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 「南丹市総合振興計画」策定にかかる 

まちづくりアンケートにご協力ください 

 

 平成 18 年 1 月 1 日、園部町、八木町、日吉町、美山町が合併して南丹市が誕生しました。 

わが国全体が人口減少に向かい始めるという時期にあって、地方分権時代のまちづくりにおいて

の南丹市の課題は何か、そして何をすれば良いのかを明らかにし、そのために必要な施策を進めて

いかなければなりません。また、行政だけでなく、市民の参画・協働によって元気あふれるまちづ

くりを進めていく必要があります。 

 南丹市では、以上を踏まえ、新しいまちづくりの今後 10 年間の基本的な方針として「南丹市総

合振興計画」を策定することとしています。 

 そこで、南丹市全体の姿に対する市民の皆様のご意見をお聞かせいただき、「南丹市総合振興計

画」に反映させるため、無作為に選ばせていただいた 3,000 人の方を対象にアンケートを実施す

ることとしました。 

 このアンケートは統計的に処理し、この目的以外に使用することはありませんので、何卒調査の

趣旨をご理解いただき、格別のご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

   平成 18 年（2006 年）11 月 

南丹市長  佐々木 稔納 

 

 

 

【 お 願 い 】 

● あなたご自身（封筒の宛名の方）のお考えを本アンケート用紙に回答してください。 

● 記入にあたっては、あてはまる回答の番号を回答欄に記入してください。 

● アンケートにご記入の上、同封の返信用封筒（切手を貼る必要はありません）に入れて

いただき、平成平成平成平成 18181818 年年年年 11111111 月月月月 19191919 日日日日（（（（日日日日））））までにまでにまでにまでにご投函ください。 

● わからないことや質問は、お気軽におたずねください。 

 
問い合わせ先 

南丹市 総務部企画情報課 

電 話 0771-68-0001（代表）、0771-68-0003（直通） 



◆ ◆ ◆ ◆ あなたのことについておあなたのことについておあなたのことについておあなたのことについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします

問問問問1111　　　　あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別はははは、、、、どちらですかどちらですかどちらですかどちらですか。《。《。《。《１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

1. 男性

2. 女性

問問問問2222　　　　あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢はははは、、、、どれにあたりますかどれにあたりますかどれにあたりますかどれにあたりますか。《。《。《。《１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

1.   16歳～19歳 5.   50歳代

2.   20歳代 6.   60歳代

3.   30歳代 7.   70歳以上

4.   40歳代

問問問問3333　　　　あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお住住住住まいはまいはまいはまいは、、、、どちらですかどちらですかどちらですかどちらですか。《。《。《。《１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

1.  旧園部町 3.  旧日吉町

2.  旧八木町 4.  旧美山町

問問問問4444　　　　あなたのあなたのあなたのあなたの職業職業職業職業はははは、、、、どれにあたりますかどれにあたりますかどれにあたりますかどれにあたりますか。《。《。《。《１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

1.  農林水産業 6.  家事専業

2.  自営業（商業・工業・サービス業） 7.  アルバイト、パートタイム

3.  勤め人（会社員など） 8.  無職

4.  公務員、団体職員、教員 9.  その他　（　　　　　　　　　　）

5.  学生

アンケートアンケートアンケートアンケート用紙用紙用紙用紙
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◆ ◆ ◆ ◆ 南丹市南丹市南丹市南丹市のののの住住住住みごこちについておみごこちについておみごこちについておみごこちについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします

問問問問５５５５ 南丹市南丹市南丹市南丹市はははは住住住住みやすいとみやすいとみやすいとみやすいと思思思思いますかいますかいますかいますか。《。《。《。《１１１１つだけつだけつだけつだけ選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

  1. 住みやすい

  2. どちらかというと住みやすい

  3. どちらかというと住みにくい

  4. 住みにくい

問問問問６６６６

回答欄

  1. 自然環境に恵まれているから

  2. 道路が整っているから

  3. 鉄道やバスが便利だから

  4. 市外への通勤通学に便利だから

  5. 農業や林業に適しているから

  6. 企業などの働く場があるから

  7. 医療や福祉サービスが充実しているから

  8. 子育て環境が充実しているから

  9. 教育環境が充実しているから

10. 学習やスポーツ活動の機会が充実しているから

11. 買い物など日常生活が便利だから

12. 近所づきあいがしやすいから

13. 防犯や防災の面で安心だから

14. 余暇や娯楽を楽しみやすいから

15. その他（　                          　　　　　　　　　　　　　　）

問問問問７７７７

回答欄

  1. 自然環境が大切にされていないから

  2. 道路が整っていないから

  3. 鉄道やバスが不便だから

  4. 市外への通勤通学に不便だから

  5. 農業や林業が厳しいから

  6. 企業などの働く場が少ないから

  7. 医療や福祉サービスが不十分だから

  8. 子育て環境が不十分だから

  9. 教育環境が不十分だから

10. 学習やスポーツ活動の機会が不十分だから

11. 買い物など日常生活に不便だから

12. 近所づきあいがしにくいから

13. 防犯や防災の面で不安だから

14. 余暇や娯楽を楽しむ機会が少ないから

15. その他（　                          　　　　　　　　　　　　　　）

前前前前のののの問問問問5555でででで「「「「1111. . . . 住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい」 「 」 「 」 「 」 「 2222. . . . どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしまきしまきしまきしま

すすすす。。。。住住住住みやすいとみやすいとみやすいとみやすいと思思思思うううう理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。《。《。《。《３３３３つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

前前前前々々々々のののの問問問問5555でででで「「「「3333. . . . どちらかというとどちらかというとどちらかというとどちらかというと住住住住みにくいみにくいみにくいみにくい」 「」 「」 「」 「4444. . . . 住住住住みにくいみにくいみにくいみにくい」」」」をををを選選選選んだんだんだんだ方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしまきしまきしまきしま

すすすす。。。。住住住住みにくいとみにくいとみにくいとみにくいと思思思思うううう理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。《。《。《。《３３３３つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

問６へ

問７へ
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◆ ◆ ◆ ◆ 合併合併合併合併にににに対対対対するするするする評価評価評価評価についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします

問問問問8888 合併合併合併合併によってによってによってによって、、、、良良良良くなったとくなったとくなったとくなったと思思思思えることはえることはえることはえることは何何何何ですかですかですかですか。。。。

《《《《２２２２つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

  1. 各地域の個性が合わさって、まちの総合力が発揮されるようになった

  2. 環境や福祉、土地利用などの取り組みを広く行い、効果的になった

  3. 保健福祉施設や文化施設などの公共施設がバランスよく配置された

  4. 予算を一つに集約し財政基盤が強化された

  5. 専門的な職員が増えて、より高度な行政サービスとなった

  6. 行政機構の効率化が図られた

  7. 新しい取り組みがはじまり、活気のあるまちとなった

  8. 特に良くなったことはない

  9. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問問問問9999 ではではではでは、、、、合併合併合併合併によってによってによってによって、、、、今後期待今後期待今後期待今後期待することはすることはすることはすることは何何何何ですかですかですかですか。。。。

《《《《２２２２つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

  1. 各地域の個性が合わさって、まちの総合力が発揮されること

  2. 環境や福祉、土地利用などの取り組みを広く行い、効果的になること

  3. 保健福祉施設や文化施設などの公共施設がバランスよく配置されること

  4. 予算を一つに集約し財政基盤が強化されること

  5. 専門的な職員が増えて、より高度な行政サービスとなること

  6. 行政機構の効率化が図られること

  7. 新しい取り組みがはじまり、活気のあるまちとなること

  8. 特に期待することはない

  9. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問問問問10101010 合併合併合併合併してからのしてからのしてからのしてからの不満不満不満不満やややや不安不安不安不安にににに思思思思うことはうことはうことはうことは何何何何ですかですかですかですか。。。。

《《《《２２２２つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

  1. 市役所の窓口が遠くなり、きめ細かいサービスを受けられなくなった

  2. 地域の歴史・文化・伝統などの個性や特徴が薄れてきた

  3. 中心部に開発がかたより、バランスのよいまちづくりが行われていない

  4. 公共料金などが上がり住民の負担が増加した

  5. 旧町間の住民感情にわだかまりが生じている

  6. 特に不満・不安は感じない

  7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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◆ ◆ ◆ ◆ 南丹市南丹市南丹市南丹市のののの将来将来将来将来のすがたについておのすがたについておのすがたについておのすがたについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします

問問問問11111111   あなたは  あなたは  あなたは  あなたは、、、、将来将来将来将来のののの南丹市南丹市南丹市南丹市をどのようなまちにしたいですかをどのようなまちにしたいですかをどのようなまちにしたいですかをどのようなまちにしたいですか。。。。

  《  《  《  《４４４４つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

  1. 子育てしやすく、子どもたちが明るく育つまち

  2. 高齢者や障害者が安心して暮らせる福祉のまち

  3. 保健医療が充実した健康づくりがさかんなまち

  4. みんなで支え合う地域コミュニティの活発なまち

  5. 家庭や職場などで、男女が共に参画するまち

  6. 人権を守り、さまざまな人にやさしいまち

  7. 生涯学習、文化活動やスポーツのさかんなまち

  8. 歴史文化を大切にするまち

  9. 農林業がさかんで、山や田畑の美しいまち

10. 工業がさかんで活気のあるまち

11. 商業・サービス業がさかんで買い物に便利なまち

12. 大勢の来訪者が訪れる観光のまち

13. 産業がさかんで働く場所が多いまち

14. 自然が豊かで、うるおいのある生活環境のまち

15. ごみの減量やリサイクル活動に積極的に取り組むまち

16. 災害に強く、犯罪や事故のない安心・安全なまち

17. 道路や公共交通などの利便性が高いまち

18. 情報基盤が整備されたまち

19. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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◆ ◆ ◆ ◆ まちづくりへのみなさんのまちづくりへのみなさんのまちづくりへのみなさんのまちづくりへのみなさんの参加参加参加参加についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします

問問問問12121212 住住住住みよいまちづくりのためにはみよいまちづくりのためにはみよいまちづくりのためにはみよいまちづくりのためには、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの参加参加参加参加がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

南丹市南丹市南丹市南丹市をもっとをもっとをもっとをもっと住住住住みよいまちにするためにみよいまちにするためにみよいまちにするためにみよいまちにするために、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんができることはどのようなさんができることはどのようなさんができることはどのようなさんができることはどのような

ことだとことだとことだとことだと思思思思いますかいますかいますかいますか。《。《。《。《3333つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

  1. 市民が互いに協力し、地域を美しくすること

  2. 地域で困っている人を地域が支え合うこと

  3. 市民が互いに協力し、地域の安全を守ること

  4. 地域の行事や祭りを担う後継者を育てること

  5. 地域の公園や公共施設の管理などを地域で行うこと

  6. 福祉や環境保全などのボランティア活動に参加すること

  7. NPOなどの市民主体の団体・組織をつくること

  8. 知識や技術のある市民が指導にあたるなど生涯学習に参画すること

  9. 市の施策づくりに市民も参画し、意見を出すこと

10. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

11. 特にない 　　

問問問問13131313

《《《《３３３３つまでつまでつまでつまで選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください》》》》

回答欄

  1. 地域の花いっぱい運動や清掃・美化活動

  2. 森林や河川など自然環境の保護活動

  3. リサイクル活動や省資源活動

  4. 地域の交通安全や防災・防犯活動

  5. 食や運動に関する健康づくり活動

  6. 高齢者や障害者を介助・支援する活動

  7. 育児ボランティアなど、子育て支援活動

  8. 子どもや青少年の健全育成活動

  9. 生涯学習やスポーツ活動の指導・支援

10. 文化・芸術活動の指導・支援

11. 歴史や伝統行事などを守り育てる活動

12. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

13. 特にない

問問問問14141414   最後  最後  最後  最後にににに、、、、南丹市南丹市南丹市南丹市のののの今後今後今後今後のまちづくりについてごのまちづくりについてごのまちづくりについてごのまちづくりについてご意見意見意見意見がありましたらおがありましたらおがありましたらおがありましたらお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。

ご協力ありがとうございました

ではではではでは、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが『『『『地域地域地域地域のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに参加参加参加参加するするするする』』』』とすればとすればとすればとすれば、、、、どのようなことができますかどのようなことができますかどのようなことができますかどのようなことができますか。。。。
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