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アンケート調査結果の報告（概要）
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報告内容

１．調査の概要

２．主なアンケート結果

2-1 現在の行動様式・ライフスタイル

2-2 生活環境・居住環境に対する現状認識

2-3 将来の暮らしに対するニーズ・価値観

３．まとめ
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アンケート調査の概要 三田市 心のふれあう田園文化都市

１．調査の概要

調査エリア ：フラワータウン全域（４住区）

調査対象 ：世帯主またはそれに準じる方

回答方法 ：郵送及びWEBサイトによる回答

配布数 ：6,000件（４住区の人口比率に基づきポストイン）

回収数 ：2,858件（郵送：2,114件、WEBサイト：744件、回収率：47.6％）
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アンケート項目（一覧） 三田市 心のふれあう田園文化都市

１．調査の概要

回答者の属性

性別 年齢 居住地区 世帯構成 同居者

職業 通勤・通学先 通勤・通学手段 住まいの種類 居住年数 以前の住所

現状満足度

（マクロ指標）
生活満足度 定住意向

転居候補
（地域・住宅種別）

生活環境・住環境

の認識・評価

日用品の購入し

やすさ

医療サービスの

利用しやすさ

健康・福祉サービ

スの利用しやすさ

公共交通

の利用しやすさ

公共インフラ

の利用しやすさ

地域コミュニティ

の認識・評価

家族・友人

との距離

住民間の助け合い

（互助機能）

地域づくり活動

の有無

地域づくり活動へ

の参加頻度

地域づくり

活動への参加意向

（参加者側）

地域づくり活動へ

の参加意向

（企画者側）

ライフスタイル・

行動様式の把握

外出頻度
外出時の

移動手段

よく利用する

日用品・食料品店

よく利用する

カフェ・喫茶店

よく利用する

レストラン

よく利用する

病院・クリニック

フラワータウン

の魅力の把握

フラワータウンの

魅力（域外にア

ピールできる点）

今後の

フラワータウンに

必要な取組み

公共空間の

利活用ニーズの把握

（公園・道路・歩道）

市内でよく

利用する公園
公園の利用目的 公園の利用頻度

公園の

賑わい空間としての

利活用への賛否

公園の

利活用ニーズ

道路・歩道の

賑わい空間としての

利活用への賛否

道路・歩道の

利活用ニーズ

12

1 

AB

C

D

E

F

G

H,I

2 3 4 5 

6 

7 8

10 11

13 14 15

17

16

18 19

20 21 22

23

24

9

11

4



報告内容

１．調査の概要

２．主なアンケート結果

2-1 現在の行動様式・ライフスタイル

2-2 生活環境・居住環境に対する現状認識

2-3 将来の暮らしに対するニーズ・価値観

３．まとめ
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2-1 現在の行動様式・ライフスタイル①（外出の状況） 三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.通勤や通学以外での外出頻度を教えてください。

（外出頻度）





Q.外出時の移動手段をすべて選んでください。
（複数回答）

（外出時の移動手段）

 全体では「徒歩」「自動車」の割合がそれぞれ50％超

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では70歳代までは顕著な違いはないが、80歳代で

は自動車利用が急減、徒歩・公共交通が増加

（外出頻度）

 全体では「週２～４日程度」「週５日以上」を合わせた割合が

63％と外出頻度は高い。

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では20歳代～50歳代にかけて減少し、60・70歳代で増加。

80歳代で減少する。

（公園の利用状況）

 全体では「月1～３回程度」以上、利用する人が合計64％と公園

の利用頻度は高い傾向

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では30歳代～50歳代にかけて減少し、60・70歳代で増加。

80歳代で減少する。（外出頻度と同様な傾向）

Q.公園の利用頻度はどのくらいですか。
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2-1 現在の行動様式・ライフスタイル②（生活関連サービスの利用場所） 三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.よく利用する日用品・食料品店の場所を教えてください。
（複数回答）

Q.よく利用するレストランの場所を教えてください。
（複数回答）

（よく利用する場所【レストラン】 ）
 全体では特に高い項目はなく「神戸市北区」「三田市内（ロード

サイド）」の順に高い。また、めったに行かない層が32％を占め
ている。

 住区別では顕著な違いはないが、年代別では「ウッディ」「三田
市内（ロードサイド）」「神戸市北区」の割合が年齢増加ととも
に減少傾向

（よく利用する場所【日用品・食料品店】）

 全体ではフラワータウン内の施設を利用する割合が高い。

（イオン周辺：78.6％、それ以外：34.9％）

 住区別では顕著な違いはない。年代別では「ウッディタウ

ン」「神戸市北区」の割合が年齢増加とともに減少傾向

（よく利用する場所【病院・クリニック】 ）

 全体ではフラワータウン内の施設を利用する割合が高い。

（イオン周辺：50.3％、それ以外：44.7％）

 住区別、年代別でも全体と同様の傾向

Q.よく利用する病院・クリニックの場所を教えてください。
（複数回答）
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2-1 現在の行動様式・ライフスタイル③（コミュニティ活動への参加状況） 三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.地域づくり活動【自治会・まち協】にどれくらいの頻度で
参加していますか。

Q.地域づくり活動【ボランティア】にどれくらいの頻度で参
加していますか。

（地域活動への参加頻度【ボランティア活動】 ）

 全体では「参加していない」の割合が80.5％と高い。

参加する層についても、その参加頻度は著しく低い。

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では50歳代～70歳代にかけて参加頻度が増加傾向

（地域活動への参加頻度【自治会・まち協】）

 全体では「参加していない」の割合が57.6％と半数超。参加す

る層についても、その参加頻度は低い。

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では「年に数回程度」の割合が、40歳代～70歳代で若干

高い傾向
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報告内容

１．調査の概要

２．主なアンケート結果

2-1 現在の行動様式・ライフスタイル

2-2 生活環境・居住環境に対する現状認識

2-3 将来の暮らしに対するニーズ・価値観

３．まとめ
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まちなみが整っている（住宅地と商業地が混在なし）

2-2 現在の生活環境・居住環境に対する認識①（生活満足度・定住意向・FTの魅力）三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.現在の生活について、全体として、どの程度満足していま
すか。

（生活満足度）

 全体では「満足している」「まあ満足している」の割合
の合計が81.4％と生活満足度は高い。

※全国の平均値（H26～H30）：70.1～74.7％

（内閣府・国民生活に関する世論調査・H26～H30）

 住区別、年代別では顕著な違いは見られない。

Q.これからもフラワータウンに住み続けたいと思いますか。

（定住意向）

 全体では「今後も住み続けたい」割合が64.8％と高い

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では「今後も住み続けたい」割合は50歳代～70歳

代にかけて増加傾向となり、80歳代で若干低下する。

（フラワータウンの魅力）

 全体では「落ち着いた居住環境」「周辺の自然環境」

「公園・道路・歩道などのインフラ」が充実しているこ

とに魅力を感じている。

 住区別・年代別には顕著な違いは見られない。

Q.あなたの考えるフラワータウンの魅力は何ですか。
（複数回答）
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2-2 現在の生活環境・居住環境に対する認識②（居住環境・生活環境の不満）三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.フラワータウンでの環境で困っていることや不満な点はあ
りますか。（複数回答）

（居住・生活環境の不満）

 全体では「特に困っていることや不満はない」と回答した割合

が32.7％と最も高い。次いで「バスの本数が少ない」の割合が

27.4％を占めるが、その他の項目は10%程度にとどまる。

 住区別では富士が丘において「バスの本数が少ない」の割合が

若干高いことを除くと同様の傾向

 年代別では「スーパーやコンビニなどの買い物場所が近くにな

い」の割合が20歳代～40歳代で若干高い傾向

（20歳～40歳代：15～28%程度、50歳代～80歳代：6～13％程度）

9.9
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11.3

10.3

32.7

18.9

2.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

スーパーやコンビニなどの買い物場所が

近くにない

医療機関が近くにない

暮らしや健康・福祉のことで利用できる施

設や事業所が近くにない

電車の駅やバス停が遠い

バスの本数が少ない

公園や緑地が少ない

家のまわりの道に歩道がない・狭い

家のまわりに階段や坂が多い

家族が近くにいない

友人が近くにいない

住民相互の助け合いが乏しい

参加したい地域活動グループがない

特に困っていることや不満はない

その他

無回答

全体

住区別 年代別
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2-3 将来の暮らしに対するニーズ・価値観

３．まとめ
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2-3 将来の暮らしに対するニーズ・価値観①（フラワータウンの魅力向上） 三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.今後、フラワータウンをさらに魅力あるまちにするために
必要な取り組みは何だと思いますか。（複数回答）

Q.特に充実してほしい場所・エリア

（商業機能を充実してほしいエリア ）

 全体では「神鉄フラワータウン駅周辺」の割合が72.5％と最も

高い。

 住区別では弥生が丘、富士ヶ丘において「コープ周辺」が若干

高くなっているが、年代別では顕著な違いはない（全体集計と

同様「神鉄フラワータウン駅周辺」の割合が高い傾向）

（フラワータウンの魅力向上に必要な取組）
 全体では「商業機能の充実」の割合が58.1％と高い

 住区別では富士が丘において「公共交通サービスの充実」の割

合が若干高い（42.9％）

 年代別では若者・現役世代において「保育・教育環境」「働く

場」「公共交通」「AI・IOT」の充実の割合が高く、40歳代～80

歳代で減少する傾向

（充実してほしい施設・サービス）

 全体では特に高い項目はなく、「日用品（ホームセンター）」

「普段使いできるレストラン」「カフェ・喫茶店」の順に高い。

 住区別では狭間が丘において「日用品（ホームセンター」の割

合が若干高い傾向。年代別では充実してほしい施設・サービス

によって増減傾向が異なる（下図のとおり）

Q.特に充実してほしい施設・サービス

商業機能の充実（日用品、飲食店、生活関連サービスなど）
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2-3 将来の暮らしに対するニーズ・価値観②（公共空間の利活用） 三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.どのような公園の利活用であれば、利用してみたいと思い
ますか。（複数回答）

（参加してみたい公園の活用内容）

 全体では特に高い項目はなく「喫茶・軽食施設」「公園・自然

を楽しみながらの飲食」「農産物の直売所」の順に高い。

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では利活用の内容によって増減傾向が異なる

（下図のとおり）

（参加してみたい道路・歩道の活用内容）

 全体では特に高い項目はなく「休憩やくつろげる施設」「喫

茶・飲食スペース」「買い物イベント」の順に高い。

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では利活用の内容によって増減傾向が異なる

（下図のとおり）

Q.どのような道路・歩道の利活用であれば、利用してみたい
と思いますか。
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2－3 将来の暮らしに対するニーズ・価値観③（コミュニティへの参加） 三田市 心のふれあう田園文化都市

２．主なアンケート結果

Q.地域住民の有志によって、地域づくり活動が進められると
したら、あなたはその活動に参加したいと思いますか。
（参加する側として）

（地域活動への参加意向【参加者側】）

 全体では「ぜひ参加した」「参加してもよい」の割合の合計が

46.1％と約半数の参加意向がある。

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では50歳代～60歳代にかけて増加し、70歳代～80歳代に

かけて減少する傾向

（地域活動への参加意向【企画者側】）

 全体では「ぜひ参加した」「参加してもよい」の割合が28.9％

と参加意向は総じて低位。

 住区別では顕著な違いは見られない。

 年代別では50歳代～60歳代にかけて増加し、70歳代～80歳代に

かけて減少する傾向。

Q.地域住民の有志によって、地域づくり活動が進められると
したら、あなたはその活動に参加したいと思いますか。
（企画・運営する側として）
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アンケート結果のまとめ 三田市 心のふれあう田園文化都市

３．まとめ

（現在の行動様式・ライフスタイル）

 平均年齢の上昇（現役世代の退職・リタイヤ）に伴い、生活エリア（日用品・食料品、レストラン、病院・クリ

ニックなどの利用場所）は縮小しながらも外出頻度は増加するなど、アクティブな高齢者層が存在。一方、自治会

やボランティア活動、サークルなどの地域づくり活動への参加頻度は低位に留まっている

（現在の生活環境・居住環境に対する認識）

 フラワータウンの魅力として「落ち着いた居住環境」「周辺の自然環境」「公園・道路・歩道などのインフラ」が

充実していることを魅力と認識しており、現時点では、生活満足度、定住意向ともに高水準。また、生活環境・居

住環境に関して「特に困っていることや不満はない」層が多く、顕著な課題は健在化していない状況

（将来の暮らしに対するニーズ・価値観）

 センター地区における商業施設の充実や公共空間（公園・歩道・道路）の利活用ニーズがあるが、充実してほしい施

設や機能、参加してみたい活動内容は年代によって異なり、求めるライフスタイルは多様化

 コミュニティ活動への参加ニーズについて、参加者側としてのニーズは一定あるが、企画者側としてのニーズは低位

現役世代の退職・リタイヤに伴い、今後、余暇活動に対するニーズが高まることから

潜在しているニーズを拾い上げる持続可能な地域づくり（エリアマネジメントなど）の構築が課題

将来、顕在化が懸念される課題（高齢化に伴う移動に関するニーズなど）への対応・準備を図るとともに

フラワータウンの魅力を活かし、多様なライフスタイルを実現できる場の創出について検討していくことが必要

（公共空間の余剰スペースを活用した地域の価値を高めていく活動など）
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