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１．調査概要 

① 調査の目的 

この調査は、町政の最上位の計画である総合計画を策定するにあたって、まちの現
状に対する住民意識、また、本町の中長期のまちづくりに対しての住民意見を広く把
握する目的で実施した。 

② 調査の対象 

【調査対象】精華町在住の16歳以上の住民 

【選定方法】無作為抽出 
抽出数：4,000 人、抽出基準日：平成23年9月 1日 

③ 調査の方法 

調査は無記名とし、平成23年 10月 1日（土）～10月 20日（木）を調査期間と
して、郵送により実施した。 

④ 回収の状況 

回収数1,386 件、有効回答数1,381 件、有効回答率34.5%を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
調査結果の表記について：百分率については、調査の有効回答数（N）、あるいは当該設問の回答数（n）を基
数として算出している。小数点第 2位以下を四捨五入しているため、それぞれの数字の合計が必ずしも 100.0%
にならない。また、グラフまたは表内に示した記号のうち、SAは単数回答、MAは複数回答を示す。 
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２．調査結果の概要 
 
 
■まちづくり各評価領域の重要度別満足度 
 

 
 
※ 「精華町に暮らすことの『満足度』」及び「町政に対する満足度」の設問における調査結果（加重平均値）を、
「精華町のこれからのまちづくりにおいての重要度」の設問における調査結果（加重平均値）別にプロットし
ている。 
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３．調査結果 

（１）回答者属性 

① 回答者の性別 
「女性」が 49.1%、「男性」が 40.3%、「不明・無回答」が 10.6%となっている。 

 

② 回答者の年齢 
「65～69 歳」が最も多く 21.6%、次いで「40～49 歳」が 18.8%などとなってい

る。 
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③ 回答者の世帯の型 
「夫婦、子どもからなる世帯」が最も多く 54.3%、次いで「夫婦ふたり暮らし」が

25.9%などとなっている。 

 

④ 回答者の居住地 
「東光」が最も多く 24.0%、次いで「川西」が 20.8%、「精華台」が 20.3%などと

なっている。平成 23年 9月 1日現在人口の行政区別比率と比較して、概ね一致してい
る。 

 



 

5 

 

⑤ 回答者の居住暦 
「府外から転入してきた」が最も多く 52.0%、次いで「府内他市町から転入してき

た」が 27.5%などとなっている。 

 

⑥ 回答者の居住年数 
「10～19 年」が最も多く 38.7%、次いで「30年以上」が 20.7%などとなっている。 
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⑦ 回答者の職業等 
「無職（求職していない）」が最も多く 35.1%、次いで「勤め人」が 31.4%などと

なっている。 

 

⑧ 回答者の職場・学校の所在地 
「京都府内」が最も多く 32.0%、次いで「大阪府内」が 22.9%、「精華町内」が 18.5%

などとなっている。 
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⑨ 「精華町総合計画」の認知の程度 
「知らない」が最も多く 70.6%、次いで「名前だけ知っている」が 23.9%などとな

っている。 
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（２）精華町のまち全般について 

① 精華町に暮らすことの「満足度」 
 

【「精華町で暮らすこと」の総合的な評価】 

「まあ満足している」が最も多く 56.9%、次いで｢どちらともいえない｣が 24.3%な
どとなっている。 

 

【都市魅力・活力】 

「満足している」が最も大きい項目は「けいはんな学研都市としての発展」で 5.6%、
次いで｢地域農業の活力｣と｢商業・サービス業の活力｣が 2.0%などとなっている。 

「まあ満足している」が最も大きい項目は「けいはんな学研都市としての発展」で
32.0%、次いで｢地域農業の活力｣が 21.2%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「地域農業の活力」で 60.1%、次いで｢就
労・雇用の環境｣が 52.4%などとなっている。 

「やや不満である」が最も大きい項目は「観光魅力」で 34.8%、次いで｢商業・サー
ビス業の活力｣が 28.1%などとなっている。 

「不満である」が最も大きい項目は「観光魅力」で 16.9%、次いで｢就労・雇用の環
境｣が 12.6%などとなっている。 

 
「都市魅力・活力」の満足度 

（n=1,370；SA） 

  

※ 加重平均は、「満足している（2）」「まあ満足している（1）」「どちらともいえない（0）」「やや不満である（ー
1）」「不満である（ー2）」の加重評点を与えて平均を求めたものである。 
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【安全・安心】 

「満足している」が最も大きい項目は「子どもを生み育てる環境」で 13.4%、次い
で｢保健・医療の安心感｣が 7.6%などとなっている。 

「まあ満足している」が最も大きい項目は「子どもを生み育てる環境」で 45.1%、
次いで｢保健・医療の安心感｣が 43.6%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「福祉環境と支援サービス」と「防災・
防犯の備え」で 52.0%、次いで｢地域の連帯｣が 48.7%などとなっている。 

「やや不満である」が最も大きい項目は「保健・医療の安心感」で 13.1%、次いで｢地
域の連帯｣が 12.1%などとなっている。 

「不満である」が最も大きい項目は「保健・医療の安心感」で 3.8%、次いで｢防災・
防犯の備え｣が 3.4%などとなっている。 

 

「安全・安心」の満足度 
（n=1,370；SA） 
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【住まい・暮らし】 

「満足している」が最も大きい項目は「住居環境」で 21.4%、次いで｢まちの美しさ・
景観｣が 18.9%などとなっている。 

「まあ満足している」が最も大きい項目は「住居環境」で 52.6%、次いで｢まちの美
しさ・景観｣が 50.4%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「人権尊重と多文化共生」で 60.7%、
次いで｢公共交通の便利さ｣が 23.3%などとなっている。 

「やや不満である」が最も大きい項目は「公共交通の便利さ」で 21.8%、次いで｢道
路網の快適さ｣が 13.6%などとなっている。 

「不満である」が最も大きい項目は「公共交通の便利さ」で 8.1%、次いで｢道路網の
快適さ｣が 4.2%などとなっている。 

 

「住まい・暮らし」の満足度 
（n=1,370；SA） 
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【教育・文化・環境】 

「満足している」が最も大きい項目は「自然的環境の豊かさ」で 16.2%、次いで｢教
育環境｣が 8.2%などとなっている。 

「まあ満足している」が最も大きい項目は「自然的環境の豊かさ」で 51.5%、次い
で｢教育環境｣が 38.0%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「「エコ」への取り組み」で 56.4%、
次いで｢歴史的・文化的な魅力｣が 56.3%などとなっている。 

「やや不満である」が最も大きい項目は「歴史的・文化的な魅力」で 11.0%、次い
で｢生涯学習・生涯スポーツの環境｣が 10.5%などとなっている。 

「不満である」が最も大きい項目は「生涯学習・生涯スポーツの環境」で 3.4%、次
いで｢歴史的・文化的な魅力｣が 3.3%などとなっている。 

 

「教育・文化・環境」の満足度 
（n=1,370；SA） 
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② 精華町への愛着と定住意向等 
｢精華町に愛着を感じる｣についてみると、「まあそう思う」が最も多く 44.6%、次

いで「そう思う」が 23.0%、「どちらともいえない」が 22.2%などとなっている。 

「町外の人にまちの魅力を自慢できる」についてみると、「どちらともいえない」が
最も多く 33.8%、次いで「まあそう思う」が 37.6%などとなっている。 

「精華町に住み続けたい」についてみると、「まあそう思う」が最も多く 42.5%、
次いで｢どちらともいえない｣が 24.6%、「そう思う」が 23.8%などとなっている。 

 

精華町への愛着と定住意向等 
（n=1,372；SA） 

  

※ 加重平均は、「そう思う（2）」「まあそう思う（1）」「どちらともいえない（0）」「あまりそう思わない（ー1）」
「そう思わない（ー2）」の加重評点を与えて平均求めたものである。 

 



 

13 

 

③ 「ひとこと」でいう時の精華町の魅力・自慢 
（905 件の回答を施策領域とキーワードで分類した） 

「都市魅力・活力」に関するもの 252 

・ けいはんな学研都市としての発展..........................................................................................................203 

学研都市（82）、魅力（20）、私のしごと館（14）、都会・都市（12）、けいはんな（11）、先端技術・

科学（8）、新旧（7）、発展・開発・整備（7）、企業・産業（7）、活気・活力（6）、研究・研究所（4）、

新しい（4）、若い（4）、未来（3）、大学（2）、その他（12） 

・ 地域農業の活力....................................................................................................................................... 21 

いちご（10）、農業（8）、その他（3） 

・ 商業・サービス業の活力 ........................................................................................................................... 5 

活性化（3）、その他（2） 

・ 観光魅力 ................................................................................................................................................. 10 

観光（3）、その他（7） 

・ 就労・雇用の環境...................................................................................................................................... 2 

・ その他..................................................................................................................................................... 11 

地域の差（6）、共存（2）、その他（3） 

「安全・安心」に関するもの 125 

・ 保健・医療の安心感 .................................................................................................................................. 5 

医療（3）、病院（2） 

・ 子どもを生み育てる環境 ......................................................................................................................... 39 

子育て（17）、子ども（16）、公立の幼稚園（3）、その他（保育所、児童館など）（3） 

・ 福祉環境と支援サービス ......................................................................................................................... 19 

福祉の充実（11）、高齢者対策（5）、その他（老人施設など）（3） 

・ 防災・防犯の備え...................................................................................................................................... 8 

災害が少ない（6）、治安のよさ（2） 

・ 地域の連帯.............................................................................................................................................. 22 

地域・連帯（7）、人とのつながり（6）、助け合い（2）、その他（ふれ合い、ほのぼの感など）（7） 

・ その他..................................................................................................................................................... 32 

のどか、ゆっくり、のんびり、ゆとり（14）、安心・安全（13）、その他（やすらぎなど）（5） 
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「住まい・暮らし」に関するもの 213 

・ まちの美しさ・景観 ................................................................................................................................ 68 

まちが美しい・きれい（38）、景観・空（18）、いなか（12） 

・ 道路網の快適さ....................................................................................................................................... 13 

道路が広い（6）、道路の整備（5）、その他（2） 

・ 公共交通の便利さ.................................................................................................................................... 59 

交通の便利さ・不便さ（31）、京都・大阪（大都市）に近い(11)、駅前・駅周辺の整備（11）、その他（6） 

・ 住居環境 ................................................................................................................................................. 69 

住環境・住宅環境の良さ（29）、住みやすい（25）、商業施設（11）、その他（公園など）（４） 

・ 人権尊重と多文化共生............................................................................................................................... 4 

多様性（1）、街ぐるみの共生（1）、その他（2） 

「教育・文化・環境」に関するもの 271 

・ 教育環境 ................................................................................................................................................... 9 

教育・知（7）、その他（2） 

・ 歴史的・文化的な魅力............................................................................................................................. 20 

歴史・文化・芸術（11）、国立国会図書館（9） 

・ 自然的環境の豊かさ ..............................................................................................................................239 

自然・自然環境（162）、環境・環境がよい（17）、静か（13）、空気がきれい・よい（8）、豊かな自

然（7）、緑が多い・豊か（25）、里山（5）、温暖・温かい（2） 

・ 「エコ」への取り組み............................................................................................................................... 3 

その他 44 

・ 行政サービス .......................................................................................................................................... 22 

合併・市制施行など（9）、税金が高い（5）、その他（8） 

・ その他..................................................................................................................................................... 10 

・ なし・特になし・わからない................................................................................................................... 12 
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（３）精華町政について 

① 町政についての関心 
「まあ関心がある」が最も多く 49.3%、次いで「あまり関心がない」が 29.6%など

となっている。 
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② 町政に対する満足度 
「満足している」が最も大きい項目は「行政（役場）の信頼度」で 5.8%、次いで｢行

政サービスの水準｣が 4.0%などとなっている。 

「まあ満足している」が最も大きい項目は「行政サービスの水準」と｢行政（役場）
の信頼度｣で 34.9%、次いで｢行財政情報の公開度｣が 31.4%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「住民参画のしやすさ」で 65.7%、次
いで｢議会の役割｣が 64.5%などとなっている。 

「やや不満である」が最も大きい項目は「議会の役割」で 14.3%、次いで｢住民参画
のしやすさ｣が 12.1%などとなっている。 

「不満である」が最も大きい項目は「議会の役割」で 5.0%、次いで｢住民参画のしや
すさ｣が 3.5%などとなっている。 

 

町政に対する満足度 
（n=1,368；SA） 

  

※ 加重平均は、「満足している（2）」「まあ満足している（1）」「どちらともいえない（0）」「やや不満である（ー
1）」「不満である（ー2）」の加重評点を与えて平均を求めたものである。 
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③ 精華町政に関して最も知りたい内容 
「町の計画内容とその達成」が最も多く 38.7%、次いで「予算の内容や使われ方と

財政状況」が 23.3%などとなっている。 
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（４）「将来の精華町のすがた」について 

① 精華町のまちづくりの大きな方向性に関わる考え方 
得られた回答について便宜上の評点を与えて、相対位置指数となる加重平均を求め、

Aと Bを結ぶ直線上に●印で示した。 
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② 未来の精華町をあらわすキャッチフレーズ 
（517 件の回答を施策領域とキーワードで分類した） 

「都市魅力・活力」に関するもの 227 

・ けいはんな学研都市としての発展..........................................................................................................220 

けいはんな、関西、日本、国際、世界（41） 「けいはんなから発信しよう」「精華町から世界へ」など 

学研都市、学術、研究、都市・都会（47） 「学研都市、精華町」「学術と自然のまち・せいか」など 

先端、科学、新しい、若い（32） 「先端科学と自然のある町」「科学と文化の集積地」など 

未来、輝く、煌めき（38） 「未来都市精華」「輝く街精華町」など 

活気・活力ある、躍進・発展（25） 「活力のある精華町」「発展と文化の調和のとれたまち」など 

夢、希望、快適、魅力、努力、成果（22） 「夢ある街 精華」「魅力ある町（まち）」など 

その他（16） 「パイオニアの街、精華町」「精華 ナンバーワン」など 

・ 地域農業の活力......................................................................................................................................... 6 

「農作物でのイメージアップ」「地産地消、瞳キラキラ福祉の町」など 

「安全・安心」に関するもの 99 

・ 安心........................................................................................................................................................ 68 

安心、元気、生き生き（25） 「安心して暮らせる町」「みんなの生き生きパワーがあふれだす町」など 

笑顔、明るい、家族、世代、やさしい（24） 「笑顔あふれる町、精華町」「人に優しいまち」など 

ゆとり、豊か、なごみ、愛、こころ、幸せ（13） 「ゆとりの町」「くらし豊かに、こころ豊かに」など 

その他（6） 「不安のない町」「みんなのまち精華町」など 

・ 保健・医療の安心感 .................................................................................................................................. 3 

「身体も心も健康な町」「健康都市 精華町」など 

・ 子どもを生み育てる環境 ......................................................................................................................... 13 

子ども・子育て（13） 「子育てしやすい町」「子どもがすくすく育つ街」など 

・ 福祉環境と支援サービス ........................................................................................................................... 2 

「高齢化に伴い住みやすい町づくり」など 

・ 地域の連帯.............................................................................................................................................. 13 

「ふれあいの街」「人々が支え合える町」など 

「住まい・暮らし」に関するもの 81 

・ まちの美しさ・景観 ................................................................................................................................ 27 

美しい・きれい（14） 「美しい町精華町」「平和できれいな精華町！」など 

花、光、ふるさと（13） 「花と緑の町精華町」「新ふるさと宣言」など 
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・ 公共交通の便利さ...................................................................................................................................... 2 

「人と交通」など 

・ 住居環境 ................................................................................................................................................. 48 

住みやすい、住んでよかった（36） 「住みやすい町、精華町」「住んでよかった精華町」など 

環境がよい・便利（12） 「住環境スペースとライフネットワークの豊かな町」「べんり精華」など 

・ 人権尊重と多文化共生............................................................................................................................... 4 

「人の共助・共生感を育む都市（まち）」など 

「教育・文化・環境」に関するもの 93 

・ 教育環境 ................................................................................................................................................... 4 

「教育モデル都市 精華」「知とみどりの学園都市」など 

・ 歴史的・文化的な魅力............................................................................................................................. 14 

歴史・文化、伝統、芸術（14） 「歴史と先端技術の町」「文化・芸術の町」など 

・ 生涯学習・生涯スポーツの環境................................................................................................................. 2 

「生涯、精華町 優しい精華町」など 

・ 自然的環境の豊かさ ................................................................................................................................ 66 

自然（46） 「自然と人の暮らしが調和した町 精華町」「自然を大切に住みよい環境作り」など 

緑（20） 「緑いっぱい若さいっぱい」「緑ゆたかな町づくり」など 

・ エコへの取り組み...................................................................................................................................... 7 

「エコ先進都市」「スマートタウン」など 

その他 17 

「無駄なくよりよい町づくり」「町から市になろう」など 
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③ 精華町のこれからのまちづくりにおいての重要度 
 

【都市魅力・活力】 

「重要である」が最も大きい項目は「けいはんな学研都市としての発展」で 41.0%、
次いで｢就労・雇用の環境｣が 35.4%などとなっている。 

「まあ重要である」が最も大きい項目は「商業・サービス業の活力」で 48.8%、次
いで｢就労・雇用の環境｣が 43.6%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「観光魅力」で 40.2%、次いで｢地域農
業の活力｣が 26.1%などとなっている。 

「あまり重要でない」が最も大きい項目は「観光魅力」で 12.6%、次いで｢地域農業
の活力｣が 4.1%などとなっている。 

「重要でない」が最も大きい項目は「観光魅力」で 4.1%、次いで｢地域農業の活力｣
が 1.6%などとなっている。 

 

「都市魅力・活力」の重要度 
（n=1,352；SA） 

  

※ 加重平均については、「重要である（4）」「まあ重要である（3）」「どちらともいえない（2）」「あまり重要で
ない（1）」「重要でない（0）」の加重評点を与えて平均値を算出している。 
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【安全・安心】 

「重要である」が最も大きい項目は「保健・医療の安心感」で 66.4%、次いで｢子ど
もを生み育てる環境｣が 60.2%などとなっている。 

「まあ重要である」が最も大きい項目は「地域の連帯」で 43.6%、次いで｢防災・防
犯の備え｣が 37.6%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「地域の連帯」で 14.1%、次いで｢子ど
もを生み育てる環境｣が 6.7%などとなっている。 

「あまり重要でない」が最も大きい項目は「地域の連帯」で 1.4%、次いで｢福祉環境
と支援サービス｣が 0.7%などとなっている。 

「重要でない」が最も大きい項目は「地域の連帯」で 0.4%、次いで｢福祉環境と支援
サービス｣が 0.3%などとなっている。 

 

「安全・安心」の重要度 
（n=1,352；SA） 
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【住まい・暮らし】 

「重要である」が最も大きい項目は「公共交通の便利さ」で 52.8%、次いで｢住居環
境｣が 51.8%などとなっている。 

「まあ重要である」が最も大きい項目は「人権尊重と多文化共生」で 43.3%、次い
で｢道路網の快適さ｣が 40.3%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「人権尊重と多文化共生」で 23.1%、
次いで｢道路網の快適さ｣が 10.4%などとなっている。 

「あまり重要でない」が最も大きい項目は「人権尊重と多文化共生」で 2.0%、次い
で｢道路網の快適さ｣が 1.8%などとなっている。 

「重要でない」が最も大きい項目は「人権尊重と多文化共生」で 0.7%、次いで｢道路
網の快適さ｣と｢道路網の快適さ｣が 0.6%などとなっている。 

 

「住まい・暮らし」の重要度 
（n=1,352；SA） 
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【教育・文化・環境】 

「重要である」が最も大きい項目は「教育環境」で 53.9%、次いで｢自然的環境の豊
かさ」が 46.4%などとなっている。 

「まあ重要である」が最も大きい項目は「生涯学習・生涯スポーツの環境」で 46.7%、
次いで｢「エコ」への取り組み｣が 44.8%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「歴史的・文化的な魅力」で 29.7%、
次いで｢生涯学習・生涯スポーツの環境｣が 23.5%などとなっている。 

「あまり重要でない」が最も大きい項目は「歴史的・文化的な魅力」で 4.1%、次い
で｢生涯学習・生涯スポーツの環境｣が 2.9%などとなっている。 

「重要でない」が最も大きい項目は「歴史的・文化的な魅力」と「生涯学習・生涯ス
ポーツの環境」で 1.3%、次いで｢「エコ」への取り組み｣が 0.9%などとなっている。 

 

「教育・文化・環境」の重要度 
（n=1,352；SA） 
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【行財政】 

「重要である」が最も大きい項目は「行政（役場）の信頼度」で 52.4%、次いで｢行
政サービスの水準」が 45.1%などとなっている。 

「まあ重要である」が最も大きい項目は「住民参画のしやすさ」で 44.3%、次いで｢行
財政情報の公開度｣が 43.3%などとなっている。 

「どちらともいえない」が最も大きい項目は「住民参画のしやすさ」で 23.7%、次
いで｢議会の役割｣が 22.7%などとなっている。 

「あまり重要でない」が最も大きい項目は「議会の役割」で 2.4%、次いで｢住民参画
のしやすさ｣が 1.6%などとなっている。 

「重要でない」が最も大きい項目は「議会の役割」で 1.0%、次いで｢住民参画のしや
すさ｣が 0.5%などとなっている。 

 

「行財政」の重要度 
（n=1,352；SA） 

  

※ 加重平均については、「重要である（4）」「まあ重要である（3）」「どちらともいえない（2）」「あまり重要で
ない（1）」「重要でない（0）」の加重評点を与えて平均値を算出している。 
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（５）地域との関わりについて 

① 地域の行事や活動への参加 
 
【現在の参加状況】 

「現在参加している」が最も大きい項目は「地域の交流・懇親」で 19.9%、次いで｢環
境保護改善」が 19.7%などとなっている。 

「参加したことがある」が最も大きい項目は「地域の交流・懇親」で 50.0%、次い
で｢環境保護改善｣が 39.2%などとなっている。 

「知っているが参加したことはない」が最も大きい項目は「高齢福祉」で 63.8%、
次いで｢障害福祉｣が 55.9%などとなっている。 

「知らない」が最も大きい項目は「町域を越える活動」で 53.7%、次いで｢国際交流｣
が 45.8%などとなっている。 
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【今後の参加意向】 

「今後参加したい」が最も大きい項目は「地域の交流・懇親」で 66.6%、次いで｢環
境保護改善」が 66.5%などとなっている。 

「参加しない」が最も大きい項目は「障害福祉」で 73.0%、次いで｢町域を越える活
動｣が 72.5%などとなっている。 
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② 参加している具体的な行事・活動について 
（197 件の回答を類型で分類した；延べ件数） 

安全・防災 26 
防犯、見回り、消防団、自主防災、防災訓練 など 

子ども・子育て 48 
子ども会、子育てサークル、育児サークル、こども祭、子育て支援、学校支援ボランティア など 

高齢福祉 28 
配食ボランティア、訪問、話し相手活動、高齢者サロン集い、老人会、ホーム喫茶 など 

障害福祉 6 
手話サークル、点字サークル など 

青少年育成 2 
青少年育成 など 

スポーツ・健康づくり 42 
運動会、体育大会、グラウンドゴルフ、歩こう会、テニスクラブ、むくのきセンター行事 など 

環境保護改善 82 
草刈り、ごみ拾い、そうじ、環境美化、クリーンリサイクル など 

地域の交流・懇談 102 
自治会、町内会、祭り、もちつき、とんど焼、地域サロン、女性の会、地域の交流 など 

国際交流 6 
ＳＧＮ日本語教室、国際交流ボランティア など 

町域を超える活動 9 
障害関連のＮＰＯ活動、ボーイススカウト など 

その他 16 
パソコン教室サポータ、道造り など 

参加できない 16 
高齢のため参加できない、身体に障害があるので答えにくい、忙しいので参加できない など 
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③ 近所の付き合いの程度 
得られた回答について便宜上の評点を与えて、相対位置指数となる加重平均を求め、

近所付き合いの程度を示す直線上に●印で示した。 
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④ 自治会などの活動への参加の状況 
「なるべく参加している」が最も多く 33.2%、次いで「最低限の参加にとどまって

いる」が 30.7%などとなっている。 

 

⑤ 「身近な地域コミュニティ」の範囲 
「自治会」が最も多く 39.9%、次いで「隣組・班」が 27.1%などとなっている。 

 

 


