
【町内にお住まいの方へ】【町内にお住まいの方へ】【町内にお住まいの方へ】【町内にお住まいの方へ】    

公共交通に関するアンケート調査 

ご協力のお願い 

平素より、府中町行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

本町での公共交通をより便利で使いやすいものにするため、町内にお住まいの方を対

象として、『公共交通に関するアンケート調査』を実施することとしました。    

将来にわたり、将来にわたり、将来にわたり、将来にわたり、地域のみなさまにとって地域のみなさまにとって地域のみなさまにとって地域のみなさまにとって、、、、より良い公共交通より良い公共交通より良い公共交通より良い公共交通ととととしていくためのしていくためのしていくためのしていくための貴重な貴重な貴重な貴重な

データ、データ、データ、データ、ご意見となりますご意見となりますご意見となりますご意見となります。 

お忙しい中、大変恐縮ではございますが、本調査の趣旨をご理解いただき、アンケー

ト調査へのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．アンケート調査票記入にあたってのお願い 

・アンケート調査票を受け取った方がご回答ください。ただし、ご自身でのご

記入が困難な方は代理の方でも構いません。 

・ご回答は、同封のアンケート調査票に直接ご記入下さい。 

 ご記入方法は、選択肢に○を付けるか、（  ）内等に直接文字又は数字を

ご記入ください。 

 

２．アンケート調査票の回収について 

・ご記入いただいたアンケート調査の回収は、同封の返信用封筒に入れポスト

に投函してください。※切手は不要です。 

 

ポストへの投函期日：平成 31 年 1 月●日（●） 

 

３．調査結果の取り扱いについて 

・ご回答いただいた内容は、本調査の目的以外には一切使用いたしません。 

【調査実施主体】【調査実施主体】【調査実施主体】【調査実施主体】府中町公共交通協議会 

【お問合せ先】【お問合せ先】【お問合せ先】【お問合せ先】    

〒735-8686 安芸郡府中町大通三丁目 5 番 1 号 

府中町公共交通協議会 事務局 

府中町 建設部 都市整備課  担当：相原 

電話（082）286-3181  FAX（082）287-2668 

kaihara
タイプライターテキスト
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あなたご自身のことについて教えてください。

① ）

② 1. 男性 2. 女性

③ （ ） 歳

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. その他（ ）

1. 2. 3.

4. 5. その他（ ）

1. 2. 自家用車（家族の送迎）

3. バイク・原付 4. 自転車 5. 電動カート

6. その他（ ） 7.

1.

買物・病院などの日常生活の便利さ

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

その他（ ）

① 1. 2. 3.

② 1. 2. 3.

駅まで歩いて （ ） 分程度

バス停まで歩いて （ ） 分程度

1. 2.

3. 4.

③ 1. 2. 3.

1. 2.

3. 4.

5. 6. その他（ ）

1.

2.

3.

4.

5.

⑥

利用可能な移動手段（公共交

通・徒歩を除く）は？

（複数選択可）

自家用車（自ら運転）

⑤

車やバイクの利用が難しくなっ

た場合、公共交通を中心とした

移動に転換できますか？

⑦

住まいの周辺環境に求めるもの

は？

（３つまで選択可）

近所づきあいや地域コミュニティ

問題なくできると思う

不便ではあるが、何とかできると思う

わからない

既に公共交通での移動が中心である

今の公共交通の利用環境だとできないと思う

家族に送ってもらう

外出を控える

公共交通の利用しやすさ

自然環境の豊かさや景観の美しさ 防犯や防災などの安全性

保育や教育などの子育て環境 文化・スポーツ活動の場

⑤ あなたの世帯構成は？

あなたの性別は？

あなたの年齢は？

④ あなたのご職業は？

会社員・公務員

専業主婦・主夫

単身

２ページにお進みください。

④

①

問２

問３

②

わからない

保有する運転免許証は？

（複数選択可）

運転免許証を保有している方に

お聞きします。運転に不安を感

じるようになった場合、運転免

許証を自主返納しますか？

返納する 返納しない

ほとんどない

ご自宅から最寄りの駅・バス停

までの所要時間は？

公共交通の利用のしやすさにつ

いて、あなたの満足度は？

公共交通に関するアンケート調査票

町丁目・字名までご記入

ください

府中町（あなたのお住まいは？

問１

親と子供世帯 三世代同居

持っていない

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ

自動車免許 自動二輪・原付免許

無職

自営業・農業

高校生大学生

夫婦のみ

あなたの運転免許証の保有状況などについて教えてください。

公共交通・徒歩以外の手段はない

徒歩や自転車を利用する

近所の人に送ってもらう

あなたの公共交通（ＪＲ・バス等）の利用環境や満足度について教えてください。

③で「よくある」「時々ある」

と回答した方にお聞きします。

そのような時、どのように対応

されていますか？

タクシーを利用する

公共交通が利用しにくいことで

外出に困ることがありますか？

よくある 時々ある

満足

どちらかと言えば不満

どちらかと言えば満足

不満
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あなたの通勤・通学時の移動について教えてください。 ⇒ 通勤・通学されていない方は問５へ

① 1. 週に（ ） 日程度 2. 週に1日未満

1. 府中町内 2. 3.

4. その他広島市 （ ） 区

5. その他の市町 （ ）

1. 2. 3. 4.

5. タクシー 6. 7.

8. 9. 10. その他（ ）

）

）⇒ 通勤・通学先

（ ） ⇒ （ ）

（ ）

あなたの買い物時の移動について教えてください。 ⇒ ご自身で買い物をされない方は問６へ

① 1. 週に（ ） 日程度 2. 週に1日未満

1. 府中町内 2. 3.

4. その他広島市 （ ） 区

5. その他の市町 （ ）

1. 2. 3. 4.

5. タクシー 6. 7.

8. 9. 10. その他（ ）

④ 1. 平日 2. 3. 4.

あなたの通院や福祉施設利用時の移動について教えてください。⇒

① 1. 週に（ ） 日程度 2. 週に1日未満

1. 府中町内 2. 3.

4. その他広島市 （ ） 区

5. その他の市町 （ ）

1. 2. 3. 4.

5. タクシー 6. 7.

8. 9. 10. その他（ ）

65歳以上の方へお尋ねします。

1. 2. 3.

4. 5. 6. その他（ ）

1. 2. 3.

4. 5. 6. その他（ ）

1.

2.

3.

4.

通勤・通学の時間帯は？

また平均的な帰宅時間は？

帰宅・平均 ：

自宅・出発 ：

買い物に行く頻度は？

通院等されていない方は問７へ

③

高齢化が進む中、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾀ

ﾌﾞﾚｯﾄを活用した外出・生活支

援の事例が増えています。

あなたのｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾀﾌﾞﾚｯﾄの利

用状況は？

すでに利用している。

今は利用していないが、今後利用しようと思っている。

利用したいが、使い方が分からないので利用していない。

利用しようとは思わない。

ＪＲ 路面電車 路線バス つばきバス

自家用車 原付・バイク

ＪＲ 路面電車

徒歩

）⇒（

②

行政が行う高齢者の外出支援と

して、最も妥当と思う頻度は？

ほぼ毎日 週に3～4日 週に1～2日

1ヶ月に数日

自転車 徒歩

問４

問５

②

⑤

③

通勤・通学先は？

通勤・通学の頻度は？

広島駅周辺八丁堀・紙屋町周辺

②への移動手段は？

（複数選択可）

路面電車

自家用車

自転車

ＪＲ つばきバス

④

③で複数回答された場合、

その順番は？

⇒（

自宅　⇒（ ）⇒（

）⇒（

）⇒（

３ページにお進みください。

広島駅周辺

③

②への移動手段は？

（最も利用するものを1つ）

問６

病院や福祉施設に行く頻度は？

②

③

②への移動手段は？

（最も利用するものを1つ）

よく買い物に出かける曜日は？

よく行く病院または福祉施設の

所在地は？

② よく行くお店の所在地は？

八丁堀・紙屋町周辺

年に数日

八丁堀・紙屋町周辺 広島駅周辺

土曜日 日曜・祝日

路線バス

原付・バイク

通勤通学先・到着 ：

問７

①

現在、どの位の頻度で外出して

いますか？

ほぼ毎日 週に3～4日 週に1～2日

1ヶ月に数日

不定期

自転車 徒歩

年に数日

路線バス つばきバス

自家用車 原付・バイク

）⇒（

）⇒（
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. 路線、時刻、乗り換え等の情報がわかりにくい

2. 他の公共交通機関との乗り継ぎが不便

3. 混雑で座れない時がある

4. 駅での移動（段差等）が大変

5. 利用したい時間帯に便が少ない

6. 駅の近くに駐車場や駐輪場が少ない

7. その他（ ）

1. 増えると思う　【②で改善してほしい項目の優先順位】

優先順位 （ ）⇒（ ）⇒（ ）

2. 変わらないと思う

理由（ ）

3. わからない

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. 2.

3. 300～400円なら利用する 4.

5. 100～200円なら利用する 6.

7. 8.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. その他（ ）

1. 増えると思う　【②で改善してほしい項目の優先順位】

優先順位 （ ）⇒（ ）⇒（ ）

2. 変わらないと思う

理由（ ）

3. わからない

利用しない

無料なら利用する

200～300円なら利用する

わからない

1ヶ月に数日 年に数日 利用していない

ほぼ毎日 週に3～4日 週に1～2日

1ヶ月に数日 年に数日 利用していない

問８ ＪＲの利用についてお尋ねします。

②

仮にお住まいの地域にデマンド

交通（乗合タクシー等）が導入

されるとして、どの位の価格設

定であれば利用すると思います

か。

②の不満点が解消された場合、

ＪＲの利用頻度は増えると思い

ますか？

ＪＲのサービスについて

・「利用している方」は、不便

や不満に感じる点は？

・「利用していない方」は、利

用しない理由として、あてはま

るものは？

（３つまで選択可）

問９ タクシーの利用についてお尋ねします。

③

②

① ＪＲの利用頻度は？

ほぼ毎日 週に3～4日 週に1～2日

４ページにお進みください。

②

路線バスのサービスについて

・「利用している方」は、不便

や不満に感じる点は？

・「利用していない方」は、利

用しない理由として、あてはま

るものは？

（３つまで選択可）

③

②の不満点が解消された場合、

路線バスの利用頻度は増えると

思いますか？

路線、時刻、乗り換え等の情報がわかりにくい

他の公共交通機関との乗り継ぎが不便

混雑で座れない時がある

利用したい時間帯に便がない

運行便数が少ない

バス停の待合環境が悪い

自宅または目的地からバス停までの移動が大変

目的地までの所要時間が長い

運行ルートが目的地を経由しない

時刻表の時間から遅れることがある

問10 路線バス（広電バス・広島バス・芸陽バス）の利用についてお尋ねします。（つばきバスを除く）

①

① 路線バスの利用頻度は？

ほぼ毎日 週に3～4日 週に1～2日

1ヶ月に数日 年に数日 利用していない

500円以上でも利用する 400～500円なら利用する

タクシーの利用頻度は？
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① 1. 2.

1. 2.

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. その他 （ ）

③ 目的地または施設（ ）

④ 1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. その他（ ）

1. 増えると思う　【①で改善してほしい項目の優先順位】

優先順位 （ ）⇒（ ）⇒（ ）

2. 変わらないと思う

理由（ ）

3. わからない

1.

2.

3.

4.

5.

6.

わからない

7.

その他（ ）

① つばきバスの利用頻度は？

ほぼ毎日 週に3～4日 週に1～2日

②

つばきバスを利用する主な外出

目的は？

問11 つばきバスの利用についてお尋ねします。

つばきバスをご存じですか？ 知っている 知らない

⇒問12,13をご回答ください ⇒問13をご回答ください

問12 問11で「利用している」と回答された方は、以下の質問にお答え下さい。

通勤・通学 買い物

つばきバスの利用状況は？

1ヶ月に数日

問13 つばきバスサービスについて、あなたのお考えを教えてください。

問14

自宅または目的地からバス停までの移動が大変

目的地までの所要時間が長い

現状の運賃・税負担・サービス水準を維持する。

運賃を値上げし、税負担を軽減する。（サービス水準は維持）

サービス水準を下げ、税負担を軽減する。（運賃は維持）

税負担を増やし、サービス水準を向上させる。（運賃は維持）

路線、時刻、乗り換え等の情報がわかりにくい

他の公共交通機関との乗り継ぎが不便

混雑で座れない時がある

運行ルートが目的地を経由しない

時刻表の時間から遅れることがある

①

つばきバスのサービスについて

・「利用している方」は、不便

や不満に感じる点は？

・「利用していない方」は、利

用しない理由として、あてはま

るものは？

（３つまで選択可）

②

②の不満点が解消された場合、

つばきバスの利用頻度は増える

と思いますか？

各種手続き等 習い事

バス停の待合環境が悪い

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。

利用している

利用していない

年に数日

通院

②

つばきバスの利用満足度は？ 満足

どちらかと

言えば満足

どちらかと

言えば不満

不満

③

府中町の公共交通へのご意見・ご要望がありましたら、ご自由にお書きください。

つばきバスの運行費用は、運賃

（1回につき100円）で30％が

賄われており、残りの70％は税

金（年間約4千万円）で負担し

ています。

つばきバス運行の負担割合と

サービス水準（便数等）のあり

方について、あなたのお考え

は？

運賃を値上げし、サービス水準を向上させる。（税負担は維持）

利用したい時間帯に便がない

運行便数が少ない

主な目的地または施設は？

趣味や余暇
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