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資料２
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1１．調査の概要

【調査目的】
・現行総合計画の取り組みに対する住民の評価（満足度や重要度）

【調査期間】
・令和2年10月8日（木）～令和2年10月26日（月）

【調査対象者】
・16歳以上の能勢町在住の住民

【調査方法】
・住民基本台帳から無作為抽出による郵送配布･郵送回収（一部、能勢高校に配布・回収）

【調査規模】
・能勢町全域で1,859部配布、841部回収（回収率：45.2％）

【調査項目】
＜能勢町の取組みについて＞
① 教育・文化
② 保健・医療・福祉
③ 自然環境を活かした産業振興
④ 暮らしの基盤づくり
⑤ 計画の推進

＜その他＞
⑦ 能勢町での暮らしやすさ、居住意向
⑧ 回答者属性
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2２．調査の結果

現在の満足度 今後の重要度

満足 2点 重要 2点

やや満足 1点 やや重要 1点

どちらといえない 0点 どちらともいえない 0点

やや不満 -1点 あまり重要ではない -1点

不満 -2点 重要ではない -2点

・各取組の回答に対して以下のように点数化し、平均値を算出、散布図を作成

（１）能勢町の取組み

問 能勢町では、第5次総合計画（平成24～令和3年度）に基づき、様々な取組みを進めてきてい
ますが、現在の能勢町の現状や方向性について、どのように評価しますか。 また、今後、より
よいまちづくりを進めるために、どのような取組みが重要だと思われますか。（あてはまるもの
をそれぞれ１つだけ選び、番号に○）



現行計画の取組 現在の満足度 今後の重要度
1 特色ある学校づくりなど、学校教育の充実 0.16 0.98
2 地域人材の学校活動の参画など、開かれた学校づくり 0.11 0.80
3 充実した教育設備や空間づくりなど、　教育環境の充実 0.15 0.93
4 イベント情報提供や適切な施設管理等を通じた、生涯学習・生涯スポーツの推進 -0.04 0.74
5 家庭教育だけでなく、社会全体で子ども・若者の成長を支える環境づくり -0.06 0.99
6 各種活動の支援など、浄瑠璃の里文化の振興 0.22 0.50
7 淨るりシアター自主事業など、芸術文化活動の推進 0.22 0.59
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（１）教育・文化について

・教育・文化の施策については、「ど
ちらともいえない」という回答が多
いことから、「現在の満足度」は中
央に集まり気味であるが、「今後の
重要度」は高い認識が示されている。

・「生涯学習や生涯スポーツ」や「子ども
や若者の成長を支える環境づくり」に
関する施策に対する満足度が他に比
べるとやや低い傾向にある。

満足度は中央に集まりがち
重要度は高い認識

「生涯学習や生涯ス
ポーツ」、「子ども等の
成長を支える環境づく
り」は、満足度が他に
比べるとやや低い傾向



現行計画の取組 現在の満足度 今後の重要度
8 差別や偏見のないまちづくりなど、人権・平和の尊重 0.21 0.88
9 住民の地域活動への参加促進など、ともに助け合い・支え合う地域づくり 0.13 0.91
10 相談窓口の充実など、福祉サービスを提供するための仕組みづくり 0.09 1.06
11 各種健康講座の開設や行政の相談窓口の充実など、健康づくりの支援 0.22 0.89
12 住民健診など、疾病予防の推進 0.44 1.15
13 医療機関の連携や自治体間での連携による、地域医療体制の強化 0.09 1.19
14 障がいのある人もない人もお互いを尊重できる社会をめざした、共生社会の実現 0.11 1.00
15 福祉サービスの充実等による、障がいのある人の自立支援 0.11 0.98
16 介護予防サポーターを活用した地域ぐるみの介護予防活動など、健康づくりと介護予防の支援 0.17 1.01
17 利用者が適宜適切なサービスの提供を受けられるような、介護・福祉サービスの充実 0.10 1.14
18 高齢者の総合相談支援体制の充実など、地域におけるケア体制の充実 0.07 1.09
19 乳幼児健康診査、予防接種、訪問指導など、母子保健の充実 0.25 1.08
20 多様化する就労形態などに対応した保育サービスの充実 0.04 1.02
21 交流の場づくりや相談窓口の充実など、子育て環境の充実 0.11 0.99
22 子ども虐待の防止のために啓発や研修の実施など、子ども権利擁護の推進 0.05 1.05
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（２）保健・医療・福祉について

・保険・医療・福祉の施策については、
「どちらともいえない」という回答
が多いことから、「現在の満足度」
は中央に集まり気味であるが、どち
らかというと、満足度は高い側に評
価されている。

・全体的に「今後の重要度」は高い認識
が示されている。

・「疾病予防の推進」は比較的満足度が
高い傾向にある。

満足度は中央に集
まりがちであるが、
どちらかというと、
満足度は高い側
重要度は高い認識

「疾病予防の推進」は
比較的満足度が高い
傾向



現行計画の取組 現在の満足度 今後の重要度
23 多様な生態系の保全、里山文化の継承など、自然環境との共生 0.12 0.90
24 住民意識の醸成や自然エネルギーの利用促進など、環境保全と循環型社会の形成 -0.05 0.77
25 営農環境の整備へ向けた支援等による、農業経営の振興 -0.13 0.88
26 森林資源の循環利用の促進など、森林の保全と林業育成 -0.16 0.86
27 地域資源を活かした産業創造や起業の支援など、内発型産業の活性化 -0.21 0.88
28 企業誘致による地元雇用の確保 -0.41 0.97
29 観光発信力の強化や地域経済との連携、ボランティアの活用等による、観光の振興 -0.17 0.83
30 経営支援の充実等による商工業の振興 -0.16 0.76
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（３）自然環境を活かした産業振興について

・自然環境を活かした産業振興の施策
については、「どちらともいえな
い」という回答が多いことから、
「現在の満足度」は中央に集まり気味
であるが、どちらかというと、満足
度は低い側に評価されている。

・全体的に「今後の重要度」は高い認識
が示されている。

・「企業誘致に地元雇用の確保」はやや
満足度が低い傾向にある。

満足度は中央に集
まりがちであるが、
どちらかというと、
満足度は低い側
重要度は高い認識

「企業誘致に地元雇用
の確保」はやや満足度
が低い傾向にある。
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（４）暮らしの基盤づくりについて

・暮らしの基盤づくりの施策について
は、「どちらともいえない」という
回答が多いことから、「現在の満足
度」は中央に集まり気味であるが、
「今後の重要度」は高い認識が示され
ている。

・「公共交通の配備等による交通網の充
実」、「計画的な土地利用の推進」、
「生活排水処理の整備」など、どち
らかというと満足度が低い取組が多
い。

満足度は中央に集
まりがちであるが、
重要度は高い認識

「公共交通の配備等に
よる交通網の充実」、
「計画的な土地利用の
推進」、「生活排水処
理の整備」など、どちら
かというと満足度が低
い取組が多い。

現行計画の取組 現在の満足度 今後の重要度
31 消防・防災体制の充実	 0.33 1.32
32 ドクターヘリや医療機関との広域的な連携を強化等による、救急体制の充実 0.40 1.36
33 豊能警察署や防犯協議会など関係機関との連携等による、防犯体制の充実 0.27 1.18
34 幹線道路や橋梁の整備など、道路施設の整備 -0.15 1.17
35 交通ルールや交通マナーの啓発活動などを通じた、交通安全対策の充実 0.05 0.91
36 公共交通の配備等による交通網の充実	 -0.46 1.08
37 水道事業経営の健全化や水道施設の適切な維持管理や更新 -0.02 1.04
38 公共下水道・農業集落排水の整備等による、生活排水処理の整備 -0.21 1.04
39 集落機能の維持・発展、地域活力の向上に資する計画的な土地利用の推進 -0.24 0.97
40 大気や河川、土壌などの生活環境の保全	 -0.08 1.07
41 AIやIoT等の最先端技術を活用したまちづくり -0.20 0.62



現行計画の取組 現在の満足度 今後の重要度
42 まちづくりへの住民参加 -0.06 0.71
43 施策の効率的・効果的な取組み -0.12 0.76
44 広報誌など住民への行政情報の公開及び提供	 0.17 0.87
45 広域的（近隣市町との連携）取組み -0.13 0.88
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（５）計画の推進に向けて

・計画の推進の施策については、「ど
ちらともいえない」という回答が多
いことから、「現在の満足度」は中
央に集まり気味であるが、どちらか
というと、満足度は低い側に評価さ
れている。

・全体的に「今後の重要度」は高い認識
が示されている。

・「行政情報の公開及び提供」に関する
取り組みは、どちらかというと満足
度が高い側にある。

「行政情報の公開及び
提供」に関する取り組
みは、どちらかというと
満足度が高い

満足度は中央に集
まりがちであるが、
どちらかというと、
満足度は低い側
重要度は高い認識
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（２）能勢町の暮らしやすさ、居住意向

問 能勢町の暮らしやすさについてどう思われています
か。 （１つだけ選び、番号に○）

性
別

年
齢

地
域

■全体集計

■クロス集計
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（２）能勢町の暮らしやすさ、居住意向

問 あなたは今後も、能勢町に住み続けたいと思います
か。 （１つだけ選び、番号に○）

平成21（2009）年度調査

令和2（2020）年度調査

■全体集計 ■クロス集計
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（２）能勢町の暮らしやすさ、居住意向

問 住み続けたい理由は次のどれですか。 （１つだけ選び、番号に○）

平成21（2009）年度調査 令和2（2020）年度調査

＜「その他」を回答した方の理由（抜粋）＞

• 今までに災害もなく、空気もよく、このコロナになり田舎は着々と良いと
思った。

• 夏の気候は他市に比べると涼しいから他に行く気がしない。
• のんびりできる、庭で植物を育てられる。
• 生まれたところというのはもちろんだが町内での将来的なビジョンのため。
• 今の生活で満足している。
• 町内でスポーツ活動、町外で文化活動。
• 自然が豊かで都会に近いから。
• 自然環境と住環境。
• 静かで住みやすいから。但し、冬は寒い。

• ごみごみしてない。小学生の時に引っ越してきていったん都会に出たが病
気になって帰ってきた。帰ってくる場所。

• 空気がきれい。
• 自然が豊かで隣近所の人達もみんないい人だから。
• 能勢町で信仰しているお寺があるから。

• 移住して来た者に優しい人が多い食べ物に恵まれているとは思えないが、
静かなところです。

• 自然豊かで人も優しくて田舎の良さがある。都会よりも人が温かい。 等
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（２）能勢町の暮らしやすさ、居住意向

問 移りたい理由は次のどれですか。 （１つだけ選び、番号に○）

平成21（2009）年度調査 令和2（2020）年度調査

＜「その他」を回答した方の理由（抜粋）＞
• バスの本数が少なく、車に乗らない者のとっては不便だから
• 地元の人ではなく、大阪以外から来てる人との付き合いが大変だから
• 病院が能勢町外にあるから
• 車が運転出来なくなった時、ここでの生活は出来ないと思う。
• 住民サービスが不足。
• 車が無いとどこへも行けないから。
• 全体的に不便だから。
• 税金が高い。
• 飲み会に行こうと思っても車で移動しないといけないので飲めない。
• 自動車の運転ができなくなれば生活できなくなるので。 等
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問 高校や大学等を卒業したあとに能勢町内に居住して、就職したいと思いますか。（１つだけ選び、番号に○）

24歳以下の方にお聞きします。

平成27（2015）年度調査

令和2（2020）年度調査

思う

14.1％

思わない
52.1％

わからない
（決まってない）

33.8％

■全体集計

■クロス集計
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問 高校や大学等を卒業したあとに能勢町内に居住して、就職したいと思う理由をご回答ください。

問 高校や大学等を卒業したあとに能勢町内に居住して、就職したいと思わない理由をご回答ください。

55.2 

44.8 

41.4 

41.4 

6.9 

6.9 

6.9 

3.4 

3.4 

3.4 

0.0 

0.0 

3.4 

0.0 

0 20 40 60

能勢町での生活に慣れているから

能勢町の風土が好きだから

家族の近くで生活したいから

実家から通えて経済的に楽だから

働きたい企業があるから

仕事とプライベートを両立させたいから

能勢町に貢献したいから

長男・長女だから

友人等知り合いが多いから

転勤がなさそうだから

家族に言われているから

彼（彼女）がいるから

その他

無回答

(3LA%)
(N=29)

平成27（2015）年度調査 令和2（2020）年度調査

注：3つまで選択可としている。 注：1つだけ選択可としている。

平成27（2015）年度調査 令和2（2020）年度調査

注：3つまで選択可としている。 注：1つだけ選択可としている。
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＜性別＞ ＜年齢＞

＜職業＞

（３）回答者属性


