. 週に1日程度　 4. 私用で外出いない

 1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車

 4. その他  4. その他

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

1. ほぼ毎回　 　 2. 月に2,3日
3. 月に1日程度　 4. 利用していない

（7）私用（ｻｰｸﾙ、塾、習い事など）外出の頻度、目的地、移動手段は？

平 日 の 私 用 外 出 状 況

③主な手段
1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

④利用駅
・バス停

1. ほぼ毎回　 　 2. 月に2,3日
3. 月に1日程度　 4. 私用で外出いない

　1. ある　　2. ない

 1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。
また、自宅からどれくらいの距離ですか？

休 日 の 私 用 外 出 状 況

①頻度

(例)下野市 ○○ビル　※施設名もご記入ください
②目的地

　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 

1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度
4. 月2,3回　 5. 月1回程度　6. 分からない

※4.と答えた方は、2枚目の質問の(4)「公共施設（市役所,デイサービス）利用の頻度,目的地,移動手段
は？」へ進む

1. ほぼ毎日　 　 2. 週に2,3日
3. 週に1日程度　 4. 通院していない

1. ほぼ毎回　 　 2. 月に2,3日
3. 月に1日程度　 4. 通院していない

　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 

(例)下野市 ○○病院　※施設名もご記入ください

（5）通院（病院、医院へ通う）の頻度、目的地、移動手段は？

⑥タクシー
の利用頻度

①頻度

　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 

⑥タクシー
の利用頻度

1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度
4. 月2,3回　 5. 月1回程度　6. 分からない

1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度
4. 月2,3回　 5. 月1回程度　6. 分からない

平 日 の 通 院 状 況 休 日 の 通 院 状 況

 4. その他

1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度
4. 月2,3回　 5. 月1回程度　6. 分からない

 4. その他

⑥タクシー
の利用頻度

1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度
4. 月2,3回　 5. 月1回程度　6. 分からない

1. ほぼ毎日　2. 週に2,3日　3. 週に1日程度
4. 月2,3回　 5. 月1回程度　6. 分からない

⑤駅・バス停
までの移動手段

⑤駅・バス停
までの移動手段

 4. その他  4. その他

 1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車  1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車

※1. と答えた方は、次の質問の「最寄りの駅・バ
ス停の名称をお書き下さい。」へ進む

※1. と答えた方は、次の質問の「最寄りの駅・バ
ス停の名称をお書き下さい。」へ進む

 1. 車･ﾊﾞｲｸ　2. 送迎　3. 歩き･自転車

最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。
また、自宅からどれくらいの距離ですか？

　1. ある　　2. ない

15分で行ける最寄りの駅・バス停はありますか？

④利用駅
・バス停

15分で行ける最寄りの駅・バス停はありますか？

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ） 　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ）

　1. ある　　2. ない

　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 

（4）買い物の頻度、目的地、移動手段は？

平 日 の 買 い 物 状 況

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

15分で行ける最寄りの駅・バス停はありますか？

※1. と答えた方は、次の質問の「最寄りの駅・バ
ス停の名称をお書き下さい。」へ進む

③主な手段
※4.、5.、6.と答えた方は、次の質問の(3)「通院（病院,医院へ通う）の頻度,目的地,移動手段は？」へ進
む

③主な手段

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

※1. と答えた方は、次の質問の「最寄りの駅・バ
ス停の名称をお書き下さい。」へ進む

※1. と答えた方は、次の質問の「最寄りの駅・バ
ス停の名称をお書き下さい。」へ進む

1. 鉄道　2. バス　3. タクシー　4. 送迎
5. 車･ﾊﾞｲｸ　6. 歩き･自転車

15分で行ける最寄りの駅・バス停はありますか？

　1. ある　　2. ない

15分で行ける最寄りの駅・バス停はありますか？

　1. ある　　2. ない

 ※前面からの続きです。

※1. と答えた方は、次の質問の「最寄りの駅・バ
ス停の名称をお書き下さい。」へ進む

最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。
また、自宅からどれくらいの距離ですか？

最寄りの駅・バス停の名称をお書き下さい。
また、自宅からどれくらいの距離ですか？

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

下野市 ○○スーパー　※施設名もご記入ください

　　　　　　　 バス停（自宅から約　　 ｍ）

　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ）

（6）公共施設（市役所、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽなど）利用の頻度、目的地、移動手段は？

②目的地
(例)

①頻度
※4.と答えた方は、次の質問の(5)「私用（サークル,塾,習い事など）外出の頻度,目的地,移動手段は？」へ
進む

①頻度

　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 
②目的地

(例)下野市 ○○支所　※施設名もご記入ください

　　　　　　　 市・町　　　　　　　　　 

④利用駅
・バス停

15分で行ける最寄りの駅・バス停はありますか？

③主な手段

　　　　　　　 駅（自宅から約　　　 ｍ）

　1. ある　　2. ない

＞＞＞2枚目へお進みください＞＞＞

平 日 の 公 共 施 設 利 用 状 況 休 日 の 公 共 施 設 利 用 状 況

※4.と答えた方は、次の質問の(3)「通院（病院,医院へ通う）の頻度,目的地,移動手段は？」へ進む

休 日 の 買 い 物 状 況

※4.、5.、6.と答えた方は、次の質問の(3)「通院（病院,医院へ通う）の頻度,目的地,移動手段は？」へ進
む
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 ※左ページ下段からの続きです。

■

■

病院名

庁舎名
　 （支所名）

施設名

店舗名

駅　名

ここでは、バスを利用する場合の条件についてお聞きします。

（１）バス停までの距離について ■バス停が何ｍ以内にあれば良いとお考えかお答えください。

 1. 夜7時　2. 夜8時　3. 夜9時　4. 夜10時　5. その他

①始発

 4. 不満 理由

②市役所

 バス停

（3）行き先周辺のバス停（停留所）に関する満足状況　■特に、バス停の位置についてお答えください。

①病院

 4. 不満 理由

ここでは、公共交通に対する満足状況をお聞きいたします。

 1. 座席が少ない　2. ゆれる　3. 冷暖房がきかない　4. 満足

 5. その他

 1. 屋根がない　 2. ﾍﾞﾝﾁが少ない　 3. 時刻表は小さい　 4. 満足

 5. その他

＞＞＞右上のページへお進みください。＞＞＞

理由

⑤鉄道駅

⑤バス停

 ※前面からの続きです。

公共交通を利用してない方は、次の質問の「Ｑ4.公共交通に対する要望」に
進んでください。Ｑ3.公共交通に対する満足度

第 1 希 望

 1.通勤・通学　2.買い物

 5.私用　6.その他

②主な理由
(1.～6.から選び、
○で囲んで下さい。)

 3.通院　4.公共施設利用

③福祉施設

 4. 不満 理由

⑥乗継ぎ

 4. 不満

ここでは、下野市内の公共交通についての要望をお聞きします。

地区名：

＞＞＞裏面へお進みください＞＞＞

第 2 希 望 第 3 希 望

①場所

目的地

施設名：

（例）○○庁舎前

 2.昼
(10～15時)

Ｑ4．公共交通に対する要望

（例）△△商店前

出発地

（例）○○神社前 （例）××スーパー前

（例）××図書館前 （例）△△小学校前

（例）国分寺（例）石橋

 1.通勤・通学　2.買い物  1.通勤・通学　2.買い物

（例）緑3丁目

 3.通院　4.公共施設利用  3.通院　4.公共施設利用

③利用頻度
(1.～4.から選び、
○で囲んで下さい。)

 1.ほぼ毎日　2.週2,3回  1.ほぼ毎日　2.週2,3回  1.ほぼ毎日　2.週2,3回

 3.週1回　4.月に1回  3.週1回　4.月に1回  3.週1回　4.月に1回

 1.朝
(7～9時)

 2.昼
(10～15時)

 5.私用　6.その他  5.私用　6.その他

④利用時間帯
(1.～4.から選び、
○で囲んで下さい。)

 1.朝
(7～9時)

 1.朝
(7～9時)

 2.昼
(10～15時)

 3.夕方
(16～19時)

 4.その他
(早朝・夜間)

 3.夕方
(16～19時)

 4.その他
(早朝・夜間)

 3.夕方
(16～19時)

 4.その他
(早朝・夜間)

Ｑ5．公共交通（特にバス）を利用する条件

②目的地から
④大規模店

 4. 不満 理由

 4. 不満 理由

 1. 50ｍ　2. 100ｍ　3. 200ｍ　4. 300ｍ　5. 500ｍ　6. 1㎞

①自宅から  1. 50ｍ　2. 100ｍ　3. 200ｍ　4. 300ｍ　5. 500ｍ　6. 1㎞

②最終

（２）バスの運行時間帯について ■バスが何時から何時まで運行されていれば良いとお考えかお答えください。

 1. 5時　2. 5半　3. 6時　4. 6時半　5. 7時　6. その他

②運行時間帯

③運行頻度

（2）ご利用のバスに対する満足状況

（1）バスの運行本数、運行時間帯や運賃などのサービス内容について

1. ほぼ毎日　 2. 週2,3回　 3. 週1回　 4. 月2,3回　 4. 月1回程度　 5. 年数回
6. 利用しない

 1. もっと多く運行してほしい　2. 満足　3. 不満はない　4. 分からない

　朝　1時間に　　　　 便　　　 昼　1時間に　　　　 便　　　 夕　1時間に　　　　 便

　　　　　　時くらい　　 　　　　 時くらい

 1. 始発をもっと早く　2. 最終をもっと遅く　3. 満足　4. 不満はない　5. 分からない

④車両

　　1. 満足　2. やや満足　3. どちらでもない　4. やや不満足　5. 不満足

①利用頻度

出発地については、Ｑ1-④でお聞きした住まいと異な
る場合お書きください。

（1）バス停（停留所）がほしいと思う場所について 
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 ※左ページ下段からの続きです。

　1. 費用に対する効果が期待できない地域には公共交通サービスは必要ない。

　2. 費用に対する効果に応じた質で地域事情に合わせた公共交通サービスを提供するべき。

　3. 公共交通サービスの質（運行頻度や利用車両など）は市内全域で統一して提供するべき。

・

・

・

　1. 行政が負担しなければならないのであれば公共交通は必要ない。

　2. 行政がある程度の負担をするのは仕方がない。　ただし運行経費の　　　　　　　　　まで。

　3. 行政の負担が増加しても公共交通の利便性を向上すべきである。(負担割合はいくらでも良い)

②昼間
(10～15時)

③夕方
(16～19時)

　5. その他の意見

　1. 1時間1便 　2. 1時間2便 　3. 1時間3便  　4. 1時間4便

（２）サービス提供の基準に対する考え方について

　1. 1時間1便 　2. 1時間2便 　3. 1時間3便  　4. 1時間4便

　1. 1時間1便 　2. 1時間2便 　3. 1時間3便  　4. 1時間4便

当てはまるものを○で囲んで下さい。

＞＞＞右上のページへお進みください。＞＞＞

　1. 100円 　2. 150円 　3. 200円　 4. 300円 　5. 500円　 6. その他

　1. はい　2. いいえ　　※1. はい と答えた方は、下の質問に進んで下さい。

②公共交通機関(バス)の他の市町村の例では、バス運賃は約300～500円程度ですが、運賃は
どれくらいがよいですか？

下野市では、市営バスは無く、入浴施設を利用する方の為の入浴施設等送迎バス（ふれあい
号・きらら号）（乗車無料）が運行しています。

栃木県内の市町村の公共交通サービスに対する運行経費負担の割合の平均は、約30％です。

Ｑ6．公共交通サービス（バスなど）に対する考え方について

ここでは、市が公共交通（バスなど）を運行する場合の考え方についてお聞きします。

①公共交通機関(バス)の利用条件が整備されたとして、バスを利用したいですか？

（４）公共交通機関（バス）への転換について ■現在、自家用車を使用している方にお聞きします。(送迎等も含む)

（１）経費負担に対する考え方について

＞＞＞ご協力ありがとうございました＜＜＜

　5. その他の意見

　1. 1時間1便 　2. 1時間2便 　3. 1時間3便  　4. 1時間4便

　5. その他の意見

Ｑ7．公共交通（鉄道・バス・タクシー）に対する自由な意見

ここでは、公共交通（鉄道、バス、タクシー）に対する自由なご意見をご記入ください。

昨年度(平成20年度)の入浴施設等送迎バス（ふれあい号・きらら号）の運行経費は約870万
円でした。

④夜間
(20～22時)

 ※前面からの続きです。

　5. その他の意見

（３）バスの運行頻度について ■それぞれの時間帯でバスが何便運行されていれば良いとお考えかお答えください。

①朝方
(7～9時)
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◆アンケートは以上で終わりです。
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10％、30%、50%


