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【アンケート入力要領】

…セルを選択し、プルダウンのリストより項目を選択してください。

…セルを選択し、文字を直接入力してください。

　　注）上位の回答の内容によって記入。

…セルを選択し、文字を直接入力してください。

　　注）要望等あれば記入。特になければ記載しない。

「大東市新庁舎整備基本計画策定」に向けた職員意識調査（案）



「大東市新庁舎整備基本計画策定」に向けた職員意識調査

１．基本的事項（属性）

問1-1

部： ←ERROR！部署を選択
課： ←ERROR！課を選択

問1-2

←ERROR！選択

問1-3

←ERROR！選択

問1-4

←ERROR！選択

問1-5

注1）電車利用者は最寄り駅から本庁舎までの通勤手段について回答してください。

注2）現在本庁舎（同敷地内の他の建物含む）に勤務していない場合は、本庁舎に勤務した場合を

　　　想定で回答してください。 　

←ERROR！選択
１．バス ２．自家用車 ３．バイク
４．自転車 ５．徒歩 ６．その他

（ ）
　

２．現庁舎についてお聞かせください。
　　　※以下の設問は、現在本庁舎に勤務していない方でも、普段感じていることを回答してください。

問２-１

←ERROR！選択

※「なっていない」と答えた方への質問です。理由についてリストより２つ選択してください。

優先順位　１ １． 窓口が分散している
優先順位　２ ２． 待合スペースが不足している

３． 庁舎内の配置がわかりにくい（案内機能の不足）
４． プライバシーへの配慮が欠けている
５． ユニバーサルデザイン（※１）への対応が不十分
６． 行政サービス以外の機能がない
７． その他

職務中に市民や利用者から頂いたご意見・ご要望などありましたら記入してください。

（※１）ユニバーサルデザイン・・・年齢・性別、障害の有無にかかわらず、全ての人にとって使いやすいデザインなどのこと。

所属部署について、リストより選択してください。

職位について、リストより選択してください。

年齢について、リストより選択してください。

性別について、リストより選択してください。

通勤手段について、リストより選択してください。

現庁舎は、市民が利用しやすい環境になっていますか。

↑ERROR！
２つ選択



問２-２

優先順位　１ １． 広さ
優先順位　２ ２． 明るさ

３． 快適な室温調整
４． OA環境の充実

（OAフロアの採用やLAN配線など事務機器の整備など）
５． セキュリティー機能の充実
６． プライバシーの確保
７． その他

自由意見記入欄

問２-3-1

優先順位　１ １． 会議・打合せスペースの室数の確保
優先順位　２ ２． 各室・スペースの十分な広さ

３． 各室・スペースに応じた明るさ
４． 快適な室温調整・音環境
５． OA機器の充実（PCやプロジェクターなど）
６． その他

自由意見記入欄

問２-3-2

優先順位　１ １． 可動間仕切りによる会議スペースの可変性
優先順位　２ ２． 各課（又は係り）単位での打合せスペースの確保

３． 会議室の集約配置による大空間の確保
４． 災害対策本部室などの多機能併用（スペースの有効活用）
５． 休日の市民開放など、多目的利用
６． その他

　
自由意見記入欄 　

問２-4

優先順位　１ １． 可能な限り自席の近くのキャビネットに保管したい
優先順位　２ ２． 部課単位で周辺に書庫・倉庫を配置すべき

３． 共同書庫・倉庫を設け、執務空間には可能な限り物を
置かない計画

４． ペーパーレス化による、書庫・倉庫の省スペース化
５． 施錠・ICカードなどによる情報管理
６． その他

自由意見記入欄

執務室について改善すべきだと思う点は何ですか。あてはまるものをリストから２つ
選択してください。

↑ERROR！
２つ選択

会議室・打合せスペースに望むことは何ですか。重要だと思うことをリストから２つ
選択してください。

↑ERROR！
２つ選択

会議室・打合せスペースの形態について望むことは何ですか。重要だと思うことをリ
ストから２つ選択してください。

↑ERROR！
２つ選択

書庫・倉庫に望むことは何ですか。重要だと思うことをリストから２つ選択してくだ
さい。

↑ERROR！
２つ選択



問２-5

優先順位　１ １． 広さ
優先順位　２ ２． プライバシーへの配慮

３． セキュリティーの充実
４． 休憩スペースの併設
５． 各階などの分散配置
６． その他

自由意見記入欄

問２-6

優先順位　１ １． 広さ
優先順位　２ ２． 明るさや室温などの快適さ

３． 男女別のスペース
４． 具合が悪い時に横になれる和室
５． 気軽に利用できるオープンスペース（市民利用も可）
６． 各階などの分散配置
７． その他

自由意見記入欄 　

問２-７-1

（どちらもある場合は、多いと思うほうをお選びください。）
←ERROR！選択

※外食と答えた方への質問です。外食場所についてリストより選択してください。

　 　 　
※庁内と答えた方への質問です。庁内の食事場所についてリストより選択してください。

　 　 　

問２-７-2

必要性 ←ERROR！選択
頻　度 １． 頻繁に利用する

２． 時々利用する
３． 利用しない
４． 分からない

問２-７-３

自由意見記入欄

更衣室に望むことは何ですか。重要だと思うことをリストから２つ選択してくださ
い。

↑ERROR！
２つ選択

休憩スペースに望むことは何ですか。重要だと思うことをリストから２つ選択してく
ださい。

↑ERROR！
２つ選択

現在、昼食はどこで取っていますか。

庁舎内に食堂は必要と感じますか。
また、どの程度の頻度で利用したいと思いますか

↑ERROR！
選択

食事場所についてご意見・ご要望があればお聞かせください。



３．庁舎のあり方（望ましい庁舎環境整備）についてお聞かせください。
　　　※以下の設問は、本庁舎に勤務予定でない方でも、感じていることを回答してください。

問３-１

優先順位　１ １． 安全を守る拠点としての庁舎
優先順位　２ （防災拠点として、市民の生命や財産を守り、安心・安全な暮らしを支える）

２． 豊かな市民生活を支える庁舎
（市民と連携した地域づくりを推進し、暮らしや活動をサポートする）

３． 持続可能な社会に貢献する庁舎
（省エネルギーや環境負荷の低減に努め、環境配慮をリードする施設）

４． 次代に対応する庁舎
（高度化・多様化する行政サービスや、将来の変化に対応できる）

５． 地域のシンボルとなる庁舎
（市庁舎としてふさわしいデザインとし、まちづくりの拠点となる）

６． その他

自由意見記入欄

問３-２

優先順位　１ １． 危機管理・災害対策機能の確保
２． セキュリティ・防犯対策の強化
３． ユニバーサルデザインへの対応
４． その他

自由意見記入欄 　

問３-３

優先順位　１ １． 窓口等のワンストップサービス機能の確保
２． 市民協働・交流機能の確保
３． 情報提供機能の充実
４． その他

自由意見記入欄

問３-４

優先順位　１ １． 自然エネルギーの活用
２． 省エネ技術の導入
３． 資源の有効活用等の促進
４． その他

自由意見記入欄

望ましい庁舎としての理念・あり方について、重要だと思うことをリストから２つ選
択してください。

安全面の機能ついて、重要だと思うことをリストから1つ選択してください。

↑ERROR！
選択必須

↑ERROR！
選択必須

↑ERROR！
選択必須

市民サービス面の機能ついて、重要だと思うことをリストから1つ選択してくださ
い。

環境配慮面の機能について、重要だと思うことをリストから1つ選択してください。

↑ERROR！
２つ選択



問３-５

優先順位　１ １． 機能的な執務空間の形成
２． 施設のフレキシビリティの確保
３． 経済性への配慮
４． その他

自由意見記入欄

問３-６

優先順位　１ １． 庁舎にふさわしいデザインの導入
２． 緑化などの都市環境への貢献
３． 良好なまちづくり・景観形成
４． その他

自由意見記入欄

問３-７

回答結果は、大東市新庁舎整備基本計画の策定に向けた参考とさせていただきます。

↑ERROR！
選択必須

↑ERROR！
選択必須

その他、庁舎整備に関する要望等がありましたらご記入ください。

サービスの高度化・多様化などの将来変化への対応について、重要だと思うことをリ
ストから1つ選択してください。

地域のシンボルとなる庁舎の整備において、重要だと思うことをリストから1つ選択
してください。

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

※「新庁舎に、こんな機能があれば便利」や「こんなサービスがあれば市民の
皆さんが喜ぶ」などのご意見もあれば、ご記入ください。


