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① 
お住まいは 

どちらですか？ 

※町名までで結構です。  

江別市                例：高砂町、東野幌町 等 

② 性 別 □男 性   □女 性 

③ 年 齢 
□10 代  □20 代  □30 代  □40 代  □50 代  □60 代  

□70 代  □80 歳以上 

④ 職業・就業の状況 

□自営業  □会社員・公務員・団体職員  □パート・アルバイト 

□専業主婦・主夫(パート・アルバイト除く)  

□中学生  □高校生  □大学生・専門学校生 

□無職   □その他（                  ） 

⑤ 世帯構成 
□単身  □夫婦のみ  □親子（二世代）  □三世代以上の家族 

□その他（                          ） 

⑥ 保有する運転免許証 

□免許有り ⇒□普通免許  □自動二輪  □原動機付自転車  

□以前持っていた ⇒約（     ）年前に運転（免許更新）をやめた 

□免許無し ⇒□現在取得中 □免許を取得したい □免許は不要 

⑦ 
保有する自家用車は 

ありますか？ 

□ほぼ自分専用の車がある   □家族共用の車がある   

□世帯に自家用車はない 

⑧ 
何歳くらいまで運転 

しようと思いますか? 
     歳くらい  ※現在ご自分で運転している方のみお答えください。 

 

 

（１）通勤・通学についてお聞きします（１）通勤・通学についてお聞きします（１）通勤・通学についてお聞きします（１）通勤・通学についてお聞きします。。。。    

① 
通勤・通学先は、 

どちらですか？ 

□江別市内内内内・・・地区名を教えて下さい （           ） 

□江別市外外外外・・・市町村名を教えて下さい（           ） 

② 

普段の移動手段は 

何ですか？ 

【【【【複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可】】】】 

□徒歩    □自転車   □自動二輪・原付   

□ハイヤー・タクシー    □路線バス    □ＪＲ   

□無料送迎バス    □自動車    □その他 

③ 

冬期は移動手段を変更

しますか？ 

変更する場合、その移

動手段は何ですか？ 

□変更しない  ⇒ ⑤⑤⑤⑤へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください 

□変更する   ⇒ 下下下下からからからから移動手段移動手段移動手段移動手段をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください 

□徒歩    □自転車   □自動二輪・原付   

□ハイヤー・タクシー    □路線バス    □ＪＲ   

□無料送迎バス    □自動車    □その他 

④ 

冬期に移動手段を変更

する理由は、何です

か？ 

 

 

 

    

質問１ あなたご自身のことについてお聞きします。 

質問２ 普段の「通勤・通学」「通院」「買い物」での移動についてお聞きします。 

（案） 
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⑤ 
通勤・通学の頻度は 

どれくらいですか？ 

□ほぼ毎日    □週に３～４日    □週に 1～2 日 

□月に１～２日  □年に数日 

⑥ 
通勤・通学時の出発時

刻は何時頃ですか？ 

自宅を出発    ・・・（   ）時（   ）分頃 

通勤・通学先へ到着・・・（   ）時（   ）分頃 

⑦ 

冬期は出発時間を変更

しますか？ 

変更する場合、その時

刻は何ですか？ 

□変更しない  ⇒ ⑧⑧⑧⑧へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください 

□変更する   ⇒ 下下下下にににに変更後変更後変更後変更後のののの時刻時刻時刻時刻をををを記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください 

自宅を出発    ・・・（   ）時（   ）分頃 

通勤・通学先へ到着・・・（   ）時（   ）分頃 

⑧ 

通勤・通学時の帰宅時

刻は何時頃ですか？ 

 

通勤・通学先を出発・・・（   ）時（   ）分頃 

自宅へ到着    ・・・（   ）時（   ）分頃 

（２）通院についてお聞きします（２）通院についてお聞きします（２）通院についてお聞きします（２）通院についてお聞きします。。。。    

① 
通院先は、 

どちらですか？ 

□江別市内内内内・・・病院名を教えて下さい （           ） 

□江別市外外外外・・・市町村名を教えて下さい（           ） 

② 

普段の移動手段は 

何ですか？ 

【【【【複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可】】】】 

□徒歩    □自転車    □自動二輪・原付   

□ハイヤー・タクシー    □路線バス    □ＪＲ   

□無料送迎バス    □自動車    □その他 

③ 

冬期は移動手段を変更

しますか？ 

変更する場合、その移

動手段は何ですか？ 

□変更しない  ⇒ ⑤⑤⑤⑤へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください 

□変更する   ⇒ 下下下下からからからから移動手段移動手段移動手段移動手段をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください 

□徒歩    □自転車    □自動二輪・原付   

□ハイヤー・タクシー    □路線バス    □ＪＲ   

□無料送迎バス    □自動車    □その他 

④ 

冬期に移動手段を変更

する理由は、何です

か？ 

 

 

 

⑤ 
通院の頻度は 

どれくらいですか？ 

□ほぼ毎日    □週に３～４日    □週に 1～2 日 

□月に１～２日  □年に数日 

⑥ 
通院時の出発時刻は 

何時頃ですか？ 

自宅を出発  ・・・（   ）時（   ）分頃 

通院先へ到着 ・・・（   ）時（   ）分頃 

⑦ 
通院時の帰宅時刻は 

何時頃ですか？ 

通院先を出発 ・・・（   ）時（   ）分頃 

自宅へ到着  ・・・（   ）時（   ）分頃 

（３）買い物についてお聞きします（３）買い物についてお聞きします（３）買い物についてお聞きします（３）買い物についてお聞きします。。。。    

① 

食料品や日用品などの 

主な買い物先は、 

どちらですか？ 

例：（ 元江別本町 ）の（ ●●スーパー ） 

江別市（           ）の（           ） 

② 

普段の移動手段は 

何ですか？ 

【【【【複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可】】】】 

□徒歩    □自転車    □自動二輪・原付   

□ハイヤー・タクシー    □路線バス    □ＪＲ   

□無料送迎バス    □自動車    □その他 
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③ 

冬期は移動手段を変更

しますか？ 

変更する場合、その移

動手段は何ですか？ 

□変更しない  ⇒ ⑤⑤⑤⑤へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください 

□変更する   ⇒ 下下下下からからからから移動手段移動手段移動手段移動手段をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください 

□徒歩    □自転車    □自動二輪・原付   

□ハイヤー・タクシー    □路線バス    □ＪＲ   

□無料送迎バス    □自動車    □その他 

④ 

冬期に移動手段を変更

する理由は、何です

か？ 

 

 

 

⑤ 
通院の頻度は 

どれくらいですか？ 

□ほぼ毎日    □週に３～４日    □週に 1～2 日 

□月に１～２日  □年に数日 

⑥ 
通院時の出発時刻は 

何時頃ですか？ 

自宅を出発  ・・・（   ）時（   ）分頃 

通院先へ到着 ・・・（   ）時（   ）分頃 

⑦ 
通院時の帰宅時刻は 

何時頃ですか？ 

通院先を出発 ・・・（   ）時（   ）分頃 

自宅へ到着  ・・・（   ）時（   ）分頃 

 
 

 

 

① 

お住まいの地区のバ

ス路線が便利になる

とした場合、どのよ

うな路線が望ましい

と思いますか？ 

【【【【複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可】】】】 

□野幌駅までの所要時間が短縮された路線 

□江別駅までの所要時間が短縮された路線 

□大麻駅までの所要時間が短縮された路線    

□新さっぽろ駅までの所要時間が短縮された路線 

□札幌市中心部までの所要時間が短縮された路線 

□江別市内の商業施設や医療施設、公的施設を隈なく巡る路線 

□新栄台方面など、江別市の北側へ乗り継ぎなく行ける路線 

□東野幌方面など、江別市の南側へ乗り継ぎなく行ける路線 

□江別方面など、江別市の東側へ乗り継ぎなく行ける路線 

□大麻方面など、江別市の西側へ乗り継ぎなく行ける路線 

□自宅からバス停まで少し歩いてでも、便数が多い(運行間隔が短い)路線 

□便数が少なく(運行間隔が長く)ても、乗り継ぎなく目的地まで行ける路線 

□その他 ⇒ 下下下下のののの枠内枠内枠内枠内にににに具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください    

※その※その※その※その他他他他のののの内容内容内容内容    

 

 

② 

①でお答えになった

バス路線が実際に新

設された場合、あな

たは利用したいと思

いますか？ 

□利用したいと思う    ⇒ ③③③③へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください 

 

□利用したいと思わない  ⇒ ⑤⑤⑤⑤へおへおへおへお進進進進みくださいみくださいみくださいみください 

質問３ 便利な路線バスが新設された場合の利用意向などについてお聞きします。 
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③ 

①でお答えになった

バス路線をどのよう

な目的で利用すると

思いますか？ 

また、どのくらいの

頻度・時間帯で利用

すると思いますか？ 

【【【【複数回答可複数回答可複数回答可複数回答可】】】】 

目的 頻度 時間帯 ※※※※行行行行きときときときと帰帰帰帰りでりでりでりで 

□通勤・通学 週に（    ）日 （   ）時頃と（   ）時頃 

□通院 週に（    ）日 （   ）時頃と（   ）時頃 

□買い物 週に（    ）日 （   ）時頃と（   ）時頃 

□その他の私用 週に（    ）日 （   ）時頃と（   ）時頃 

④ 

便利になっても、バ

スを利用したいと思

わない理由はなぜで

すか？ 

 

 

 

 

１．「クルマにあまり頼らない生活習慣」を目指そうと思いますか？ 

□とてもそう思う  □ややそう思う  □どちらとも言えない  □あまり思わない  □全く思わない 

２．「クルマを控えること」は難しいことだと思いますか？ 

□とてもそう思う  □ややそう思う  □どちらとも言えない  □あまり思わない  □全く思わない 

３．「できるだけ JR で移動しよう」と思いますか？ 

□とてもそう思う  □ややそう思う  □どちらとも言えない  □あまり思わない  □全く思わない 

４．「できるだけバスで移動しよう」と思いますか？ 

□とてもそう思う  □ややそう思う  □どちらとも言えない  □あまり思わない  □全く思わない 

５．「できるだけ徒歩や自転車で移動しよう」と思いますか？ 

□とてもそう思う  □ややそう思う  □どちらとも言えない  □あまり思わない  □全く思わない 

    

より良い地域公共交通の実現に向けて、皆さまからのご意見やアイデアを募集しています。より良い地域公共交通の実現に向けて、皆さまからのご意見やアイデアを募集しています。より良い地域公共交通の実現に向けて、皆さまからのご意見やアイデアを募集しています。より良い地域公共交通の実現に向けて、皆さまからのご意見やアイデアを募集しています。    

快適で使いやすい公共交通に向けて参考にさせていただきますので、アイデアなどございま快適で使いやすい公共交通に向けて参考にさせていただきますので、アイデアなどございま快適で使いやすい公共交通に向けて参考にさせていただきますので、アイデアなどございま快適で使いやすい公共交通に向けて参考にさせていただきますので、アイデアなどございま

したら是非ご記入ください。したら是非ご記入ください。したら是非ご記入ください。したら是非ご記入ください。    

アンケートは以上です。ご協力、ありがとうございました。アンケートは以上です。ご協力、ありがとうございました。アンケートは以上です。ご協力、ありがとうございました。アンケートは以上です。ご協力、ありがとうございました。 

 

質問４ あなたの交通に関する意識についてお聞きします。 


