
 

倉橋地区のバスに関するアンケート調査 
 

①性別/年齢/お住まい   □1男  □2女            歳台    自治会  

 

②この 1 年間、倉橋地区内でバスを利用したことがありますか？ 

□1利用したことがある   □2利用したことはない 

 

③乗り方教室に参加する前と後のことについておたずねします。 

 展示物を見る前 展示物を見た後 

倉橋地区にバスが 

運行していること 
□1知っていた □2知らないことがあった □1わかった □2あまりわからなかった  

バスの運行経路や 

バスで行ける施設 
□1知っていた □2知らないことがあった □1わかった □2あまりわからなかった 

バスの運行時刻 □1知っていた □2知らないことがあった □1わかった □2あまりわからなかった 

バスの乗り方 □1知っていた □2知らないことがあった □1わかった □2あまりわからなかった 

バスロケーションシ

ステム 
□1知っていた □2知らないことがあった □1わかった □2あまりわからなかった 

いきいきパス、PASPY

（IC カード） 
□1知っていた □2知らないことがあった □1わかった □2あまりわからなかった 

行政が赤字補てんをして 

運行を維持していること 
□1知っていた □2知らないことがあった □1わかった □2あまりわからなかった 

 

④乗り方教室に参加してみて、これからバスを利用したいと思いますか？ 

□1積極的に利用したい 

□2これまで通り利用する 

□3機会があったら利用したいと思う 

□4利用しようと思わない 

どんな用事で利用したいですか？（いくつでも） 

□1買い物   □2通院   □3通勤   □4通学 

□5その他 

その理由は何ですか？（具体的にお書きください） 

 

  

資料４－１ 



普段のお買い物について 

①あなた自身がよく行く買い物先について、よく行く順に２か所を教えてください。 

 買い物先 回 数 

１番よく行く 

買い物先 

名称： 

（場所：                              ） 

月に 

（    ）回くらい 

次によく行く 

買い物先 

名称： 

（場所：                              ） 

月に 

（    ）回くらい 

 

1 番よく行く買い物先についておうかがいします。 

②よく行く時間帯は？ 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに着いて、午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに出る 

 

③その買い物先に行くときに、バスを利用しますか？   

 □1バスを利用することがある              □2バスは利用しない  

 

    ④⑤にお答えください                   ⑥⑦にお答えください 

④月に何回くらいバスを利用しますか？ 

月に（   ）回程度利用 

 

⑤バスで行くのに理想の時間帯 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに着いて 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに出たい 

 

⑥ふだんはどうやって行きますか？ 

□1自分でクルマを運転する 

□2人のクルマに乗せてもらう 

□3病院の送迎バス 

□4タクシー        □5バイク・原付    

□6自転車        □7徒歩  

□8その他（            ） 

 

⑦バスを利用しない理由は何ですか？ 

（いくつでも） 

□1行きたいところまで行くバスがないから 

□2運行便数が少ないから 

□3途中で乗り換える必要があるから 

□4時間がかかるから/到着時間が分からないから 

□5バスがいつ来るか分からないから 

□6時刻表等を調べるのが面倒だから 

□7利用したい時間に、バスの便がないから 

□8運賃が高いから 

□9その他の手段の方が早いから 

□10その他（               ） 

 

 



定期的な通院について  

※持病などで定期的に通院されている方のみお答えください →定期的な通院がない方は次のページへ 

①あなた自身がよく行く医療機関について、よく行く順に２か所を教えてください。 

 
通院先の病院、診療所、クリニックなど 回数 

１番よく行く 

医療機関 

名称： 

（場所：                              ） 

月に 

（    ）回くらい 

次によく行く 

医療機関 

名称： 

（場所：                              ） 

月に 

（    ）回くらい 

 

1 番よく行く医療機関についておうかがいします 

②よく行く時間帯は？ 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに着いて、午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに出る 

 

③その通院先に行くときに、バスを利用しますか？   

 □1バスを利用することがある              □2バスは利用しない  

          ④⑤にお答えください                ⑥⑦にお答えください 

④月に何回くらいバスを利用しますか？ 

月に（   ）回程度利用 

 

⑤バスで行くのに理想の時間 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに着いて 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに出たい 

 

⑥ふだんはどうやって行きますか？ 

□1自分でクルマを運転する 

□2人のクルマに乗せてもらう 

□3病院の送迎バス 

□4タクシー        □5バイク・原付    

□6自転車        □7徒歩  

□8その他（            ） 

 

⑦バスを利用しない理由は何ですか？ 

（いくつでも） 

□1行きたいところまで行くバスがないから 

□2運行便数が少ないから 

□3途中で乗り換える必要があるから 

□4時間がかかるから/到着時間が分からないから 

□5バスがいつ来るか分からないから 

□6時刻表等を調べるのが面倒だから 

□7利用したい時間に、バスの便がないから 

□8運賃が高いから 

□9その他の手段の方が早いから 

□10その他（               ） 

 



 

通勤・通学について     

 

①あなた自身またはお子様等の通勤・通学先を教えてください。 

誰について 通勤先の所在地 または 学校名 回数 

□1回答者本人 

□2子または孫 

通勤先の所在地： 

通学先の学校名： 

月に 

（    ）回くらい 

 

②よく行く時間帯は？ 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに着いて、午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに出る 

 

③通勤・通学するときにバスを利用しますか？   

 □1バスを利用することがある              □2バスは利用しない  

          ④⑤にお答えください                ⑥⑦にお答えください 

④月に何回くらいバスを利用しますか？ 

月に（   ）回程度利用 

 

⑤バスで行くのに理想の時間 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに着いて 

午前・午後 (   )時 (   )分 ごろに出たい 

 

⑥ふだんはどうやって行きますか？ 

□1自分でクルマを運転する 

□2人のクルマに乗せてもらう 

□3タクシー        □4バイク・原付    

□5自転車        □6徒歩  

□7その他（            ） 

 

⑦バスを利用しない理由は何ですか？ 

（いくつでも） 

□1行きたいところまで行くバスがないから 

□2運行便数が少ないから 

□3途中で乗り換える必要があるから 

□4時間がかかるから/到着時間が分からないから 

□5バスがいつ来るか分からないから 

□6時刻表等を調べるのが面倒だから 

□7利用したい時間に、バスの便がないから 

□8運賃が高いから 

□9その他の手段の方が早いから 

□10その他（               ） 

 

最後に、呉市の公共交通についてのご意見をお聞かせください。 

 

 

 

あなた自身が通勤または通学（高校、専門学校、大学等）していなくても、
同居のお子様やお孫様が通学している場合はお答えください。 
どちらもない場合は、最後のご意見欄にお進みください。 


