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1. 調査内容
令和5年度から始まる第6次川西市総合計画の策定にあたり、実施する調査です。
「川西市に、こんなまちになってほしい！」という率直なご意見をお答えください。

2. 調査対象者
16歳以上の市民の中から、無作為に抽出した、2,000名の方々です。

3. 回答方法
回答方法として、次の2通りをご用意しております。
Ａ）調査票に直接ご記入いただき、同封の返信用封筒（切手不要）に入れて

最寄りのポストに投函
Ｂ）インターネットで以下のURLからアクセスまたは2次元コードを読み取って回答

締切：令和3年5月31日（月）まで

4. 調査結果
調査結果は、川西市のホームページ（www.city.kawanishi.hyogo.jp）で公表します。
この調査票に記入された事柄を、調査の目的以外に使用することはございません。

5. お問合せ先

川西市 政策創造課 【TEL】072-740-1120

https://bit.ly/3urFxqN

ま ち
かん

総合計画って
なあに？

川西市に住むみんなが
「何気ない日常に幸せを
感じるまち」になるため
にはどう行動したらいい
のか、みんなで考えた計
画にしたいね。

まちづくりの基本的
な方向性や、具体的
に実施する取組をま
とめたものだよ。



1．現在の川西市についてお聞きします

問1 川西市に住み続けたいと思いますか
あなたは、これからも川西市に住み続けたいと思いますか。
次の中から1つ選んで、番号に○をつけてください。

1. 自然環境がよい

2. 治安がよい

3. 子育て環境がよい

4. 教育環境がよい

5. 交通の便がよい

6. 買い物が便利

7. 保健・医療体制が整っている

8. 文化施設・催しが充実している

9. 福祉施設・制度が充実している

10. 仕事や学校の関係

11. 近所づきあいが良好

12. 住み慣れて、愛着がある

13. 親・子など親族が住んでいる

14. 事業や資産を継ぐ必要がある

15. 特に理由はない

16. その他（ ）

問1-1（問1で1と答えた方）
それはどんな理由からですか。
次の中から3つまで選んで、番号に○を
つけてください。

1. 自然環境がよくない

2. 治安がよくない

3. 子育て環境がよくない

4. 教育環境がよくない

5. 交通の便がよくない

6. 買い物が不便

7. 保健・医療体制が整っていない

8. 文化施設・催しが充実していない

9. 福祉施設・制度が充実していない

10. 仕事や学校の関係

11. 近所づきあいになじめない

12. 他に愛着のあるまちがある

13. 親・子など親族が他のまちに住んでいる

14. 事業や資産を継ぐ必要がある

15. 特に理由はない

16. その他（ ）

問1-2（問1で2と答えた方）
それはどんな理由からですか。
次の中から3つまで選んで、番号に○を
つけてください。

3. 分からない1.住み続けたい 2 . 住み続けたい
とは思わない



問2 あなたはどんなときに幸せを感じますか

次の中から1つ選んで、番号に○をつけてください。

1 ．おいしいものを食べたり飲んだりするとき

2 ．部屋でリラックスしているとき

3 ．趣味を楽しんでいるとき

4 ．経済的に満たされているとき

5 ．きれいな景色を見ているとき

6 ．買い物をしているとき

7 ．仕事が順調なとき

8 ．家族と一緒にいるとき

9 ．パートナーと一緒にいるとき

10 ．友人と一緒にいるとき

11 ．ペットや、生き物とふれあうとき

12 ．その他（ ）

2．あなたが「幸せ」を感じるときについてお聞きします

突然ですが・・・あなたは今、幸せですか？
普段の生活で「幸せだなあ」と感じる場面って、どんなときでしょうか。
「ケーキを食べるとき」「家族と過ごすとき」「犬と散歩しているとき」など、ひと

によって色々な幸せがあると思います。

今、川西市は「何気ない日常に幸せを感じるまち」をめざし、その指針となる総合計
画をつくろうとしています。

そこで、まずは あなたご自身の、日常の「幸せ」についてお聞きします。

ところで、「何気ない日常に幸せを感じるまち」の「幸せ」には、あなたご自身はも
ちろん、川西市に住むすべての方の「幸せ」が含まれています。
（たとえば、一緒に住む家族・ご近所さん・同級生などなど・・・）

あなたご自身を含むみなさんが、明日も、明後日も、10年後も「何気ない日常に幸
せを感じ」て暮らせるまちについて、ぜひ、一緒に考えてみましょう！

お答えいただきありがとうございます。



問3 10年後、川西市がどんなまちであればいいと思いますか

次の中から1つ選んで、番号に○をつけてください。

1 ．緑がゆたかなまち

2 ．災害につよいまち

3 ．子育てしやすいまち

4 ．誰もが学びの機会をもてるまち

5 ．仕事と家庭の両立ができるまち

6 ．働きやすいまち

7 ．健康にすごせるまち

8 ．ゴミがなく、きれいなまち

9 ．余暇を楽しめるまち

10 ．ひとりひとりが尊重されるまち

11 ．バリアフリーに配慮したまち

12 ．文化・芸術活動やスポーツが盛んなまち

13 ．特産品がいっぱいあるまち

14 ．おいしいものがたくさん食べられるまち

15 ．ご近所さんと仲良くできるまち

16 ．その他（ ）

問4 問3でお答えいただいたまちになるため、どんなことを
大切にする必要があると思いますか

次の中から3つまで選んで、番号に○をつけてください。

1 ．自然環境の保全

2 ．防犯・防災対策の充実

3 ．子育て支援の充実

4 ．教育環境の充実

5 ．働く場所の充実

6 ．医療サービスの充実

7 ．高齢者・障がい者・生活困窮者への支援

8 ．市内移動の利便性の向上

9 ．ICTを活用したまちづくりの推進

10 ．地域コミュニティや地域の連帯感の充実

11 ．まちの歴史・文化の振興

12 ．公園・スポーツ施設等のサービス充実

13 ．文化施設・公民館等のサービス充実

14 ．商工業の振興

15 ．農業の振興

16 ．その他（ ）

3．これからの川西市についてお聞きします

ねえねえ
ICTってなあに？

たとえば、タブレット
を活用して「おうちに
いながら遠隔授業を受
けたりすること」が
そうだね！

ICTはコミュニケーション
をとるための通信技術のこ
とだね



明日も、明後日も、10年後も、100年後も安心し
て暮らせるという意味で、川西市のまちづくりに
おいても、SDGｓの視点が求められているんだよ

SDGsは2015年に開かれた世界のリーダーたちが
集まる会議（国連サミット）で、2030年までに
世界全体で達成する目標として決められたんだ

SDGsってなあに？

SDGｓってなあに？

よりすてきな世界
をつくること

Development

開発

Goals

目標
Sustainable

持続可能な

人が地球に住み
続けられること

そのための目標

うーん。「人が地球に住み続けられる、
すてきな世界をつくための、目標」と
いうことは....

SDGsは世界中のみんなが幸せに暮らす
ために、達成しないといけない目標と
いうことかな

そうだね。SDGｓは以下の単語の頭文字だよ

単語の意味を組み合わせると、SDGｓって
何かわかるんじゃないかな？

そのSDGsが川西市のまちづくりと、ど
んな関係があるの？

なるほど。世界で達成するには、まず
自分たちのまちで小さなことからやっ
ていこう！ってことだね

SDGsは、なにかの略称なの？

問5 あなたは、「SDGｓ」について知っていましたか

1．知っていた

2．言葉は聞いたことがあった

3．知らなかった

4．SDGs「持続可能な開発目標」についてお聞きします

次の中から1つ選んで、番号に○をつけてください。

だから、このまちかんアンケートでも、
聞こうとしているんだね。

次からは、SDGｓに関する質問です。



①地球上のあらゆる形
の貧困をなくそう

②だれもが栄養のある
食糧を十分に手に入れ
られるようにしよう

③だれもが健康で幸せ
な生活を送れるように
しよう

問6 世界中のみんなが幸せに暮らすために、あなたが大切だと思うことは何ですか

次の中から3つまで選んで、絵に○をつけてください。

④だれもが公平に、
良い教育を受けられ
るようにしよう

⑤男女平等を実現しよ
う

⑥だれもが安全な水と
トイレを利用できるよ
うにしよう

⑧だれもが人間らしく
生産的な仕事ができる
社会を作ろう

⑦安全で現代的なエネ
ルギーをずっと利用で
きるようにしよう

⑨新しい技術を開発し、
みんなに役立つ安定し
た産業化を進めよう

⑩世界中から不平等を
減らそう

⑪災害に強いまちをつ
くろう

⑫地球の環境と人々の
健康を守れるよう、責
任のある行動をとろう

⑬気候変動から地球を
守るために、今すぐ行
動を起こそう

⑭海の資源を守り、
大切に使おう

⑮陸の豊かさを守り、
多様な生物が生きられ
るように大切に使おう

⑯すべての人が法や制
度で守られる社会をつ
くろう

⑰世界のすべての人が
協力しあい、これらの
目標を達成しよう

これらはSDGｓが示して
いる17個の目標だよ



5．あなたご自身のことについて、お聞かせください

以下の質問は、これまでお答えいただいた事項を統計的に取りまとめるために
必要なものです。個人が特定されることはありませんので、あなた自身につい
てご回答ください。

2．小学生あるいは
中学生の子どもがいる

3．65歳以上の
高齢者がいる

1．小学校入学前の
子どもがいる

1. 年齢について

次の中から1つだけ選んで、番号に○をつけてください。

1．16～19歳 2．20～29歳 3．30～39歳 4．40～49歳

5．50～59歳 6．60～69歳 7．70～79歳 8．80歳以上

2. 川西市に住んで何年ですか（通算）

次の中から1つだけ選んで、番号に○をつけてください。

1．5年未満 2．5～10年未満

3．10～20年未満 4．20年以上

3. 同居形態について

（1）一緒に住んでいる方はいらっしゃいますか。番号に〇をつけてください。

1．いる 2．いない

（2） 前の設問（1）で「1．いる」と回答された方のみにお聞きします。
一緒に住んでいる家族で、下記に該当される方はいらっしゃいますか。
次の中からあてはまるものをすべて選んで番号に○をつけてください。



あなたがお住まいの小学校区はどこですか。
次の中から1つだけ選んで、番号に○をつけてください。

4．小学校区について

1．久代小学校区 久代1～6丁目 東久代1・2丁目

2．加茂小学校区 南花屋敷1～4丁目 加茂1～6丁目

3．川西小学校区 小花1・2丁目 小戸1～3丁目 栄町24～27番
寺畑1・2丁目 栄根1・2丁目 下加茂1・2丁目

4．桜が丘小学校区 中央町 日高町 栄町（24～27番を除く） 花屋敷山手町
花屋敷1・2丁目 満願寺 満願寺町

5．川西北小学校区 美園町 絹延町 出在家町 丸の内町
滝山町（8番を除く） 鴬の森町 萩原1丁目
火打1・2丁目 松が丘町 霞ヶ丘1・2丁目

6．明峰小学校区 滝山町8番 萩原2・3丁目 萩原台東1・2丁目
萩原台西1～3丁目 鴬が丘 鴬台1・2丁目
西多田字上平井田・湯山裏・南野山 湯山台1・2丁目
南野坂1・2丁目 西多田1丁目1・2番 錦松台

7．多田小学校区 新田 西多田（明峰小学校区を除く）
多田院（清和台南小学校区を除く）
新田1～3丁目 多田院1・2丁目 多田院多田所町
多田院西1丁目 多田院西2丁目（5番を除く）
矢問1～3丁目 矢問東町 西多田1丁目（1・2番を除く）
西多田2丁目

8．多田東小学校区 東多田 平野 鼓が滝1～3丁目 東多田1～3丁目
多田桜木1・2丁目 平野1～3丁目

9．緑台小学校区 緑台1～5・7丁目 向陽台1・2丁目

10．陽明小学校区 緑台6丁目 向陽台3丁目 水明台1～4丁目 清流台

11．清和台小学校区 石道 虫生 赤松 清和台東1～3丁目
清和台西1・2丁目

12．清和台南小学校区 柳谷 清和台東4・5丁目 清和台西3～5丁目
多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上 多田院西2丁目5番

13．けやき坂小学校区 芋生 若宮 けやき坂1～5丁目

14．東谷小学校区 見野1～3丁目 東畦野1～6丁目
東畦野山手1・2丁目 西畦野1・2丁目 山原1・2丁目
緑が丘1・2丁目 山下町 笹部1～3丁目 下財町
一庫1～3丁目 東畦野（長尾を除く） 西畦野 山原
山下 笹部 一庫 国崎 黒川 横路

15．牧の台小学校区 大和東1～5丁目 大和西1～5丁目 東畦野字長尾
長尾町

16．北陵小学校区 美山台1～3丁目 丸山台1～3丁目


