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総合計画の年間サイクルと審議会の関わり

　　　第六期総合計画では、ＰＤＣＡサイクルの柱である「政策・施策評価」を毎年度行い、評価結果を推進計画の策定や新年度事業の実施に反映し、

　　総合計画の効果的・効率的な推進を図ることとしています。
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・H28市民まちづくりアンケート（案）

翌年度に実施する市民アンケートの変更点等について、

市から説明し、意見等をいただきます。
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・「まちづくり通信2015」施策評価について

市が取り組む施策の課題や、今後の取り組み方向

などについての意見等をいただきました。
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・第六期帯広市総合計画 平成28年度推進計画

政策や施策を実現するために、新年度、市が

取り組む具体的な事務事業をまとめた「推進計画」

について、市から報告します。

政策・施策評価の実施

７月～８月

課題を抽出

取り組み方向を検討

資料資料資料資料１１１１



　■自主防災組織の育成 など

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■防災講座・講演会の開催 　■災害時要援護者の避難支援体制づくり

　■避難所や学校施設等の耐震化 　■木造住宅の耐震改修に対する補助・貸付

【Ａ－１】

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．行政の取り組みや周知が十分でないから

ｃ．食料の備蓄や避難経路の確認など、自らの災害への備えが

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
　　できていないから

ｄ．災害時に地域で助け合う仕組みが整っていないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない
ｅ．自宅の耐震性が不安だから

ｆ．避難所の耐震性が不安だから

ｇ．その他(                                  　　　                )

問10.地震や水害など、災害への備えが整っている問10.地震や水害など、災害への備えが整っている問10.地震や水害など、災害への備えが整っている問10.地震や水害など、災害への備えが整っている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．防災に関する意識が低いから

市が取り組んでいる主な仕事

■防災訓練の実施

災害発生に備え、防災訓練を実施しています。

■災害用備蓄品の整備

災害発生に備え、非常用食料を約18,000食分備蓄し

ています。

【市民実感】について、お聞きします。
◆問10～26について、あなたの実感（イメージでもかまいません）に最も近い選択肢を１つ

選んで番号に○をつけてください。

◆３（あまりそう思わない）と４（そう思わない）を選択した場合は、その理由として最も

近い選択肢を１つ選んで記号に○をつけてください。

◆「その他」の場合は、（ ）内にその理由をお書きください。

平成28年度市民まちづくりアンケート

調査票 Ａ（案）

資料資料資料資料２２２２



【Ａ－２】

　■公的病院などへの支援 　■休日歯科診療体制の維持 など

休日夜間急病センター

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■

急病テレホンセンターによる救急医療情報の提供

　■看護師・准看護師養成機関への支援

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．病院や診療所の数が不足しているから

問11.日常生活において、交通事故にあうことなく安心して暮らせる問11.日常生活において、交通事故にあうことなく安心して暮らせる問11.日常生活において、交通事故にあうことなく安心して暮らせる問11.日常生活において、交通事故にあうことなく安心して暮らせる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．交通ルールを守らない歩行者がいるから

ｃ．危ない道路や交差点があるから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

　■ホームページ等での交通安全情報の提供

街頭啓発の様子

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．車や自転車を運転する人のマナーが悪いから

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■歩道の整備や段差の解消

　■交通安全関係団体の活動への支援 など

問12.ケガや病気のときに安心して医療を受けられる問12.ケガや病気のときに安心して医療を受けられる問12.ケガや病気のときに安心して医療を受けられる問12.ケガや病気のときに安心して医療を受けられる

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．診療科目が不足しているから

ｃ．高度な医療を受けることができないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．緊急時の医療機関の情報が十分でないから

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

休日等 8,946

夜間 5,019 4,876 7,096

合計 5,019 4,876 16,042

※H26から休日診療開始

休日夜間急病センターの患者数（内科・小児科）

市が取り組んでいる主な仕事

■交通安全街頭啓発の実施

交通事故を防ぐため、街頭啓発を行っています。

■交通安全教室の開催

交通事故を防ぐため、交通安全教室を開催しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■休日夜間急病センターの整備・運営

夜間や休日における急な病気に対応できるよう、休日夜間急病センターを整備・運営しています。

（人）



【Ａ－３】

　■青少年リーダーや青少年団体の育成 　■青少年育成活動の実施

　■非行防止のための街頭巡回指導 　■成人の集いなどの社会参加促進活動の実施 　　 など

工作教室の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．家庭や地域における子どものしつけが不足しているから

問13.障害のある人が地域で生き生きと暮らせる問13.障害のある人が地域で生き生きと暮らせる問13.障害のある人が地域で生き生きと暮らせる問13.障害のある人が地域で生き生きと暮らせる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．障害や障害のある人に対する理解が十分でないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．障害のある人を地域で支え合う意識が低いから

ｃ．障害福祉サービスが十分でないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．障害のある人が働くことができる環境が整っていないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｅ．その他(                                  　　　                )

※ノーマライゼーション

地域の中で、障害がある人もない人も、お年寄りも若い人も区

別なくともに笑い、ともに語り、ともに歩んでいくことのでき

る社会を作ること。

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■「ノーマライゼーション」理念の推進 　■重度心身障害者医療などの医療費助成

障害者生活支援センターでのデイサービス（陶芸）の様子

　■ホームヘルパーなど各種サービスの提供 　■補装具や日常生活用具の給付 など

問14.青少年が健全に育つ環境が整っている問14.青少年が健全に育つ環境が整っている問14.青少年が健全に育つ環境が整っている問14.青少年が健全に育つ環境が整っている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．家庭、地域、学校が連携した活動が不足しているから

ｃ．青少年の体験活動や社会参加する機会が不足しているから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．有害な情報が氾濫するなど、子どもを取り巻く社会環境が

　　悪化しているから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない ｅ．その他(                                  　　　                )

市が取り組んでいる主な仕事

■手話・要約筆記通訳者の派遣

聴覚に障害のある人の社会参加促進のため、手

話・要約筆記通訳者を派遣しています。

■障害者向けデイサービス事業の実施

身体に障害のある人の身体機能維持・回復や、生き

がいづくりを支援しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■子どもの居場所づくり

放課後などに、子どもが安心して過ごせる居場所

づくりに取り組んでいます。

■児童会館における体験活動の実施

児童会館でプラネタリウムの投影や科学実験、工

作教室などを開催しています。

件数 実人数

手話通訳 308件 78人

要約筆記 58件 19人

平成26年度の実績



　　

【Ａ－４】

　■若年者離職防止セミナー実施 など

地元企業の方と高校生による話し合いの様子 作業を行うシルバー人材センター会員

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■とかち勤労者共済センターへの支援 　■職業能力開発センターへの支援

　　が十分でないから

f．その他(                                  　　　                )

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．若い人の働く場が少ないから

問15.商店や商店街に活気がある問15.商店や商店街に活気がある問15.商店や商店街に活気がある問15.商店や商店街に活気がある

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．商店の商品やサービスに魅力がないから

商店街の夏まつりの様子 空き店舗を活用した店舗

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．商店の建物の外観、内装や設備に魅力がないから

ｃ．商店街の道路や歩道、街路灯などの整備が十分でないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．商店街のイベントに魅力がないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｅ．その他(                                  　　　                )

など

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■商店街のロードヒーティング設備の維持や防犯灯のＬＥＤ化などの環境整備に対する支援

問16.意欲と能力に応じて、生き生きと働くことができる問16.意欲と能力に応じて、生き生きと働くことができる問16.意欲と能力に応じて、生き生きと働くことができる問16.意欲と能力に応じて、生き生きと働くことができる

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．女性や高齢者の働く場が少ないから

ｃ．能力や経験を活かせる職場が少ないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．会社の福利厚生が整っていないから

ｅ．働くために必要な能力を身につけるための機関や制度

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

市が取り組んでいる主な仕事

■商店街などの魅力づくりへの支援

空き店舗を活用した新規出店の取り組みなどを支援

しています。

■にぎわい創出への支援

商店街が行う夏まつりや冬のイルミネーションな

どを支援しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■若年者地元企業定着支援事業

就職を希望する高校生を対象としたセミナーを行

い、若者の地元企業定着の促進に取り組んでいます。

■帯広市シルバー人材センターへの支援

高齢者がいきいきと働けるまちづくりのために、シ

ルバー人材センターへの支援を行っています。



【Ａ－５】

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■札内川等の水質調査 　■水道メーターの更新、漏水調査

　■稲田浄水場等の改修や耐震化 　■中島配水場の再整備 など

ペットボトル水「おびひろ極上水」 老朽化した配水管の更新の様子

ｃ．災害時の不安があるから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．水道水がおいしいと感じないから

問17.自然環境が保全され、環境への負荷を低減する取り組みが行われている問17.自然環境が保全され、環境への負荷を低減する取り組みが行われている問17.自然環境が保全され、環境への負荷を低減する取り組みが行われている問17.自然環境が保全され、環境への負荷を低減する取り組みが行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．環境保全に関する意識が低いから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．公共施設における新エネルギー・省エネルギー機器の導入

　　がすすんでいないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｃ．一般家庭への新エネルギー・省エネルギー機器の導入がす

　　すんでいないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない
ｄ．騒音や悪臭が気になるから

ｅ．市内の良好な自然環境が守られていないから

ｆ．その他(                                  　　　                )

屋根に設置された太陽光パネル

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■自然環境の保全 　■公害の監視、立入検査や指導の実施

　■環境学習の推進 など

問18.おいしい水道水が、いつでも安心して利用できる問18.おいしい水道水が、いつでも安心して利用できる問18.おいしい水道水が、いつでも安心して利用できる問18.おいしい水道水が、いつでも安心して利用できる

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．断水や濁水などが発生したことがあるから

市が取り組んでいる主な仕事

■太陽光発電システム等の新エネルギー導入助成

太陽光発電システムの設置に対する補助や貸付を行って

います。

■バイオディーゼル燃料の利用促進

廃てんぷら油を回収し、バスの燃料にリサイクル

しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■水道水の安定供給

計画的に水道施設の維持管理・整備を行っていま

す。

■ペットボトル水の製造・販売・ＰＲ

水道に関する理解や利用促進などのため、安全

でおいしい水のＰＲや情報発信を行っています。



【Ａ－６】

　■石勝線・根室線の利便性向上の促進 など

帯広駅バスターミナル

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■乗合方式のバス・タクシーの運行 　■道東自動車道、帯広・広尾自動車道の整備・利用促進

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．航空の利便性が良くないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．駅周辺以外の市街地の景観が損なわれているから

ｃ．農村部・山林部の景観が損なわれているから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

問19.都市部や農村部において、帯広・十勝らしい景観が形成されている問19.都市部や農村部において、帯広・十勝らしい景観が形成されている問19.都市部や農村部において、帯広・十勝らしい景観が形成されている問19.都市部や農村部において、帯広・十勝らしい景観が形成されている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．駅周辺の景観が損なわれているから

　■まちづくりデザイン賞などによる景観意識の啓発

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

景観百選にも選ばれている帯広駅北口の景観

など

問20.空港、バス、高速道路など、交通の利便性が確保されている問20.空港、バス、高速道路など、交通の利便性が確保されている問20.空港、バス、高速道路など、交通の利便性が確保されている問20.空港、バス、高速道路など、交通の利便性が確保されている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．鉄道の利便性が良くないから

ｃ．バスの利便性が良くないから

3333

そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．高速道路の利便性が良くないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444

ｄ．景観を見て楽しめる場所が少ないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

市が取り組んでいる主な仕事

■耕地防風林の整備促進

農地保全・生産性向上、美しい農村景観維持のた

め、耕地防風林の整備を促進しています。

■帯広・十勝らしい景観づくり

豊かな自然と共生した魅力ある街並みづくりをすす

めています。

市が取り組んでいる主な仕事

■バス交通への取り組み

赤字バス路線に対する支援や、バス交通の活性化に

取り組んでいます。

■とかち帯広空港の利活用・機能の充実

とかち帯広空港の施設整備や維持管理のほか、航

空路線の拡充などに取り組んでいます。



【Ａ－７】

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■自主的学習活動の支援、学習情報の提供 　■百年記念館や動物園など社会教育施設の改修 など

市民大学講座（帯広・十勝歴史講座）の様子 図書館における展示コーナー

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．学習に関する情報が少ないから

ｃ．社会教育施設に魅力がないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．学習成果を活かす機会が少ないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない
※社会教育施設

百年記念館、動物園、図書館、とかちプラザなど

問22.生涯にわたって学ぶことができる環境が整っている問22.生涯にわたって学ぶことができる環境が整っている問22.生涯にわたって学ぶことができる環境が整っている問22.生涯にわたって学ぶことができる環境が整っている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．参加したいと思う講座が少ないから

問21.子どもたちが安心して学べる教育環境が整っている問21.子どもたちが安心して学べる教育環境が整っている問21.子どもたちが安心して学べる教育環境が整っている問21.子どもたちが安心して学べる教育環境が整っている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．学校施設の改修等がすすんでいないから

ｃ．教育に関する情報が、保護者に十分に提供されていないか

ら

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｄ．その他(                                  　　　                )

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．特別な支援が必要な子どもたちの教育環境が十分でないか

ら

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

耐震化後の小学校舎（明星小学校）学習サポートの様子

　■小中学校の適正配置 　■就学援助費の支給

など　■特別支援教育に関する助手・補助員・生活介助員の配置 　■子ども安全ネットワークの運用

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

市が取り組んでいる主な仕事

■教育環境の整備

学校施設の耐震化など、安心して学べる環境を整備

しています。

■学習サポートや読み聞かせの実施

ボランティアや地域の方など、多くの協力を得な

がら、子どもに関わる活動を行っています。

市が取り組んでいる主な仕事

■学習機会の提供

とかちプラザや百年記念館、図書館などの社会教育施設において、地域の歴史や文化などを学ぶ「市民大学講

座」などの様々な学習機会を提供しています。



【Ａ－８】

　■アイヌの人たちの生活相談・教育相談の実施 ■アイヌ民族文化情報センター「リウカ」の充実　　　　　 など

アイヌ古式舞踊保持団体「帯広カムイトウウポポ保存会」 アイヌ生活文化展の開催

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　　いから

ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．アイヌ民族の歴史や文化を学習する機会が少ないから

問23.平和で差別や虐待がなく、市民一人ひとりが互いに人権を尊重している問23.平和で差別や虐待がなく、市民一人ひとりが互いに人権を尊重している問23.平和で差別や虐待がなく、市民一人ひとりが互いに人権を尊重している問23.平和で差別や虐待がなく、市民一人ひとりが互いに人権を尊重している

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．平和の大切さを知る機会が少ないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．差別や偏見があるから

ｃ．子どもや高齢者の虐待、配偶者等への暴力事件が起き

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
　　ているから

ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

「平和の絵」作品展

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■核兵器廃絶平和展の開催 　■平和カレンダーの配布

　■平和の詩・絵の募集 　■平和コンサートの開催 など

問24.アイヌ民族の歴史や文化などへの理解が深まり、アイヌの人たちの誇りが尊重問24.アイヌ民族の歴史や文化などへの理解が深まり、アイヌの人たちの誇りが尊重問24.アイヌ民族の歴史や文化などへの理解が深まり、アイヌの人たちの誇りが尊重問24.アイヌ民族の歴史や文化などへの理解が深まり、アイヌの人たちの誇りが尊重
 　　されている 　　されている 　　されている 　　されている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．アイヌ民族の歴史や文化にふれる機会が少ないから

ｃ．アイヌの人たちの生活や教育に対する支援が十分でな

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

市が取り組んでいる主な仕事

■人権擁護の取り組み

子どもや高齢者への虐待、配偶者などへの暴力防止

に向けた啓発を行うほか、各種相談窓口を設置してい

ます。

■平和に関する取り組み

平和を願う絵や詩の展示、コンサートの開催を通じ

て、平和意識の啓発に努めています。

市が取り組んでいる主な仕事

■アイヌ古式舞踊保持団体への支援

アイヌ民族の伝統文化を保存・伝承するため、古

式舞踊の保持団体への支援を行っています。

■アイヌ民族に関する理解の促進

アイヌ民族の伝統的な儀式や工芸品などを紹介す

る展示会を開催しています。



【Ａ－９】

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■市民相談の実施 　■公共施設予約システム・電子申請システムの運用

　■混雑時のコンシェルジュの設置 など　■さわやか接遇マニュアルの活用、接遇研修の実施

パスポート交付窓口の様子（ＪＲ帯広駅構内） コミュニティセンターでの住民票の交付の様子

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．市役所における各種事務手続きが分かりにくいから

ｃ．コミュニティセンターなどの窓口やインターネットで

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
　　できる行政手続きが少ないから

ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

問26.市民が利用しやすく、満足できる行政サービスが提供されている問26.市民が利用しやすく、満足できる行政サービスが提供されている問26.市民が利用しやすく、満足できる行政サービスが提供されている問26.市民が利用しやすく、満足できる行政サービスが提供されている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．職員の対応が適切でないから

問25.市民と行政の協働によるまちづくりがすすめられている問25.市民と行政の協働によるまちづくりがすすめられている問25.市民と行政の協働によるまちづくりがすすめられている問25.市民と行政の協働によるまちづくりがすすめられている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．行政情報が分かりやすく提供されていないから

そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない ｆ．その他(                                  　　　                )

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．市民がまちづくりに意見を言う機会がないから

ｃ．市民意見がまちづくりに反映されていないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．市民のまちづくり活動への支援が十分でないから

ｅ．議会での論議が分かりやすく情報提供されていないから

※ＳＮＳ

「Social Network Service」の略称で、インターネット上の交

流を通して、社会的ネットワークを構築するサービスのこと。

など

　■まちづくりワークショップの開催 　■様々なまちづくり協定、市民協働アクションによる情報発信

　■審議会委員等への一般公募等による、女性や若者など多様な人材登用の推進

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■市長への手紙や地区懇談会の実施 　■計画策定等におけるパブリックコメントの実施

市民活動団体による交流の様子 広報紙やＳＮＳなどによる行政情報の発信

4444

市が取り組んでいる主な仕事

■行政情報の発信

広報紙の配布場所の拡充やホームページ・ＳＮＳを

使った情報発信など、行政情報の提供に努めていま

す。

■市民からの提案事業への支援

市民グループやボランティア団体などが提案す

るまちづくりの活動を支援しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■パスポートの交付

パスポート発行事務と住民票の写しなどの交付を

同一場所で行うことで、利便性の向上を図っていま

す。

■コミュニティセンターでの証明書交付

コミュニティセンターで住民票の写しを交付するな

ど、サービス向上を図っています。



2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．救急車や消防車の到着時間が遅いから

ｃ．救急車による病院までの搬送がスムーズでないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．応急手当ができる市民が少ないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない
※消防広域化

平成28年４月１日から、十勝管内の消防署は一元化され、十勝

全域を管轄する「とかち広域消防局」となりました。

問10.消火活動や救急活動が迅速に行われている問10.消火活動や救急活動が迅速に行われている問10.消火活動や救急活動が迅速に行われている問10.消火活動や救急活動が迅速に行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．消火や防火の取り組みが十分でないから

　■消火栓・防火水槽の整備 　■ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置促進

　■応急手当普及講習の開催 　■災害弱者世帯への防火訪問 など

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

平成27年度に更新した消防車両 救急車両の現場到着までの平均時間（分）

【Ｂ－１】

■消防・救急車両の適切な整備・更新

消火や救急活動が迅速に行えるよう、消防・救急車両を適切に整備・更新しています。

市が取り組んでいる主な仕事

【市民実感】について、お聞きします。
◆問10～26について、あなたの実感（イメージでもかまいません）に最も近い選択肢を１つ

選んで番号に○をつけてください。

◆３（あまりそう思わない）と４（そう思わない）を選択した場合は、その理由として最も

近い選択肢を１つ選んで記号に○をつけてください。

◆「その他」の場合は、（ ）内にその理由をお書きください。

平成28年度市民まちづくりアンケート

調査票 Ｂ（案）

資料資料資料資料３３３３



【Ｂ－２】

　■地域福祉事業を担う社会福祉協議会の支援 　■ボランティアの養成・活動支援 など

成年後見支援センター「みまもーる」での相談の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

民生委員の相談件数

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．地域住民の互いに支え合う意識が低いから

問11.悪質な訪問販売や契約トラブルなどにあうことなく、安全に消費生活を送れる問11.悪質な訪問販売や契約トラブルなどにあうことなく、安全に消費生活を送れる問11.悪質な訪問販売や契約トラブルなどにあうことなく、安全に消費生活を送れる問11.悪質な訪問販売や契約トラブルなどにあうことなく、安全に消費生活を送れる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．消費生活に関する情報提供が十分でないから

消費生活アドバイスセンター

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．消費者トラブルなどを相談できるところを知らないから

ｃ．消費者トラブルの際の対処方法が分からないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｄ．その他(                                  　　　                )

　■町内会や老人クラブなどへの出前講座の実施 など　■消費者トラブルの情報提供と被害防止啓発の実施

　■消費生活相談の実施 　■小中学校や高校などでの消費者教育講座の実施

問12.地域の支え合いにより、安心して暮らせる問12.地域の支え合いにより、安心して暮らせる問12.地域の支え合いにより、安心して暮らせる問12.地域の支え合いにより、安心して暮らせる

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．不安や心配事を地域で相談できるところがないから

ｃ．福祉ボランティアの活動が活発でないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

市が取り組んでいる主な仕事

■消費者講座・講演会の開催

消費者トラブルにあわないよう、講座や講演会

を開催しています。

■消費生活アドバイスセンターの運営

契約のトラブルなどの相談に応じる、消費生活アド

バイスセンターをとかちプラザ内に設置しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■民生委員の活動支援

民生委員は社会福祉の増進のため、各担当地域で

住民相談や必要な支援を行っています。

■成年後見制度の利用支援

本人に代わり、契約や財産管理を行う「成年後見

制度」の利用を支援しています。



【Ｂ－３】

あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｃ．農業に関する具体的な取り組み内容が分からないから

ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

　■地産地消の促進（イベントの開催、地場農畜産物販売所マップの作成）　　 など

帯広市の農業産出額の推移

※クリーン農業

堆肥などの有機物の施用や化学肥料の使用抑制などにより、環

境に配慮した、安全・安心で、品質の高い農産物の生産をすす

める農業。

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．安全で良質な地場農畜産物が地元で手に入りにくいから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．給付が増大していて、安定的な運営に不安を感じるから

ｃ．社会保障にかかる家計の負担が大きいから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．制度の周知が十分でないから

問13.社会保障制度問13.社会保障制度問13.社会保障制度問13.社会保障制度
※

※※

※

の周知や適切な運用が行われているの周知や適切な運用が行われているの周知や適切な運用が行われているの周知や適切な運用が行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．制度のしくみに疑問を感じるから

※社会保障制度

健康保険（国民健康保険、後期高齢者医療制度など）、介護保

険、生活保護、国民年金などの制度を指します。

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｅ．その他(                                  　　　                )

問14.安全で良質な農畜産物が生産され、農業に活気がある問14.安全で良質な農畜産物が生産され、農業に活気がある問14.安全で良質な農畜産物が生産され、農業に活気がある問14.安全で良質な農畜産物が生産され、農業に活気がある

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．地場農畜産物の加工・販売や地域ブランドづくりがすすん

　　でいないから

3333

市が取り組んでいる主な仕事

■国民健康保険・後期高齢者医療

国民健康保険・後期高齢者医療制度の運営のほ

か、市独自事業として人間ドックなどを実施すると

ともに、保険料の軽減を行っています。

■介護保険

介護保険制度の運営のほか、市独自事業として保険

料及び介護サービス利用料の軽減を行っています。

■生活保護

生活保護の決定・実施や、生活保護受給者への就

労支援、及び生活困窮者への早期自立に向けた支援

を行っています。

■国民年金

国民年金の各種届出・保険料免除申請等の受付や相

談のほか、国民年金制度の周知などを行っています。

2,681 

2,785 

2,871 

2,848 

2,958 

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

H22 H23 H24 H25 H26

（千万円
）

市が取り組んでいる主な仕事

■クリーン農業技術などの普及

環境に配慮した、安全・安心で品質の高い農産物

の生産をすすめています。

■農業生産基盤の整備促進

農業用排水施設の整備や土地改良などの生産基盤整

備を促進し、農業の生産性などの向上を図っていま

す。



　■中小企業振興融資の貸付、信用保証料の支援

【Ｂ－４】

　■市民活動交流センターなど交流施設の管理運営 　■駅北多目的広場の管理・イベントなどへの活用促進

　■まちなか居住や開業などの相談対応 　■市営駐車場の管理運営 など

歩行者天国の様子 帯広駅前のイルミネーション

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

など

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．魅力ある店舗が少ないから

問15.地元の企業に活気がある問15.地元の企業に活気がある問15.地元の企業に活気がある問15.地元の企業に活気がある

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．地元企業の経営が悪化しているから

※フードバレーとかち

十勝の強みである食と農林漁業を生かした産業振興の取り組

み。

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．中小企業を支える人材が育成されていないから

ｃ．地元企業の創業・起業や新分野への進出が少ないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

問16.中心市街地に魅力とにぎわいがある問16.中心市街地に魅力とにぎわいがある問16.中心市街地に魅力とにぎわいがある問16.中心市街地に魅力とにぎわいがある

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．中心市街地への交通の利便性が悪いから

ｃ．各種イベントに魅力がないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

講義の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■中小企業の人材育成の支援 　■雇用創出事業の実施

市が取り組んでいる主な仕事

■地元の中小企業への経営支援

地元の中小企業に対し、資金調達円滑化や相談窓

口の設置などの経営支援を実施しています。

■フードバレーとかち人材育成事業

リーダーシップを発揮し、地域経済の発展に寄与す

る人材の育成に取り組んでいます。

市が取り組んでいる主な仕事

■中心市街地のにぎわい創出の支援

歩行者天国やまちなかのイルミネーションなど、中心市街地のにぎわいを創出するための取り組みを支援していま

す。

中小企業融資 606件 4,463,273千円

信用保証料補助 469件 68,625千円

経営相談 40件 -

平成26年度実績



【Ｂ－５】

　■合併浄化槽の整備 など

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■下水道接続の普及啓発 　■帯広川下水終末処理場の改修

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．下水道が普及していないところがあるから

問17.ごみの減量やリサイクルなど、廃棄物の資源化や適正な処理が行われている問17.ごみの減量やリサイクルなど、廃棄物の資源化や適正な処理が行われている問17.ごみの減量やリサイクルなど、廃棄物の資源化や適正な処理が行われている問17.ごみの減量やリサイクルなど、廃棄物の資源化や適正な処理が行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．ごみの分別や排出日が守られていないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．再使用や資源化に関する意識が低いから

ｃ．事業者のごみ減量や資源再生利用の取り組みが十分で

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
　　ないから

ｄ．行政の取り組みや周知が十分でないから

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

環境学習の様子

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない ｅ．その他(                                  　　　                )

　■ごみに関する懇談会の開催　■リサイクルまつりの開催 など

　■町内会等の資源集団回収の支援 　■生ごみ堆肥化容器・電動生ごみ処理機の購入支援

問18.生活廃水や雨水が適切に処理されている問18.生活廃水や雨水が適切に処理されている問18.生活廃水や雨水が適切に処理されている問18.生活廃水や雨水が適切に処理されている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．降雨時に浸水するところがあるから

ｃ．災害時の不安があるから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

市が取り組んでいる主な仕事

■環境学習の実施

子どもの環境に対する意識の向上につなげるため、

ごみの収集体験や分別体験などを行っています。

■ごみ・資源ごみの分別収集

ごみの分別収集をすすめ、再資源化を促進しま

す。

市が取り組んでいる主な仕事

■長寿命化の取り組み

安全で安心な下水処理のため、老朽化した下水道

管の長寿命化対策をすすめています。

■汚水管や雨水管の整備

生活廃水や雨水を適切に処理するため、汚水管

や雨水管などの整備を行っています。



【Ｂ－６】

講座の様子

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

　　 が整っている　　 が整っている　　 が整っている　　 が整っている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．高速インターネットを利用できる環境が整っていないから

問19.墓地の整備や火葬場の管理運営が適切に行われている問19.墓地の整備や火葬場の管理運営が適切に行われている問19.墓地の整備や火葬場の管理運営が適切に行われている問19.墓地の整備や火葬場の管理運営が適切に行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．市民ニーズに対応した墓地が提供されていないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．墓地の管理が十分でないから

ｃ．火葬場の管理が十分でないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｄ．その他(                                  　　　                )

など　■既存墓地の管理・運営

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

合同納骨塚（中島霊園） 火葬場

問20.高速インターネットなど、情報通信サービスを日常生活や仕事に活用できる環境問20.高速インターネットなど、情報通信サービスを日常生活や仕事に活用できる環境問20.高速インターネットなど、情報通信サービスを日常生活や仕事に活用できる環境問20.高速インターネットなど、情報通信サービスを日常生活や仕事に活用できる環境

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．パソコンやインターネットの使い方が分からないから

ｃ．利用したい情報サービスが少ないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

市が取り組んでいる主な仕事

■墓地や火葬場の整備・管理

中島霊園やつつじが丘霊園などの墓地や火葬場の整備や管理を行っています。また、平成27年４月より「合同納

骨塚」の供用を開始しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■情報通信基盤の整備促進

平成28年４月現在、農村地域を含め、市内全域でイ

ンターネットの超高速通信が利用可能となっていま

す。

■高齢者向けパソコン講座の開催

高齢者向けのパソコン講座を開催しています。



　■北海道立帯広美術館との共催による特別企画展の開催 　■小中学生のための札幌交響楽団によるコンサートの開催

　■帯広市文化賞、帯広市文化奨励賞、帯広市文化活動功労賞の贈呈 　 など

【Ｂ－７】

毎年５月に開催している「おびひろ市民芸術祭」 市民の手づくりによるオペラの公演

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．芸術・文化の発表や活動の場が少ないから

帯広南商業高校でのインターンシップマナー講座の様子 帯広南商業高校での三年生における検定３種目以上取得者の推移

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■私立高等学校生徒授業料及び教材整備等への支援 　■高校生への奨学資金の貸付 など

問22.芸術や文化に親しむことができる環境が整っている問22.芸術や文化に親しむことができる環境が整っている問22.芸術や文化に親しむことができる環境が整っている問22.芸術や文化に親しむことができる環境が整っている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．芸術・文化に関する情報が十分でないから

ｃ．芸術・文化に親しむ時間がないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．芸術・文化に関する指導者が少ないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．学習内容が身についていないから

ｃ．社会性を育む教育が行われていないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

問21.高等学校において充実した教育が行われている問21.高等学校において充実した教育が行われている問21.高等学校において充実した教育が行われている問21.高等学校において充実した教育が行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．特色ある教育が行われていないから

市が取り組んでいる主な仕事

■市立帯広南商業高校における充実した教育

帯広南商業高校では、各種検定の取得促進や一年次からのきめ細やかな進路指導を行っています。

市が取り組んでいる主な仕事

■芸術・文化活動の促進

市民主体の芸術文化活動の支援や、「市民文藝」の発行、優れた芸術文化や子ども向けの鑑賞機会の提供などに

取り組んでいます。



【Ｂ－８】

　■まちづくりワークショップの開催 　■市民活動相談窓口の設置

　■地域運営委員会とのコミュニティ施設の管理 　■市民相互の交流の場の整備 など

町内会による清掃活動 帯広市に主たる事務所を置くＮＰＯ法人数

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■町内会への加入促進 　■「町内会活性化マニュアル」の配布などの意識啓発

そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない
※ＮＰＯ

「Non Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を

行い、公益的・非営利活動を行なうことを目的とする団体の総

称です。

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．町内会への加入者が減少しているから

問23.男女が互いに尊重し合い、個性や能力を発揮できる問23.男女が互いに尊重し合い、個性や能力を発揮できる問23.男女が互いに尊重し合い、個性や能力を発揮できる問23.男女が互いに尊重し合い、個性や能力を発揮できる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．性別による固定的な役割分担意識や社会慣行が残って

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
　　いるから

ｂ．仕事と家庭が両立できる環境が整備されていないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｃ．女性の社会参画がすすんでいないから

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

（市民ボランティアのご協力により、年２回発行）

男女共同参画情報誌「カスタネット」

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｄ．その他(                                  　　　                )

　■配偶者等からの暴力被害者への支援 　■育児・介護休業制度の周知 など

　■各種審議会等への女性の登用推進 　■交際相手からの暴力（デートＤＶ）予防講座の開催

問24.町内会やＮＰＯ・ボランティアなどによる地域活動が活発に行われている問24.町内会やＮＰＯ・ボランティアなどによる地域活動が活発に行われている問24.町内会やＮＰＯ・ボランティアなどによる地域活動が活発に行われている問24.町内会やＮＰＯ・ボランティアなどによる地域活動が活発に行われている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．地域活動の担い手が少ないから

ｃ．コミュニティ施設が利用しにくいから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．気軽に地域活動に参加できる機会が少ないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444

市が取り組んでいる主な仕事

■男女共同参画セミナーなどの開催

セミナーや講演会の開催などにより、男女共同参画の啓発を行っています。

市が取り組んでいる主な仕事

■町内会やＮＰＯ、ボランティアへの支援

町内会やＮＰＯ、ボランティアなどの自主的な活動を支援しています。



【Ｂ－９】

　■民間委託等の推進、指定管理者制度の活用（123施設）

　■行政サービスの向上・効率化につながる31項目の取り組み

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■未利用財産の売り払いや貸し付け 　■公文書などの管理

情報室では庁内外の刊行物も閲覧できます

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．事務処理が適切に行われていないから

問25.健全な財政運営や効果的・効率的な行政運営が行われている問25.健全な財政運営や効果的・効率的な行政運営が行われている問25.健全な財政運営や効果的・効率的な行政運営が行われている問25.健全な財政運営や効果的・効率的な行政運営が行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．市の財政状況に不安があるから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．行政運営の効率化がすすんでいないから

ｃ．事業の効果やコストが分からないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

　■市税等の収納率向上対策の実施 　■市民向け台所事情の作成・公表

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｄ．その他(                                  　　　                )

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

市役所のロビー広告 市民参加による公共施設の課題や解決策の検討の様子

※公共施設マネジメント

老朽化が進んでいる公共施設や道路や橋といったインフラを、

長期的かつ計画的に、管理・活用するための仕組み。

　■政策・施策評価の実施

など

問26.市民に信頼される行政事務が行われている問26.市民に信頼される行政事務が行われている問26.市民に信頼される行政事務が行われている問26.市民に信頼される行政事務が行われている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．公共施設の管理が適切に行われていないから

ｃ．個人情報の保護が十分でないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444

　■監査等の実施 　■地元企業への優先的な発注 など

そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

市が取り組んでいる主な仕事

■自主財源の確保

市の印刷物や庁舎内への広告掲載など、自主財源

の確保に取り組んでいます。

■公共施設マネジメントの推進

老朽化が進んでいる公共施設などを計画的に管理・

活用するための計画づくりをすすめています。

取組みの効果額

27,223千円（Ｈ26）

市が取り組んでいる主な仕事

■個人情報保護に関する取り組み

個人情報保護条例などに基づき、情報セキュリティ環境

の整備や職員研修などを通じ、個人情報の適正な取扱いを

確保しています。

また、個人情報の開示請求などに対応しているほか、市

役所５階の情報室において、個人情報取扱事務登録簿を備

え、個人情報保護に関する相談を受け付けています。



問10.日常生活において、犯罪にあうことなく安心して暮らせる問10.日常生活において、犯罪にあうことなく安心して暮らせる問10.日常生活において、犯罪にあうことなく安心して暮らせる問10.日常生活において、犯罪にあうことなく安心して暮らせる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．防犯に関する意識が低いから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．暗がりや人目につきにくい場所があるから

ｃ．身近なところで不審者や空き巣などが発生しているから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．地域で見守る防犯活動が十分でないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｅ．その他(                                  　　　                )

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■防犯関係団体活動への支援 　■ホームページ等による防犯情報の提供 など

【Ｃ－１】

市が取り組んでいる主な仕事

■防犯パトロールの実施

市内の防犯パトロールを実施しています。

■町内会防犯灯の設置支援

町内会による防犯灯の設置を支援しています。

【市民実感】について、お聞きします。
◆問10～25について、あなたの実感（イメージでもかまいません）に最も近い選択肢を１つ

選んで番号に○をつけてください。

◆３（あまりそう思わない）と４（そう思わない）を選択した場合は、その理由として最も

近い選択肢を１つ選んで記号に○をつけてください。

◆「その他」の場合は、（ ）内にその理由をお書きください。

平成28年度市民まちづくりアンケート

調査票 Ｃ（案）

資料資料資料資料４４４４



　■健康相談などの保健指導の実施 　■インフルエンザなどの任意の予防接種費用の助成 など

問12.高齢者が地域で生き生きと暮らせる問12.高齢者が地域で生き生きと暮らせる問12.高齢者が地域で生き生きと暮らせる問12.高齢者が地域で生き生きと暮らせる

1111

ｂ．在宅の福祉サービスが利用しにくいから

ｃ．老人ホームなどの施設が不足しているから

託児つきがん検診の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　　　平成26年度 予防接種の実績

問11.各種検診の受診や保健指導などにより、健康に暮らせる問11.各種検診の受診や保健指導などにより、健康に暮らせる問11.各種検診の受診や保健指導などにより、健康に暮らせる問11.各種検診の受診や保健指導などにより、健康に暮らせる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．健康づくりに対する関心がないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．各種検診や健康診査を受診しやすい環境が整っていな

　　いから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｃ．予防接種が受けやすい環境が整っていないから

ｄ．気軽に健康相談できるところがないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない ｅ．その他(                                  　　　                )

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．高齢者を地域で支える環境が整っていないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う

高齢者バス無料乗車証の実績 特別養護老人ホーム（地域密着型）とグループホームの定員数

【Ｃ－２】

　■「きづきネットワーク」など高齢者の見守り体制の強化 など

　■介護予防事業の実施 　■ひとり暮らし高齢者の訪問活動の実施

　■地域包括支援センターの運営 　■高齢者への虐待防止の取り組み

そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．社会参加の機会が少ないから

2222

市が取り組んでいる主な仕事

■検診の実施

健康診断やがん・結核・肝炎ウィルス検診では、お子様

連れの方のために、「託児つき検診」も実施しています。

■予防接種の実施

各種予防接種を実施しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■高齢者バス無料乗車証の交付

70歳以上の高齢者のバス利用を無償化し、社会

参加や健康づくりを支援しています。

■高齢者のための居住施設の整備

老人ホームなどを整備しています。

3

麻しん・風しん混合

2,638 BCG 1,321

不活化ポリオ 884 子宮頸がん

二種混合 1,117 小児用肺炎球菌 5,337

三種混合 381 ヒブ 5,244

（人）

四種混合 5,222 水痘 2,193

年度 交付者数
（人）

利用者数
（延・人）

H24年度 15,820 820,556

H25年度 17,532 935,737

H26年度 19,111 981,199



地域子育て支援センターの様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■妊婦・乳幼児健康診査の実施、訪問指導の実施

　■乳幼児等医療費・ひとり親家庭等医療費の助成

　■「子育てメール通信」の配信

　■幼稚園の教育環境の充実、保育料・入園料に対する支援

　■特定不妊治療費の助成

など

問14.ものづくり産業に活気がある問14.ものづくり産業に活気がある問14.ものづくり産業に活気がある問14.ものづくり産業に活気がある

2222

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．子育てに関する情報が不足しているから

ｃ．子育てと仕事を両立できる職場環境が整っていないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．経済的な不安があるから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

問13.安心して子どもを生み育てることができる問13.安心して子どもを生み育てることができる問13.安心して子どもを生み育てることができる問13.安心して子どもを生み育てることができる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．利用したい保育サービスが受けられないから

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．地元の資源を活かした新製品の開発が少ないから

ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．地元製品の市場拡大がすすんでいないから

ｃ．製造業の設備投資、企業立地がすすんでいないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

【Ｃ－３】

　■知的財産の活用促進をはかるための相談会、セミナー等の実施 など

　　　　　　　地域の農産物を使った製品 マレーシアでの食品展示会の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■（公財）とかち財団による研究開発支援 　　　　　■企業立地の促進

市が取り組んでいる主な仕事

■保育所での保育の実施

保育所の管理・運営により、安定した保育サービ

スを提供しています。

■育児相談や遊び場の提供■育児相談や遊び場の提供

地域子育て支援センターにおいて、児童相談、遊び

場の提供などに取り組んでいます。

市が取り組んでいる主な仕事

■製品開発、販路開拓などの支援

企業などによる新製品の開発や、国内外の販路開拓を支援しています。



など　■大学等の研究成果を活用した新たな事業の創出支援 　■農業者や企業などの人材交流、人材育成等促進

問16.自然や特産物など、地域の魅力を活かした観光振興が行われている問16.自然や特産物など、地域の魅力を活かした観光振興が行われている問16.自然や特産物など、地域の魅力を活かした観光振興が行われている問16.自然や特産物など、地域の魅力を活かした観光振興が行われている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．観光イベントに魅力がないから

ｃ．観光情報の発信やＰＲが不足しているから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

フードバレーとかちのロゴマークがついた商品公的研究機関と企業の共同開発商品

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．地元の企業と大学の連携がすすんでいないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

ｃ．新たに開発された地元製品のPRが不足しているから

ｄ．具体的な取り組み内容が分からないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

ｅ．その他(                                  　　　                )

問15.企業が大学などと連携し、新たな製品開発が行われている問15.企業が大学などと連携し、新たな製品開発が行われている問15.企業が大学などと連携し、新たな製品開発が行われている問15.企業が大学などと連携し、新たな製品開発が行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．地元の農業者と商工業者等との連携がすすんでいないから

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．魅力ある観光地が少ないから

平原まつりの様子 台湾での観光プロモーションの様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

【Ｃ－４】

　■幸福駅などの観光拠点の魅力づくり 　■物産展の開催、とかち物産センターへの支援

　■とかち観光情報センターの運営 　■観光ポスター・パンフレットの作成・配布 など

市が取り組んでいる主な仕事

■産業間の連携支援

事業者と研究機関との連携による製品開発を支援

しています。

■地場農産物の付加価値向上・販路拡大

十勝産食材を使用した商品のＰＲや販路拡大を促進

しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■三大まつり等開催事業

帯広三大まつり（平原まつり、菊まつり、氷まつ

り）などの開催を支援しています。

■国内外での観光プロモーションの実施

国内外で、観光客の誘致活動を行っています。



問17.公園、街路樹などが良好に管理され、身近に緑や花に親しむことができる問17.公園、街路樹などが良好に管理され、身近に緑や花に親しむことができる問17.公園、街路樹などが良好に管理され、身近に緑や花に親しむことができる問17.公園、街路樹などが良好に管理され、身近に緑や花に親しむことができる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．身近なところに公園が少ないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．身近なところに緑が少ないから

ｃ．公園の管理が十分に行われていないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．街路樹の管理が十分に行われていないから

ｅ．緑化に関する意識が低いから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない ｆ．その他(                                  　　　                )

フラワー通り整備事業の様子 街路樹の剪定の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■公園・緑地の整備 　■帯広の森の整備及び利活用

　■街路樹の健全度調査（点検） 　■慶事記念樹贈呈事業の実施 など

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．住宅地の価格が高いから

問18.快適で住みやすい居住空間が確保されている問18.快適で住みやすい居住空間が確保されている問18.快適で住みやすい居住空間が確保されている問18.快適で住みやすい居住空間が確保されている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．住宅や住宅地に関する情報が少ないから

ｃ．公営住宅を希望しても入れないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

【Ｃ－５】

平成27年に建て替えた「大空団地３街区光１号棟」

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■民間事業者による小規模な開発行為に対する支援 　■住まいに関する情報の提供 など

市が取り組んでいる主な仕事

■公園の管理運営・街路樹の維持管理

公園や帯広の森などの維持管理や、街路樹の剪定を

行っています。

■花いっぱい推進事業

フラワー通り整備や花壇コンクールなどを通じ、

市民主体による花の植栽などを支援しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■住環境の充実にむけた取り組み

住宅の取得や改修費用の一部を助成しています。

■公営住宅の管理・整備

公営住宅の維持修繕や建て替えなどを行い、良好

な住環境を提供しています。

平成26年度の主な実績

◎おびひろ住宅づくり奨励金 250件

　　　※ 若年世帯の住宅取得に40万円を助成

◎住宅リフォームの助成 198件

　　　※ 20万円以上の改修工事に10万円を助成



問19.幹線道路や生活道路が整備されており、安全に通行できる問19.幹線道路や生活道路が整備されており、安全に通行できる問19.幹線道路や生活道路が整備されており、安全に通行できる問19.幹線道路や生活道路が整備されており、安全に通行できる

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．整備されていない道路があるから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．道路が適切に維持管理されていないから

ｃ．道路や歩道の除雪が十分でないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

　　　　　　　　　　橋りょうの補修の様子 除雪作業の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■特殊舗装道路の改良、道路側溝の整備 　■町内会を主体とする「パートナーシップ除排雪」の促進

　■自転車・歩行者道の利用環境の整備 など

問20.小学校・中学校において充実した教育が行われている問20.小学校・中学校において充実した教育が行われている問20.小学校・中学校において充実した教育が行われている問20.小学校・中学校において充実した教育が行われている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．子どもの学力が低下しているから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．子どもの体力が低下しているから

ｃ．子どもの道徳心が育っていないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．教師の指導力が不足しているから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

郷土体験学習（施設見学）の様子 自然体験学習（川流れ体験）の様子

【Ｃ－６】

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■リーダーとなる教師の育成 　■地域特性を活かした教材の研究 など

市が取り組んでいる主な仕事

■橋りょうの補修

安全な交通を確保するため、橋りょうの補修や

点検、長寿命化に取り組んでいます。

■市道の除雪

除雪により、安全で円滑な交通の確保に取り組ん

でいます。

市が取り組んでいる主な仕事

■郷土体験学習の実施

地元の基幹産業などについて体験的に学ぶ「郷土

体験学習」を行っています。

■自然体験学習の実施

ふるさとの自然について体験的に学ぶ「自然体験学

習」を行っています。



問21.大学や専修学校など、高度な教育を受けることができる環境が整っている問21.大学や専修学校など、高度な教育を受けることができる環境が整っている問21.大学や専修学校など、高度な教育を受けることができる環境が整っている問21.大学や専修学校など、高度な教育を受けることができる環境が整っている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．地元の大学などに学びたい分野（学部、学科、コース）が

　　ないから

　■総合体育館の改築 など

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｃ．働きながら学ぶことのできる環境が整っていないから

ｄ．地域産業を支える人材育成の取組みが充実していないから

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない
ｅ．大学などを活用した市民の生涯学習機会が充実していないから

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．大学や短大、資格を取得できる専修学校が少ないから

ｆ．その他(                                  　　　                )

帯広畜産大学のまちなか活動拠点（十勝カレッジSILO） 帯広畜産大学産業動物臨床棟（平成27年10月完成）

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■地域発展に必要な高等教育機関の整備・充実に向けた検討（とかち高等教育推進まちづくり会議の開催）

　■帯広畜産大学との包括連携協定に基づく各種事業の推進 など

問22.スポーツを楽しむことができる環境が整っている問22.スポーツを楽しむことができる環境が整っている問22.スポーツを楽しむことができる環境が整っている問22.スポーツを楽しむことができる環境が整っている

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．スポーツに親しむことができる機会が少ないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．スポーツ教室・講習会などに魅力がないから

ｃ．スポーツ施設が利用しにくいから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｄ．一流選手が出場する大会などが少ないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

スケート教室 フードバレーとかちマラソン

【Ｃ－７】

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■スポーツ少年団への支援、指導者育成の支援 　■プロスポーツや全国・全道大会の誘致、開催支援

　■小・中学校の体育館の地域への開放 　■体育施設やパークゴルフ場の管理・運営

市が取り組んでいる主な仕事

■高等教育機関との連携

帯広畜産大学をはじめとする高等教育機関と連携し、地域の発展に必要な人材育成や、教育機関の整備・充実に

取り組んでいます。

市が取り組んでいる主な仕事

■スポーツ大会の開催

フードバレーとかちマラソンなどのスポーツ大会を

開催しています。

■各種スポーツ教室の開催

水泳やパークゴルフ、スケートなど、各種スポー

ツ教室を開催しています。



問23.誰もが利用しやすいユニバーサルデザインによるまちづくりが行われている問23.誰もが利用しやすいユニバーサルデザインによるまちづくりが行われている問23.誰もが利用しやすいユニバーサルデザインによるまちづくりが行われている問23.誰もが利用しやすいユニバーサルデザインによるまちづくりが行われている

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
　　ないから

ｂ．住宅や店舗などの民間施設のＵＤ化がすすんでいないから

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない

　■森の交流館・十勝における国際交流イベントの実施

ｃ．市民一人ひとりの思いやりや支え合いの意識が低いから

ｄ．障害のある人や高齢者などに配慮した行政サービスの提供

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない
　　が行われていないから

ｅ．その他(                                  　　　                )

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．道路や公園、市役所などの公共施設のＵＤ化がすすんでい

など

問24.国内や国外の都市と人や文化の交流が活発に行われている問24.国内や国外の都市と人や文化の交流が活発に行われている問24.国内や国外の都市と人や文化の交流が活発に行われている問24.国内や国外の都市と人や文化の交流が活発に行われている

　■ＵＤ住宅の新築・改造に対する資金貸付・補助

ＵＤ講座や車イス体験の実施 段差のない平らな入口（豊成小学校）

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない ｅ．その他(                                  　　　                )

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．国内や国外の各都市との交流が活発でないから

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．国内や国外の各都市との交流に関する内容がよく分からな

　　いから

※ユニバーサルデザイン（ＵＤ）

年齢、性別、身体的能力、障害の有無、国籍など、人の持つ様々な違いに関わらず、はじめから、できる限り

多くの人にとって利用しやすいように、まち・もの・環境などをつくること。手すりの設置や段差の解消な

ど、社会の中の様々な障害を取り除く「バリアフリー｣も含まれます。

【Ｃ－８】

など

　　　　　　　　　　　大分市との交流の様子 姉妹都市のスワード市に飾られている本市の壁画

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■東京帯広会・関西帯広会との交流 　■国際交流員や外国人講師による異文化紹介

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
ｃ．参加したい異文化交流の機会が少ないから

ｄ．異文化交流の機会を知らないから

4444

市が取り組んでいる主な仕事

■ユニバーサルデザインの意識啓発

幅広い年代を対象とした講座などの開催を通じ

て、ＵＤの普及・啓発に取り組んでいます。

■ユニバーサルデザインに基づく公共施設の整備

誰にでも利用しやすいように、道路や公園、公共施設を

整備しています。

市が取り組んでいる主な仕事

■国内外の姉妹都市との交流

国内外の姉妹都市（大分市・徳島市・松崎町、スワード市・マディソン市（アメリカ）、朝陽市（中国））との

交流をすすめています。



　■道内観光地との連携（ルートづくりなど） 　■管内町村や道内各都市と連携した国や北海道への要望活動

2222 ややそう思うややそう思うややそう思うややそう思う
ｂ．十勝管内町村と連携した事業がよく分からないから

ｃ．道内各都市と連携・交流している事例がよく分からな

3333 あまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わないあまりそう思わない
　　いから

ｄ．その他(                                  　　　                )

4444 そう思わないそう思わないそう思わないそう思わない

1111 そう思うそう思うそう思うそう思う
３または４を選んだ理由を１つ選んで○をつけてください。

ａ．十勝管内町村と連携した事業が少ないから

問25.十勝管内町村との広域事業や、道内各都市と連携・交流が行われている問25.十勝管内町村との広域事業や、道内各都市と連携・交流が行われている問25.十勝管内町村との広域事業や、道内各都市と連携・交流が行われている問25.十勝管内町村との広域事業や、道内各都市と連携・交流が行われている

【Ｃ－９】

　■道東５空港連携による利用促進 など

一般廃棄物中間処理施設（くりりんセンター） とかち広域消防事務組合設立協議書合同調印式の様子

　このほか、次のような仕事にも取り組んでいます。

　■十勝定住自立圏の協定に基づく各種事業の推進（地域医療体制の充実、保育所の広域入所の充実など）

■管内町村との共同による事業の実施

フードバレーとかちの推進や消防業務の共同処理、図書館の広域利用、ごみやし尿処理施設の運営などについ

て、十勝管内の町村と連携しながら取り組んでいます。

市が取り組んでいる主な仕事
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１１１１．．．．市民市民市民市民まちづくりアンケートについてまちづくりアンケートについてまちづくりアンケートについてまちづくりアンケートについて    

    

（（（（１１１１））））    趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・役割役割役割役割    

  

 

 

 

 

 

 

    

（（（（２２２２））））    内内内内    容容容容    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 市民まちづくりアンケートは、六期総を構成する約７００の事務事業を束ねる５０の

施策について、市民がどのように実感しているのか、客観的に把握するためのものです。 

 

○ アンケートの結果は「政策・施策評価」を客観的・効果的に行うために使用するほか、

担当部署において詳細に分析するなど、次のアクションにつながるように活用していま

す。 

○ 対象者は、帯広市を３つの層（地区・年齢・性別）に分け、各々の構成比率に基づき、

無作為に２０歳以上の男女４，５００人を抽出しています。 

 

○ 市民の実感が低い要因を把握し、行政の取り組みの改善につなげるため、設問毎に「追

加設問」を設けているほか、市民がイメージしやすいように、「市が取り組んでいる主

な仕事」を掲載しています。 

 

○ 調査票をＡ・Ｂ・Ｃの３つ（１，５００人×３）に分け、一人あたりの回答数を少な

くすることで、回答者の負担軽減と回収率の向上を図っています。 

 

○ アンケートは、５月末日を回答期限として、５月上旬に配付する予定です。 

 

○ アンケート結果の公表は８月頃を予定しています。 

資料５ 



2 

 

    

２２２２．．．．主主主主なななな変更点変更点変更点変更点についてについてについてについて    

（（（（１１１１））））    変更変更変更変更のののの背景背景背景背景    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

（（（（２２２２））））    対応方向対応方向対応方向対応方向    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※※※※平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度とととと従前従前従前従前のののの比較比較比較比較    

    アンケートアンケートアンケートアンケートのののの送付送付送付送付部部部部数数数数    調査票調査票調査票調査票ののののページページページページ数数数数    
1111 人人人人あたりのあたりのあたりのあたりの    

設問数設問数設問数設問数    

従前従前従前従前    
3,000 通 

〈1,500 通×2（A票・B票）〉 
9ページ 25 問 

H28H28H28H28 年度年度年度年度    
4,500 通 

〈1,500 通×3（A票・B票・C票）〉 
9ページ 16～17問 

 

（（（（３３３３））））    そのそのそのその他他他他    

  

 

    

 

 

 

 

 

 

○ 全５０の設問のうち、特に、日常生活の中で接する機会の少ない項目については、よく分か

らないため回答できない、という声が回答者から寄せられています。 

 （例：消火活動や救急活動が迅速に行われているかどうか 等） 

 

○ このため、補足情報として、設問ごとに「市が取り組んでいる主な仕事」欄を設け、毎年充

実を図ってきているところですが、文字情報のみのため、具体的にイメージすることが難しい

のが実情となっています。 

○ 全ての設問に、写真やグラフなどの補足情報を掲載し、市が取り組んでいる仕事等を具体

的にイメージしやすいよう工夫します。 

 

○ 「市が取り組んでいる主な仕事」欄を充実することで、アンケート全体の枚数が増すため、

一人あたりが回答する設問数を減らし、負担感を軽減します。 

 

○ アンケートの送付部数を 3,000 通から 4,500 通に増やすことで、一人あたりが回答する設問

数を減らしつつ、設問あたりの回答者数を 1,500 人に維持します。 

 

 

 

 

 

 

 

○ アンケートの設問項目は、第六期総合計画を策定した際に「市民実感度調査項目」として

設定されたものであり、変更することはできません。 

 

○ 市民実感が低い要因を分析するために設けている「追加設問」については、行政の取組み

の改善につなげるため、アンケートの継続性が損なわれない範囲で変更することが可能です。 

※現時点では、平成 28年度に変更する予定はありません。 



 

（（（（４４４４））））調査票調査票調査票調査票

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成

平成平成平成平成

調査票調査票調査票調査票のののの変更変更変更変更

 

平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    

平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度    

変更変更変更変更イメージイメージイメージイメージ    
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【【【【課題課題課題課題】】】】

「市が

字情報のみのため

 

【【【【改善点改善点改善点改善点

写真

回答者

】】】】    

が取り組んでいる

のみのため、回答者

改善点改善点改善点改善点】】】】    

写真やグラフ

回答者がイメージしやすいよう

んでいる主な仕事

回答者に伝わりづらい

やグラフ等で分かりやすく

がイメージしやすいよう

仕事」欄が文

わりづらい。

かりやすく示し

がイメージしやすいよう工夫。

文

。 

し、

。 


