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■回答数 

 

送付数 2500 100.0% 

回答数 1035 41.4% 

郵送 866 34.6% 

WEB 169 6.8% 

未回答 1456 58.6% 
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（1）平群町の住みやすさについて 

設問１ 総合的にみて、平群町は住みよいところだと感じますか？ ＜１つに○印＞                 

■全体 

「どちらかといえば住みやすい」が 50.0%と最も多く、次いで「住みやすい」が 18.5%となった。 

 
 

■年齢別 

・「住みやすい」＋「どちらかといえば住みやすい」が最も高い年代は 20 代であり(78.7%)、次いで 30 代(74.2%)、60 代(71.7%)

が高い。 

・「どちらかといえば住みにくい」が最も高い年代は 10 代であり(16.7%)、次いで 70 代(9.5%)、30 代(9.1%)が高い。 
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■居住歴別 

・「住みやすい」＋「どちらかといえば住みやすい」が最も高い居住歴は 1 年未満であった(75.0%)。 

・「どちらかといえば住みにくい」が最も高い居住歴は 1 年以上５年未満であった(18.8%)。 
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設問２ これからも平群町に住み続けたいと思いますか？ ＜１つに○印＞                    

■全体 

「当分住み続けたい」が 41.0%と最も多く、次いで「いつまでも住み続けたい」が 35.8%となった。 

 
 

■年齢別 

・「いつまでも住み続けたい」＋「当分住み続けたい」が最も高い年代は 60 代であり(84.5%)、次いで 40 代(79.6%)が高い。 

・「できれば他市町村へ移転したい」が最も高い年代は 20 代であり(17.0%)、次いで 10 代、30 代(いずれも 16.7%)が高い。 
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■居住歴別 

・「いつまでも住み続けたい」が最も高い居住歴は 30 年以上であった(45.7%)。 

・「当分住み続けたい」が最も高い居住歴は 1 年未満であった(83.3%)。 

・「できれば他市町村へ移転したい」が最も高い居住歴は居住歴 1 年以上５年未満であった(20.8%) 
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設問２-１ 平群町に住み続けたいと思う理由は何ですか？ ＜３つまで○印＞                  
「緑が多い」が最も高く 55.8%となった。次いで「災害が少ない」(50.4%)「住みなれていて愛着がある」(40.6%)が高い。 
 

 
設問２-１ 平群町に住み続けたいと思わない理由は何ですか？ ＜３つまで○印＞                
「交通の便が良くない」が最も高く 60.3%となった。次いで「買い物や外食が不便」が高く、52,4%であった。 
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設問３ 平群町の魅力や自慢をひとつ挙げるとしたら何だと思いますか？ ＜自由に記入してください＞         

■集計方法 

カテゴリを【緑や自然環境/施設や都市基盤/住環境/交通/子育て/産業/住民】と設定し、記述内容について２つまで分類

を行った。いずれのカテゴリにも当てはまらない内容は【その他】に分類を行った・ 

 

■全体 

「緑や自然環境」に関する回答が半数近くを占めた。「施設や都市基盤」及び「住環境」に関する記述が次に多かった。 

回答数 632 
抽出数 739 
緑や自然環境 352 
施設や都市基盤 97 
住環境 96 
交通 54 
子育て 43 
産業 31 
住民 18 
その他 48 

 

■一部抜粋 

・緑が多く、のどかな感じ。（緑や自然環境） ・子供の医療費を助けてもらえる点。自然がある点。（子育て、緑や自然環境） 

・子育しやすい町（子育て） ・静かなところ。良くも悪くも何もないところ。（住環境） 

・新しいことにチャレンジしている感じがある。(その他) ・バイパスを中心に便利になってきている。（施設や都市基盤） 

・緑が多い（緑や自然環境） ・山や川があり空気が良い。人と人がつながりあえるところ。（緑や自然環境、住民） 

・子供医療が高３まで無料なところ（子育て） ・自然が豊かに残り、大阪への通勤圏である。（緑や自然環境、交通） 

・豊かな緑（緑や自然環境） ・荒れだたしくなく、のんびりできる環境（住環境） 

・空気がきれい（緑や自然環境） ・古代からの歴史の中心地のひとつで史跡や信貴山がある。（その他） 

・のどかで安らぐ（住環境） ・平群というブランド化しているイチゴや小菊があること（産業） 

・人が優しい(住民） ・緑豊かで、おおむね静か（緑や自然環境、住環境） 

・医療が充実してきた点（施設や都市基盤） ・平群町は気さくな人が多く声掛けもしやすい。(住民） 

・多くの史蹟がある。（施設や都市基盤） ・交通の便として大阪・京都・神戸に日帰りで遊べます。（交通） 

・子供たちから挨拶がある(住民） ・夕方の景色がすばらしい（山側）（緑や自然環境） 

・緑が豊かである。（緑や自然環境） ・都会と田舎が同居している。（住環境） 

・景色がきれい（緑や自然環境） ・緑が多く影色が良い（四季が感じられる）（緑や自然環境） 

・空気と水が良い。（緑や自然環境） ・都会が近くて静かな町(交通、住環境) 

・多くの史蹟がある。（施設や都市基盤） ・沢山の史蹟やまわりが穏やかですね。(施設や都市基盤、住環境) 

・災害がない。（緑や自然環境） ・歩くコースが色々あるので散歩が楽しい。（その他） 

・のどか（緑や自然環境） ・史蹟・花・森・自然がうれしい。(緑や自然環境、施設や都市基盤) 

・静かな町（住環境） ・いちごがプレゼントなどすると喜ばれる(平群産)（産業） 

・歴史に名を残す土地である。（施設や都市基盤） ・都会と田舎両方近くにある所（施設や都市基盤） 

・静かで緑が多い。（緑や自然環境） ・歴史と緑に恵まれた大阪がすぐそこの町。（施設や都市基盤、緑や自然環境） 



9 

 

（2）町政に対する現状の評価と今後の期待 

設問４ 平群町第５次総合計画について、「現状の評価（満足度）」と、今後施策を進めるうえでの「重要度」について、  
    今のお気持ちに最も近い番号を１つずつ選んで○印をつけてください。                   
■集計方法 

回答を以下の通り点数化し、回答者数で除した値を満足度偏差値・重要度偏差値とした。 

「満足」 「高い」 ：100 点 

「やや満足」 「やや高い」 ：75 点 

「ふつう」 ：50 点 

「やや不満」 「やや低い」 ：25 点 

「不満」 「低い」 ：0 点 

 

■全体 
・6-1「保健衛生・医療」2-2「環境保全」などが満足度・重要度ともに高い項目となった。 
・7-1「行財政運営」が、最も重要度が高く満足度が低い項目となった。他に 1-6「公共交通」、4-2「道路・河川」、3-3「商工

業」が重要度が高く満足度が低い項目となった。 
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■年齢別（10 代、20 代） 

・他の年代と比較して満足度が高い項目として、1-6「公共交通」（10 代）、2-3「循環型社会」（20 代）が挙げられる。 
・他の年代と比較して重要度が高い項目として、4-1「土地利用」、3-3「観光」、7-4「情報発信」が挙げられる。 
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■年齢別（30 代、40 代） 

・他の年代と比較して満足度が高い項目として、1-6「公共交通」(30 代)、2-2「環境保全」（40 代）が挙げられる。 
・他の年代と比較して重要度が高い項目として、1-6「公共交通」(共通)、1-3「消防・防災」(30 代)、4-3「公園・緑地」(30

代)、、5-1「学校教育」(30 代)、1-4「安全安心」（40 代）が挙げられる。 
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■年齢別（50 代、60 代） 
・他の年代と比較して重要度が高い項目として、4-4「上下水道」(50 代)、6-3「高齢者福祉」(50 代)、2-2「環境衛生」(60

代) が挙げられる。 
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■年齢別（70 代、80 代以上） 

・他の年代と比較して満足度が高い項目として、2-1「環境衛生」(70代)、4-4「上下水道」（80 代以上）、6-1「保健衛生・

医療」（80 代以上）が挙げられる。 
・他の年代と比較して重要度が高い項目として、3-3「商工業」（80 代以上）、4-1「土地利用」（80 代以上）、4-4「上下

水道」（80 代以上）が挙げられる。 
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■居住歴別（1 年未満、1 年以上 5 年未満） 

・他の居住歴と比較して満足度が高い項目として、1-3「消防・防災」(1 年未満)、1-7「住宅」(1 年未満)、7-1「行財政運営」

(1 年未満)が挙げられる。 
・他の居住歴と比較して重要度が高い項目として、4-1「土地利用」」(1 年未満)、4-4「上下水道」(1 年未満) 、6-2「子育て

支援」(1 年未満)、4-2「道路・河川」(1 年以上 5 年未満)、4-3「公園・緑地」(1 年以上 5 年未満)が挙げられる。 
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■居住歴別（5 年以上 10 年未満、10 年以上 20 年未満） 
・他の居住歴と比較して重要度が高い項目として、7-2「広域行政・都市間交流」(10 年以上 20 年未満) が挙げられる。 
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■居住歴別（20 年以上 30 年未満、30 年以上） 

・２分類とも概ね全体と似た傾向を示した。  
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設問５ 前問の 29 項目のうち、今後、特に重要であると思うものはどれですか？                  
    重要だと思うものを５つまで選んで、その番号を記入してください。                     
・7-1「行財政運営」が最も高く 34.3%となった。 
・他に 20%を超えた項目は 1-6「公共交通」、2-2「環境保全」、6-1「保険衛生・医療」、6-3「高齢者福祉」であった。 
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設問６ 平群町の現状について、あなたは総合的にみてどのように感じていますか？ ＜１つに○印＞          
■全体 

「ふつう」が 40.2%と最も多く、次いで「やや満足」が 25.8%となった。 

 
■年齢別 

・「満足」＋「やや満足」が最も高い年代は 20 代であり(44.7%)、次いで 30 代(40.9%)が高い。 

・「やや不満」が最も高い年代は 60 代であり(26.2%)、次いで 40 代(26.0%)が高い。 
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■居住歴別 

・「満足」＋「やや満足」が最も高い居住歴は 1 年未満であり(41.6%)、次いで 1 年以上 5 年未満(37.5%)が高い。 

・「やや不満」が高い居住歴は 20 年以上 30 年未満(20.8%)、30 年以上(20.7%)、10 年以上 20 年未満(20.0%)が挙げら

れる。 
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設問７ あなたは平群町に誇りや愛着を感じていますか？ ＜１つに○印＞                    
■全体 

「どちらかと言えば感じている」が 48.1%と最も多く、次いで「どちらとも言えない」が 27.6%となった。 

 
■年齢別 

・「とても感じている」＋「どちらかと言えば感じている」が最も高い年代は 20 代(74.4%)であった。 

・「どちらかと言えば感じていない」が最も高い年代は 30 代であり(9.1%)、次いで 40 代(8.7%)が高い。 
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■居住歴別 

・「とても感じている」＋「どちらかと言えば感じている」が最も高い居住歴は 1 年未満 (66.7%)であった。 

・「やや不満」が最も高い居住歴は 1 年以上 5 年未満であり(12.5%)、次いで 5 年以上 10 年未満(11.8%)が高い。 

 
  



22 

 

（3）平群町のこれからの都市づくりの方向性について 

設問８ これからの平群町の住宅地について、どのように誘導・整備が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞     
「既存住宅地の居住環境の向上、適正な維持管理」が最も高く 54.0%となった。次いで「高齢者、障がいのある人に配慮し
た住宅地の形成」が高く、43.7%となった。 

 
設問９ これからの平群町の商業地について、どのように誘導・整備が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞     
「生活利便施設の誘致」が最も高く 52.4%となった。次いで「鉄道駅周辺の商業施設の誘致」が高く、50.8%となった。 
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設問 10 これからの平群町の農地について、どのように誘導・整備が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞      
「遊休農地の活用」が最も高く、64.3%となった。 

 
設問 11 これからの平群町の公園・緑地について、どのように誘導・整備が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞    
「自然環境の保全」(52.9%)、「公園や子どもの遊び場の整備」(47.6%)、「避難場所となる防災公園の整備」(45.3%)、「里
山景観の保全」(42.0%)が高い割合を占めた。 

 
設問 12 これからの平群町の道路・交通について、どのように誘導・整備が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞    
「歩道や交通安全施設（街灯、ミラーなど）の整備」(53.5%)、「生活道路の整備」(52.2%)が高い割合を占めた。 
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（4）平群町の将来や、今後取組むべきことについて 

設問 13 これからの平群町はどのようなまちになると良いと思いますか？ ＜３つまで○印＞              
「住環境が良く、暮らしやすい快適なまち」(43.3%)、「緑豊かで、自然との調和がとれたまち」(33.9%)、「犯罪等がなく、安心
して暮らせるまち」(28.5%)が高い割合を占めた。 

 

 

  



25 

 

設問 14 あなたが思う理想的な 10 年後の平群町の姿をイメージし、簡単なキャッチフレーズをつけるとしたら、どんなものが考 
    えられますか？    ＜自由に記入してください＞                         
■集計方法 
カテゴリを【緑や自然環境/施設や都市基盤/抽象的な言葉/若者・子ども/産業・観光/住環境/歴史/交通/行政運営・行

財政】と設定し、記述内容について２つまで分類を行った。いずれのカテゴリにも当てはまらない内容は【その他】に分類を行っ

た。 

■全体 

「緑や自然環境」に関する回答が 26%を占めた。「抽象的な言葉」による回答が次に多かった。 

回答数 541 
抽出数 636 
緑や自然環境 163 
抽象的な言葉 115 
若者・子ども 64 
高齢者 63 
産業・観光 35 
住環境 33 
安心・安全 29 
歴史 24 
交通 24 
行政運営・行財政 11 
その他 46 

 

■一部抜粋 

・声をかけ合える、やさしい町（住民活動） ・子供から老人まで安全で安心して暮らせる町（産業・観光） 

・「自然と文化の中で暮らせるまち」（住環境） ・自然豊かで暮らしやすいまち（緑や自然環境） 

・新しいことにチャレンジしている感じがある。(その他) ・交通が便利で若者が住む町（交通、若者・子ども） 

・公共交通が整った便利な町。（交通） ・「誰もが住んでみたいと言う緑と自然の町」。（緑や自然環境） 

・ほどよく自然が感じられる町（緑や自然環境） ・自然の中で子供たちがのびのびすごせる町（緑や自然環境、若者・子ども） 

・福祉の充実（その他） ・子育てしやすいまち（若者・子ども） 

・こんにちはの明るい声がする町（住民協働） ・太陽光発電の普及で地産地消の町へ（産業・観光） 

・あらゆる人々を大切にするまち（その他） ・「みんなの心が通い合う町」（抽象的） 

・緑豊かな利便性の良い町（緑や自然環境） ・「奈良が好き、平群大好き、永遠に」（抽象的） 

・活気溢れる町（抽象的） ・”財政健全で歴史、文化財の溢れる町”(行政運営・行財政） 

・「笑顔と感謝であふれる町」（抽象的） ・生活しやすく、住みやすいまち。(住環境) 

・高齢者も安心して住める町(高齢者） ・「人、自然との調和、緑溢れるまち」（緑や自然環境） 

・緑と共に心輝くまち（緑や自然環境） ・みんなが安心して心穏やかに暮らせる町（住環境） 

・緑豊かな心落ち着く街（緑や自然環境） ・土砂災害のない安全な自然環境を守ってほしい。（安心・安全、緑や自然環境） 

・年金生活者の笑顔が輝くまち(高齢者） ・近辺の住民が平群に一度行ってみたいと思える町づくり（抽象的） 

・多くの史蹟がある。（施設や都市基盤） ・若い方に住みたいと思ってもらえる町に（若者・子ども） 

・相互協力で住み良い町（住民協働） ・いろんな年代がイキイキと輝けるまち（抽象的） 
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設問 15 平群町の魅力をさらに高め、今後広く町外に PR していくために、具体的なアイディアがあればお聞かせ下さい。  
■一部抜粋 
・子育て、老後安心の町 ・平群の農産物を 6 つと PR すればよい。道の駅などに並べて。 

・コンパクトシティを創設する。 ・ハイキングコースの整備。平群駅付近に飲食店があれば良いと思う。 

・子育てに優しい公共料金が低いまち ・鉄道駅の前に、役場があると良い。その隣に保育園があると素晴らしい。 

・信貴山城、椿井城の TV ドラマ誘致による PR ・古い神社・寺の観光ルート化。総合スポーツセンターのプール復活。 

・マスメディアの活用 ・緑と歴史の多い町とバラと菊のきれいなまち。花がいっぱいの町。 

・町全体の景観を高める。(住宅の色など制限) ・町民に道を聞けば必ず教えてくれる。人に優しい町。 

・竜田川の魅力作り ・道の駅やスーパー、コンビニもあり、商業施設が充実しているので住みやすい 

・道の駅の充実と観光地、特産品の PR ・平群町は読み間違い書き間違いが多くひらがな町名にするのもありうる? 

・「へぐりブランド」を宣伝する。菊・メロン・味噌など・・・ ・空家の草木のはびこり等の管理をしっかりできる体制づくり 

・農産物の地域外へ出展する。メディアを活用する ・鉄道の複線化を図り、通勤圏の利便性を強張 

・フラワーロード、桃源郷などの PR をする。 ・竜田川を整備し、観光スポットに利用する（集客スポットにする） 

・企業とタイアップし農産物のブランド化推進 ・産業物の PR(バラとか)竜田川の遊歩道とか、宣伝(菊は反対ですが) 

・日の当る山肌を利用し、ソーラ発電で自給自足 ・農産物のブランドを町外へ出店していくことで平群町を周知していただく 

・ご当地グルメを作る。 ・平群の道の駅は有名である。奈良 TV で PR 出来るようにして下さい。 

・若者がきてくるような施設。アスレティックなど。 ・全国ニュースに取り上げてもらえるようなイベントの実施 

・平群町のホームページで積極的に PR をする。 ・優れた自然環境、特化した特産品、豊かな観光資源 

・近鉄生駒線平群駅の改修と複線化 ・子育て支援の充実した町。子育て世代に充実した住宅補助のある町 

・人々が集まるイベントを考える ・大阪中心に住環境や子育てのしやすさをアピールし人口を増やす 

・輝いている人にフォーカスし、町外へ発信する。 ・交通の便をよくして大阪、京都にすぐ行けることを PR すべき 

・農作物の種類別に生産者が一番おいしい料理法を各農家から PR。（例）ナス作りの方からナスの料理 No1!とか。 

・子育てがしやすいポイントを積極的に PR する。プリズムへぐりでの様々な企画を示す。里山の景観をアピールする。 

・駅周辺や道路を整備する。図書館をさせる。（返却場所が少なくて不便）自動車が無くても、公共施設に行ける町。 

・平群町にしかなくて、特産物として作り出すこと。PR ラジオ放送を聞ける場所。歴史物語等 

・季節によってお花畑や紅葉の美しいスポット。緑豊かな公園ばど、美しい魅力の有る景色がある場所が増えるといいと思います。 

・町の整備。特にコープ前から三郷信貴山観光道路までの道路拡張工事の早期完了までの働きかけを。汚い。 

・古都華のようなブランドを作り、みんなに知ってもらう。(具体的な物として果物が良い) 

・道の駅をもっとお百姓さんに作った野菜・手作りを出してもらって賑やかに平群ならではの自慢を表に出されたら! 

・子供から高齢者まで学び、楽しめる場所と機会を作り、多くの住民がそれに参加できれば町外の方も魅力と感じるのではないでしょうか。 

・まず、平群町の魅力が何か何にあるか、何にすべきかを公聴会を定期的に開いて、担当者を決め方向付けをしてみてはいかがでしょうか。 

・外から休日に家族で出かけてきたくなるような施設、店等がある町。広い公園、遊具、食事処 etc。 

・文化財、歴史的遺産の PR の強化及び整備。平群町を一周する散歩ロード?やサイクリングロードを作る。 

・大阪の子育て世代への積極的アピール。安心して共働きができる様、学校への送迎の充実など。 

・大阪圏及び奈良市内通勤に便利が良く、人口を増やす為にもマンション関係を増やし、若い家族を受け入れる。 

・平群町の緑豊かな景色は絶対にはずせないです。もっと緑豊かな生活環境を整えていってほしい! 

・平群町(この名の呼びなへぐりとなかなか読めない人は多々ある。各地大阪や神戸他多くあるへぐりの名前を広めよう) 

・平群のイチゴ→お菓子、お酒などやバラや小菊→アートフラワー、アクセサリーなどを使った商品の開発 
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設問 16 今般のコロナウイルス感染症拡大等の状況を踏まえ、今後数年、行政として注力すべき取組について以下のなか   
    で、どの取組がより優先度が高いと思いますか？  ＜３つまで○印＞                  
「高齢者世帯や子育て世帯への支援」が最も高く 50.7%となった。次いで「相談受付態勢の充実」が高く、40.4%となった。 

設問 17 行政改革・財政改革を進めていく上で、どのような取組が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞       
「若者や子育て世代などの定住を促進し、自主財源を増やす」が最も高く 38.3%となった。次いで「地域産業の育成、起業
化、企業誘致などを進め、自主財源を増やす」が高く、33.8%となった。  
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設問 18 SDGｓの達成に向け、住民としてどのような取組が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞         
「食べ残しや賞味期限切れ廃棄をなくす」が最も高く 47.3%となった。次いで「電力や資源等の無駄遣いを減らす」が高く、
29.8%となった。 

設問 19 女性が活躍できるまちになるために、どのような取組が重要だと思いますか？ ＜３つまで○印＞         
「保育サービス （保育施設、病児保育など）の充実」が最も高く 60.6%となった。次いで「企業側の意識改革（女性の採
用や登用、性別にとらわれない人事配置など）」が高く、43.0%となった。  
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（5）総合戦略の施策の評価と今後のまちづくりの方向性 

設問 20 「平群町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の施策についての「現状の評価（満足度）」と、今後施策を進めるうえ  
    での「重要度」について、今のお気持ちに最も近い番号を１つずつ選んで○印をつけてください。         
■集計方法 

回答を以下の通り点数化し、回答者数で除した値を満足度偏差値・重要度偏差値とした。 

「満足」 「高い」 ：100 点 

「やや満足」 「やや高い」 ：75 点 

「ふつう」 ：50 点 

「やや不満」 「やや低い」 ：25 点 

「不満」 「低い」 ：0 点 

 

■全体 
・2-1「子育て支援の充実」が、満足度・重要度ともに最も高い項目となった。他に 4-2「安全・安心な地域づくり」、3-2「安

全・安心な地域づくり」、2-2「小さなまちで大きな教育の推進」が、満足度・重要度ともに高い項目となった。 
・1-1「若者・ファミリー層の定住化促進」が、最も重要度が高く満足度が低い項目となった。他に 1-3「“HEGURich”の良好な

暮らしの実現（都市基盤）」1-3「平群にふさわしい企業誘致と産業振興」が、重要度が高く満足度が低い項目となった。 
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設問 21 人口減少を克服し活力ある社会を目指して、平群町が今後取り組むべきことについて、最も重視すべきことは何  
    だと思いますか？ ＜１つに○印＞                                
「福祉の充実など、すべての世代が安心して暮らせる地域を目指す取組」が最も高く 28.7%となった。 

 
設問 22 平群町がこれから地域経済の活性化を行う際に、どういった取組に力を入れるべきだと考えますか？       
    ＜３つまで○印＞                                       
「企業誘致、起業しやすい環境の整備などによる新規産業の創出」が最も高く 53.2%となった。次いで「町の資源を活かした
観光産業の振興」が高く、41.4%となった。 

  



31 

 

設問 23 平群町がこれから少子化に歯止めをかけるためには、どういった取組に力を入れるべきだと考えますか？      
    ＜３つまで○印＞                                       
「保育や教育費用の負担軽減」が最も高く、41.3%を占めた。 

設問 24 家族（お子さんやお孫さん）または友人に平群町への転入を進めるにあたり、あれば良いと思われる施策はどれ  
    ですか？ ＜３つまで○印＞                                       
「住宅購入費等の補助」が最も高く、42.0%を占めた。 
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（6）町民と行政がともに取り組む“協働のまちづくり”のあり方について 

設問 25 あなたは、地域の活動（自治会活動、ボランティア活動、ＮＰＯ活動等）に参加していますか？          
    また、今後参加したいと思われますか？ ＜１つに○印＞                         
■全体 

・「積極的に活動している」＋「都合が合えば参加している」の割合は 42.5%となった。 

・「ほとんど参加していないが、今後は参加したい」と「活動したいとは思わない」はほぼ同じ値で、それぞれ全体の 1/4 ほどであ

った。 

 
 
■年齢別 

・80 歳以上を除いて、年齢が上がるごとに「積極的に活動している」＋「都合が合えば参加している」の割合が上がっている。 

・40 代、50 代、60 代の「ほとんど参加していないが、今後は参加したい」の割合はほぼ同じ 30%前後となった。 

・80 歳以上を除いて、年齢が上がるごとに「活動したいとは思わない」の割合が下がっている。 
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■居住歴別 

・「積極的に活動している」＋「都合が合えば参加している」の割合が最も多いのは 30 年以上であり(49.4%)、次いで 5 年以

上 10 年未満(42.6%)となった。 

・「ほとんど参加していないが、今後は参加したい」の割合が最も多いのは 1 年未満であり(41.7%)、次いで 1 年以上 5 年未

満(39.6%)となった。 

設問 26 活動されている方は、活動の内容を教えてください。今後参加したい方は、どのような活動なら参加しても良いと     
    思いますか？ ＜あてはまるもの全てに○印＞                             
「自治会など地域のまちづくり活動」(44.8%)が最も高く、他に「文化、芸術、スポーツに関する活動」(31.5%)、「環境の保全に
関する活動」(24.0%)が高い割合を占めた。 
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設問 27 「協働のまちづくり」を進めるうえでどのようなことが重要だと思いますか？ 〈３つまで○印〉           
「町民と行政との情報の共有化」(46.1%)が最も高く、他に「町民と行政が協働するためのルールをつくり、協働のまちづくり事
業を実施する」(24.3%)、「地域の活動や町民団体活動に対する支援」(22.6%)、「SNS 等を活用したまちづくりに関する情報
発信」(20.3%)が高い割合を占めた。 
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（7）あなた(回答者)ご自身について 

設問 28 あなたの性別は？ ＜１つに○印＞                                
 
総数 1035 100.0% 
男性 412 39.8% 
女性 574 55.5% 
答えたくない 27 2.6% 
無回答 22 2.1% 

 
 
 
 
 
設問 29 あなたの年齢は？ ＜１つに○印＞                               
 
総数 1035 100.0% 
18～19 歳 12 1.2% 
20～29 歳 47 4.5% 
30～39 歳 66 6.4% 
40～49 歳 127 12.3% 
50～59 歳 135 13.0% 
60～69 歳 187 18.1% 
70～79 歳 304 29.4% 
80 歳以上 136 13.1% 
無回答 21 2.0% 

 
設問 30 あなたの職業は？ ＜１つに○印＞                               
 
総数 1035 100.0% 
自営業 54 5.2% 
会社員等 215 20.8% 
パート、アルバイト、契
約・派遣社員 

154 14.9% 

学生・専門学校生 17 1.6% 
専業主婦・専業主夫 222 21.4% 
無職 296 28.6% 
その他 18 1.7% 
無回答 59 5.7% 
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設問 31 あなたの業種は？ ＜１つに○印＞                               
 
総数 423 100.0% 
農林漁業 23 5.4% 
建設業 18 4.3% 
製造業 57 13.5% 
運輸・通信業 17 4.0% 
卸売・小売業 31 7.3% 
金融・保険業 16 3.8% 
サービス業 131 31.0% 
官公庁 34 8.0% 
その他 82 19.4% 
無回答 14 3.3% 

 
設問 32 あなたの通勤･通学先はどこですか？ ＜１つに○印＞                         
■全体 
総数 440 100.0% 
平群町内 93 21.1% 
県内 134 30.5% 
県外 154 35.0% 
無回答 59 13.4% 

■県内の通勤・通学先 
総数 134 100.0% 
三郷町 5 3.7% 
斑鳩町 12 9.0% 
王寺町 7 5.2% 
生駒市 40 29.9% 
奈良市 24 17.9% 
その他 34 25.4% 
無回答 12 9.0% 

■県外の通勤・通学先 
総数 154 100.0% 
大阪府 132 85.7% 
京都府 4 2.6% 
兵庫県 4 2.6% 
その他 7 4.5% 
無回答 7 4.5% 
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設問 33 あなたの同居の家族構成は？ ＜１つに○印＞                           
 
総数 1035 100.0% 
ひとり暮らし 78 7.5% 
夫婦のみ 404 39.0% 
親子二世帯（二世代） 385 37.2% 
親子孫三世帯（三世代） 64 6.2% 
兄弟・姉妹 5 0.5% 
その他 34 3.3% 
無回答 65 6.3% 

 
 
 
設問 34 あなたのお住まいの地区をお答えください。 ＜１つに○印＞                      
 
総数 1035 100.0% 
平群小学校区 406 39.2% 
平群南小学校区 199 19.2% 
平群北小学校区 380 36.7% 
無回答 50 4.8% 

 
 
 
 
 
 
設問 35 現在、ご家庭に扶養している子どもがいますか？ ＜１つに○印＞                     
 
総数 1035 100.0% 
いる 211 20.4% 
いない 780 75.4% 
無回答 44 4.3% 

 
 
 
 
 
設問 36 ご本人を含め、あなたの同居の家族に 65 歳以上の高齢者がいますか？ ＜１つに○印＞           
 
総数 1035 100.0% 
いる 632 61.1% 
いない 362 35.0% 
無回答 41 4.0% 
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設問 37 日常的な買い物 は主にどちらへお出かけになりますか？ 平群町内と平群町外それぞれで最もあてはまる場所  
     をお答えください。                                         
■町内買い物先 
総数 1035 100.0% 
中部地域 643 62.1% 
北部地域 132 12.8% 
南部地域 165 15.9% 
行かない 22 2.1% 
その他 25 2.4% 
無回答 48 4.6% 

■町外買い物先 
総数 1035 100.0% 
三郷町 49 4.7% 
斑鳩町 52 5.0% 
王寺町 177 17.1% 
生駒市 355 34.3% 
奈良市 46 4.4% 
大阪府 64 6.2% 
行かない 67 6.5% 
その他 44 4.3% 
無回答 181 17.5% 

 
 
 
 
設問 38 買い物の主な移動手段は何ですか？ ＜１つに○印＞                        
 
総数 1035 100.0% 
徒歩 87 8.4% 
自転車 43 4.2% 
自動車 768 74.2% 
バス 11 1.1% 
タクシー 3 0.3% 
電車 44 4.3% 
その他 36 3.5% 
無回答 43 4.2% 

  



39 

 

設問 39 あなたは平群町に住んで、通算何年になりますか？ ＜１つに○印＞                  
 
総数 1035 100.0% 
１年未満 12 1.2% 
１年以上５年未
満 

48 4.6% 

５年以上 10 年
未満 

68 6.6% 

10 年以上 20 年
未満 

135 13.0% 

20 年以上 30 年
未満 

192 18.6% 

30 年以上 569 55.0% 
無回答 11 1.1% 

 
 
設問 40 現在、お住まいの住宅の種類は？ ＜１つに○印＞                         
 
総数 1035 100.0% 
一戸建て持家 972 93.9% 
一戸建て借家 16 1.5% 
民営賃貸マンシ
ョン･アパート 22 2.1% 
社宅･官舎･寮 0 0.0% 
公営住宅 1 0.1% 
その他 7 0.7% 
無回答 17 1.6% 
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（8）平群町のまちづくりについて自由な意見をお聞かせください 

町民のみなさんの暮らしを豊かにするために、意見や提案（アイデア）、平群町の将来像や夢をお持ちでしたら、ぜひ、お聞
かせください。                                             
■一部抜粋 
・鉄道(平群町）踏切の工事が終了しましたが、車がすれ違いができる幅が欲しい。せっかく新しく大きな総合文化センターができたのに、非

常に不便で残念。平群町の魅力であるのどかな景色を見に来やすくする為に、鉄道終電時間が早すぎるし、細い道路多くなかなか遠くか
らの人の流れが増えないと思います。もっと奈良市や大阪の方からもたまには、平群の空気に触れたくなったらと希望します。 

・出来るだけ若い人達の住む町を目指すことが良いと思う。子供たちは大切にされている町であると思う。そのことをアピールし、子どもたちが
育っていく町になればと思う。里山の景観を大切に町を維持していくべきだと思う。平郡町の職員の方々と住民が感謝の気持ちで結ばれ
るような町であれば素敵なことだと思う。町内放送は家に居る限りとても聞こえずらいです。ゴミの回収はだいたい時間を決めてもらえれば
出しやすくなります。いつも大変なお仕事、住民のためにどうもありがとうございます。 

・今まで移動手段はバイクでしたが今年の春、突然脳梗塞に見舞われ右手、右足が不自由になった 78 歳の女性です。バイクにも乗れなく
なり、もっぱら杖をついての買い物です。つくづく近場にスーパーが二件あって有難いとつくづく思います。大きな買い物、かさばる買い物は他
地区に住む娘が車で連れて行ってくれます。 

・平郡町の人を増やしてほしい! 

・高齢になり字が小さいと見にくく、答える欄は知らないことが多く、分からないを選びました。平群町に住んでいてもほとんど何も知らない自分
が恥ずかしいです。SNS がらみでは想像を超えて増々分かりません。話は変わりますが、ゴミ出しも、大変な年齢になり、缶・瓶のコンテナ
は中身が少量でも外側が重いので、出来たらサイズ半分のコンテナを希望します。出たら購入したいです。 

・平群温泉が将来出来たらいいな。平群の花が庭から見えて、ブドウ園やいちご園があり平群の野菜尽くしで美味しい料理がありマッサージ
室も充実している。 

・平郡町に対して将来像や夢を語れる状況なのか。プリズムへぐりや図書館や場所的に公共の箱物がすべて離れており、交差点だけが異常
に広い。その交差点を町民が広くしてほしいと夢を持っていたのか!道はガタガタで、歩道もない状況で交差点だけが広い。平群の駅前も
閑散としており、「再開発」と意味があったのか。平群町の将来像＝赤字が無くなった町、税に住民負担が低い町。「今後の重要度」の部
分は、すべて空白です。低いにあたるかと思います。アンケートに答えているかどうかは定かではありませんが、記入できる部分のみです。 

・山の伐採でソーラーパネルが並ぶ景色になって欲しくないです。 

・今後運転不可になると坂道の住宅地につき大変です。交通網を考えてほしいです。高齢者が行きたくなるようなショッピングモールがあれば
なあとつくづく思います。今は、電車で生駒・西大寺・王寺と遠出しなくてはなりません。廃校を利用したショッピングセンターが良いかと! 

・平郡町にある桃源郷の美しさを知ってもらうために、町外からの日帰りツアーを開催してはどうですか? 

・地形はすり鉢状に平郡町はある。産業の無い平郡では、街をコンパクト化し、工場・商店街・農場等区分けをするごとによって防災・産
業、そして、安全な町に変わらなければならない。災害も少なくなり、住みやすくなると思う。 

・何よりも、これからの将来を担う子供達に力を入れて欲しい。平群は子どもが少ないので、子育て世帯が住みたい!と思えるものを PR すべ
き!昔から住んでいるような道に慣れたお年寄りが曲がり角もすごいスピードで出てきたり、住宅地で細い道でも路上駐車しまくっているの
は本当にどうにかしてほしい。パトロールなども強化してほしい。前に「車をよけてもらえませんか?」とインターホンで呼び掛けたら、怒鳴られ
たこともあり、無駄に遠回りすることになりました。 

・静かないい町ですが、自分が高齢になって気づいた買い物時の移動手段が無い事。上庄台の道路の整備の悪さ。入居時個々でお金を
出し合って道路を作ったのですが(自腹で)それ以降そのままの道路でガタガタで少しでも早く舗装して頂きたいです。お願いします。 

・平群駅周辺に公園がない。これには驚きです。新しい町には駐車場だらけでこれにも驚きです。平群町が良い町になる事を願っています。
是非、町民の為のまちを作って下さい。今のままでは、よししん町のようです。 

・第一種低層住居地域を減らし、住居地域を増やして土地を買いやすくしてはどうか。 

・平群町総合スポーツセンターのプールについては設備不良がずさんでメンテナンスをすれば復活可能と聞いています。また、シルバー人材セ
ンターは外注に丸投げという話を聞いています。外注化によって監査の目が行き届かなく、かえって町に損害を与えることが起きているようで
す。近鉄生駒線の複線化をすれば大阪のベッドタウンとして価値が高まります。強い説得をお願いします。同時に、観光地開発をすれば
一石二鳥です。平群メガソーラーについては事業破綻後のはげ山活用が懸念されます。提案としては、➀ドローンタクシーやドローン救急
車の発着訓練場➁リャマ、アルパカ等の高山動物（草食）と遊べる動物園➂夏の高級避暑地・芸術指導➃ＣＯ2 のウォッカ工場 

・無駄な開発にお金を使わないでほしいです。駅周辺など栄えている所ばかりに力を入れているように感じます。今後、高齢化が進んでいくの
は目に見えているので、福祉の支援がしっかりしていると安心できます。 

 


