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質問 1．ふだんの外出についてお聞きします。 

次のふだんの外出目的について、それぞれあてはまる□内に✔(チェック)してください。 

（１） 通勤・通学目的 

1.その目的での外

出の有無 

□外出している □外出したいが難しい □その目的で外出しない 

⇒外出したいが難しい,その目的で外出しないと回答した方は（2）へ 

2.外出の頻度 □ほぼ毎日 □週３～４日 □週１～２日 □月２～３日 □月１日以下 

3.目的地 
□居住地と同じ町内  □その他大東市内(       )  □大阪市 

□大阪府下(        市/町/村)  □他府県(         県) 

4.主な交通手段 

（複数回答可） 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                   ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク  □自転車  □徒歩 

5.理想の交通手段 

（複数回答可） 

□現状のままでよい 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                  ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク  □自転車  □徒歩 

（２） 買物目的 

1.その目的での外

出の有無 

□外出している □外出したいが難しい □その目的で外出しない 

⇒外出したいが難しい,その目的で外出しないと回答した方は（3）へ 

2.外出の頻度 □ほぼ毎日 □週３～４日 □週１～２日 □月２～３日 □月１日以下 

3.目的地 
□居住地と同じ町内  □その他大東市内(       )  □大阪市 

□大阪府下(        市/町/村)  □他府県(         県) 

4.主な交通手段 

（複数回答可） 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                   ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク  □自転車  □徒歩 

5.理想の交通手段 

（複数回答可） 

□現状のままでよい 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                  ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク  □自転車  □徒歩 
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（３） 通院（病院）または通所（福祉施設） 

1.その目的での 

外出の有無 

□外出している □外出したいが難しい □その目的で外出しない 

⇒外出したいが難しい,その目的で外出しないと回答した方は（4）へ 

2.外出の頻度 □ほぼ毎日 □週３～４日 □週１～２日 □月２～３日 □月１日以下 

3.目的地 
□居住地と同じ町内  □その他大東市内(       )  □大阪市 

□大阪府下(        市/町/村)  □他府県(         県) 

4.主な交通手段 

（複数回答可） 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                   ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 

5.理想の交通手段 

（複数回答可） 

□現状のままでよい 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                  ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 

６ .日頃通院されて

いる主な医療機関

名(病院名)または

福祉施設名と、送

迎サービス利用状

況について教えて

ください。（2つまで） 

病院/福祉施設名称① 

 

□送迎サービスを利用している 

□送迎サービスはあるが利用していない 

□送迎サービスがあるかどうかわからない 

□送迎サービスがない □その他（         ） 

病院/福祉施設名称② 

 

□送迎サービスを利用している 

□送迎サービスはあるが利用していない 

□送迎サービスがあるかどうかわからない 

□送迎サービスがない □その他（         ） 

（４） 業務や仕事目的（通勤以外のお仕事での移動） 

1.その目的での外

出の有無 

□外出している □外出したいが難しい □その目的で外出しない 

⇒外出したいが難しい,その目的で外出しないと回答した方は（5）へ 

2.外出の頻度 □ほぼ毎日 □週３～４日 □週１～２日 □月２～３日 □月１日以下 

3.目的地 
□居住地と同じ町内  □その他大東市内(       )  □大阪市 

□大阪府下(        市/町/村)  □他府県(         県) 

4.主な交通手段 

（複数回答可） 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                   ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 

5.理想の交通手段 

（複数回答可） 

□現状のままでよい 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                  ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー  

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 
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（５） 趣味や社交，娯楽等 

1.その目的での外

出の有無 

□外出している □外出したいが難しい □その目的で外出しない 

⇒外出したいが難しい,その目的で外出しないと回答した方は（6）へ 

2.外出の頻度 □ほぼ毎日 □週３～４日 □週１～２日 □月２～３日 □月１日以下 

3.目的地 
□居住地と同じ町内  □その他大東市内(       )  □大阪市 

□大阪府下(        市/町/村)  □他府県(         県) 

4.主な交通手段 

（複数回答可） 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                   ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 

5.理想の交通手段 

（複数回答可） 

□現状のままでよい 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □門真南駅 

     □吉田駅  □その他（                  ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 

（６） 大東市内の公共施設への移動 

1.その目的での外

出の有無 

□外出している □外出したいが難しい □その目的で外出しない 

⇒外出したいが難しい,その目的で外出しないと回答した方は質問 2.へ 

2.主に利用する 

 公共施設 

□市役所 □市民会館 □総合文化センター □総合福祉センター 

□その他（                          ） 

3.外出の頻度 □ほぼ毎日 □週３～４日 □週１～２日 □月２～３日 □月１日以下 

4.主な交通手段 

（複数回答可） 

□鉄道（□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □その他（           ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（            ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 

5.理想の交通手段 

（複数回答可） 

□現状のままでよい 

□鉄道 （□四条畷駅 □野崎駅 □住道駅 □鴻池新田駅 □その他（        ）） 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（           ）） 

□大東市コミュニティバス（□南新田朋来コース □三箇コース □西部コース） 

□大東市南部地域コミュニティバス □大東市東部地域乗合タクシー 

□送迎バス  □タクシー  

□自動車（運転） □自動車（送迎） □バイク   □自転車  □徒歩 

質問 2．外出時の状況についてお聞きします。現在の外出状況をどう感じていますか？ 

□大変満足 

□ほぼ満足 

□やや不満   

□不満 

不満である理由は何ですか？(複数回答可) 

□身体的負担   □経済的負担  □快適・安全性 

□交通手段が不便 □その他（                  ） 
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質問 3．コミュニティバスまたは路線バスの利用についてお聞きします。 
（１）コミュニティバスまたは路線バスを利用されていますか？ 

□コミュニティバスまたは路線バスを利用している 

□利用していない 

（２）もしコミュニティバスまたは路線バスがなかったらどのようにされますか？ 

□外出をやめる 

 

□移動手段を変更する．外出回数を減らす 

□移動手段を変更する．外出回数は変更しない 

 

 

 

（３）コミュニティバスまたは路線バスを利用しない理由をお聞かせください。(複数回答可,3 つまで) 

□利用したいルートではない □家の近くにバス停がない  □目的地の近くにバス停がない 

□便数が少ない       □使いたい時間帯に便がない □移動時間がかかりすぎる 

□料金が高い        □ルート,バス停を知らなかった  □利用する必要がなかった 

□その他（                                    ） 

質問４．外出や交通について、ご意見があれば何でも結構ですのでお聞かせください． 

 

質問５．あなたのことについてお聞きします。 

（１）性別を教えてください。 

□男性  □女性 

（２）年齢を教えてください。 

□5 歳～14 歳   □15 歳～19 歳 □20 歳～34 歳 □35 歳～44 歳 □45 歳～64 歳 

□65 歳～74 歳  □75 歳以上 

（3）職業を教えてください。 

□自営業 □会社員・公務員・団体職員 □パート・アルバイト □主婦・主夫 

□学生  □無職  □その他（                           ） 

（4）運転免許証をお持ちですか？(複数回答可) 

□大型自動車 □普通自動車 □自動二輪車 □原動機付自転車 □持っていない 

（5）自宅に自動車はありますか？ 

□ほぼ自分専用の自動車がある       □家族共用の自動車があり、自分がよく利用する 

□家族共用の自動車があり、たまに利用する □家族共用の自動車があるが、自分は利用しない 

□ない 

どの交通手段に変更しますか？(複数回答可) 

□路線バス（□近鉄バス □京阪バス □その他（                  ）） 

□送迎バス □自動車（運転）  □自動車（送迎） 

□タクシー □バイク □自転車 □徒歩  □その他（                 ） 

外出をやめる理由は何ですか？(複数回答可) 

□代替交通手段がない □身体的負担 □経済的負担 

□その他（                          ） 

(２)の質問にお答えください 

(３)の質問にお答えください 

以上でアンケート調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。 


