近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査
報告書 ・概要版
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＜名谷南センター調査＞

近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査

調査諸元
調査区域

調査対象者

（神戸市須磨区）
竜が台 2～6 丁目
菅の台 1～7 丁目
友が丘 4～6･9 丁目

調査区域内の
居住世帯
（全数調査）

調査期間
平成 25 年
1～2 月

配布数

回収数

有効回収数

有効回収率

5,411

634

633

11.7%

●居住地

回答者の属性、継続居住意向

・回答者の年齢は、高齢者（65 歳以上）が 2/3 を超え、それに
引き続く 50～64 歳の年齢層も約 2 割を占める
・居住年数は、25 年以上が 7 割を超え、10 年未満は 1 割程度
に過ぎない。
・まちびらき当初に入居した世代が高齢となり、子世代の転出に
よって夫婦のみ世帯、単身世帯が増加するといった、高齢化を
迎えたニュータウンの典型が見て取れる。

●年齢

●継続居住意向

●家族構成

●居住年数

・継続居住意向（
「ずっと住み続ける」
「できれば住み続
けたい」の合計）は 8 割を超えている。
・継続居住する理由として、環境の良さ、利便性の良さ
などが挙げられ、住みやすさが評価されている。
・継続居住しない理由として、交通利便性の問題、加齢
と住宅との乖離、住宅管理の負担増などが挙げられ、
居住者の高齢化で生じる問題が負担となっている。

●継続居住する理由

●継続居住しない理由

（｢ずっと住み続ける｣｢できれば住み続けたい｣の回答者）
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（｢できれば転居したい｣｢いずれ転居する｣の回答者）

＜名谷南センター調査＞ 近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査
名谷南センター について
●現在の利用状況
・居住世帯の約 2/3 が利用している。
・しかし、利用者のうち過半数は月に数回、または、年
に数回の利用である。
・利用頻度も、利用者の約 4 割が以前より少なくなった
としている。
・利用時の交通手段は、徒歩が約 3/4 を占めている。

●利用者の利用頻度

●利用頻度の変化

・近隣センターの評価としては、自宅からの距離、行きやすさといっ
た、近接性や交通利便性に評価が高い。
・一方、店舗、商品、接客といった商業環境や、休憩や憩いの場、雰
囲気といった公共性、駐車場に対して評価が低い

・充足希望の店舗・サービス等には、飲食店や、かつて立地し現在撤
退した業種（ドラッグストア、銀行 ATM）の希望が多い。
・既存店舗の不満から同業種の希望もあり、また、店舗だけでなく、
地域福祉の場としての要望も見られる。

●評価

●利用時の交通手段

●近隣センターに充足を希望する
店舗・サービス等（自由記述）
（ ）内は票数、2 票以下は省略

■飲食
・レストラン、飲食店（23）
・喫茶店、カフェ（14）
・居酒屋、立ち呑み（5）
・ファーストフード店（4）
■物販
・一般用医薬品店、ドラッグストア（47）
・百円均一ショップ（8）
・パン店（8）
・コンビニエンスストア（6）
・スーパーマーケット、大型小売店舗（6）
・日用品店、雑貨店（6）
・ケーキ店、洋菓子店（6）
・食料品店（4）
・野菜直売所（4）
・弁当店、惣菜店（3）
・和菓子店（3）
・衣料品店（3）
・花き店（3）
■サービス
・銀行、銀行 ATM（50）
・カラオケ店（4）
・学習塾（2）
■その他
・地域福祉・高齢者交流スペース（17）
・図書館、読書スペース（8）
・休憩スペース（4）
・子供の遊戯・交流スペース（3）
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＜名谷南センター調査＞ 近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査
名谷南会館 について
●名谷南会館の管理主体変更の認知度
・名谷南会館の管理主体変更の認知度は、2 割に満
たない。

・名谷南会館の運営への意見（自由記述）には、利
用経験が無かったり、何に利用されているか知ら
ないなどの回答が見られた。
・利用経験のある場合も、使い勝手、料金、講座等
の内容、職員の応対、雰囲気・活気などに対する
意見が見られた。

日常生活 について
●利用施設

・日常の食料品・日用品に関して名谷南センターは 2 割に満たず、中央センター（須磨パティオ）などの駅周辺
の利用が多い。
・他の項目についても、名谷南センターの利用割合は低い。

●日常生活の現在の身体的負担感

●将来的不安感

・総じて、現在に
比べ、将来的
に不安が増し
ている
・特に、家族の介
護、健康面、
車両の運転、
住宅・庭の手
入れなどにそ
の傾向が強い
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＜名谷南センター調査＞ 近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査
生活利便サービスの利用 について
●宅配サービスの利用状況

●利用者の宅配サービス利用頻度

・宅配サービスは、3 割弱が既に利用しており、今後の
利用意向も 3 割程度ある。

●利用媒体

●宅配サービスの利点

・しかし、利用頻度は約半数が月に数回以下である。
・利用媒体は、生協 1 企業がある程度のシェアを占める。
・荷物を運ばなくてよいことや、店に行かなくてよいこ
とが、サービスの利点として特に認知されている。

・生活利便サービスの利用意向は、宅配サービスが比較
的高く、需要が見込める。

●生活利便サービス別の利用意向

居住環境、地域交流・地域活動 について
●居住環境の評価

●地域交流・地域活動の現状

●今後の意向

・自然緑地の風土環境や買い物の利
便性に評価が高い。
・一方、地域活動や近所付き合いの
社会環境や、生涯学習や趣味・習
い事の学習環境の評価が低い。
・それを反映するように、地域交流・
地域活動の現状に対し、今後の意
向は高くなっている。
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＜かりばプラザ調査＞

近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査

調査諸元
調査区域

調査対象者

調査期間

（神戸市西区）

調査区域内の

狩場台 1～5 丁目

居住世帯

糀台 1～5 丁目

（全数調査）

平成 25 年
1～2 月

配布数

回収数

有効回収数

有効回収率

4,829

1,135

1,135

23.5%

●居住地

回答者の属性、継続居住意向
・回答者の年齢は、高齢者（65 歳以上）が約 4 割を占め、それ
に引き続く 50～64 歳の年齢層も約 5 割を占める
・居住年数は、25 年以上が過半数であり、10 年未満は 1 割程
度に過ぎない。
・まちびらき当初に入居した世代が高齢となり、子世代の転出に
よって夫婦のみ世帯が増加傾向にあるといった、高齢化を迎え
つつあるニュータウンの典型が見て取れる。

●年齢

●家族構成

●居住年数

●継続居住意向

・戸建住宅などの持家世帯が多い地域であり、継続居住
意向（
「ずっと住み続ける」
「できれば住み続けたい」
の合計）は高い。
・継続居住する理由として、環境の良さ、利便性の良さ
などが挙げられ、住みやすさが評価されている。
・継続居住しない理由として、交通利便性の問題、加齢
と住宅との乖離、住宅管理の負担増などが挙げられ、
居住者の高齢化で生じる問題が負担となっている。

●継続居住する理由

●継続居住しない理由

（｢ずっと住み続ける｣｢できれば住み続けたい｣の回答者）
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（｢できれば転居したい｣｢いずれ転居する｣の回答者）

＜かりばプラザ調査＞ 近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査
かりばプラザ について
●現在の利用状況

・居住世帯の８割を超える利用がある。
・しかし、利用者のうち 4 割弱は月に数回、または、年
に数回の利用である。
・利用頻度も、利用者の約 3 割が以前より少なくなった
としている。
・利用時の交通手段は、徒歩が約 4 割、自転車・電動車
イスが約 3 割、自家用車が約 3 割で、この３種類が大
きな偏り無く占めている。

●利用者の利用頻度

●利用頻度の変化

・近隣センターの評価としては、自宅からの距離、行きやすさ、駐車
場といった、近接性や交通利便性に評価が高い。
・一方、店舗、商品、接客といった商業環境や、休憩や憩いの場、雰
囲気といった公共性に対して評価が低い

・充足希望の店舗・サービス等には、飲食店や、かつて立地し現在撤
退した業種（ホームセンター、百円均一ショップ）の希望が多い。
・既存店舗の不満から同業種の希望もあり、また、店舗だけでなく、
地域福祉の場としての要望も見られる。

●評価

●利用時の交通手段

●近隣センターに充足を希望する
店舗・サービス等（自由記述）
（ ）内は票数、2 票以下は省略

■飲食
・レストラン、飲食店（82）
・喫茶店、カフェ（21）
・ファーストフード店（15）
・居酒屋、立ち呑み（11）

■物販
・ホームセンター（139）
・百円均一ショップ（117）
・パン店（95）
・書店（90）
・ケーキ店、洋菓子店（31）
・コンビニエンスストア（26）
・スーパーマーケット、大型小売店舗（22）
・衣料品店（20）
・弁当店、惣菜店（19）
・調理済食品の宅配（デリバリー）
（12）
・日用品店、雑貨店（12）
・食料品店（11）
・文具店（11）
・リサイクルショップ（9）
・電器店（8）
・野菜直売所（6）
■サービス
・銀行、銀行 ATM（15）
・スポーツ・健康施設（9）
・医療・介護施設（8）
・レンタルショップ（6）
・カラオケ店（4）
・温泉、公衆浴場（4）
■その他
・地域福祉・高齢者交流スペース（36）
・生涯学習、実用講座、趣味講座（14）
・休憩スペース（8）
・子供の遊戯・交流スペース（7）
・レンタルスペース（5）
・保育所、託児所（3）
・ボランティア拠点（3）
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＜かりばプラザ調査＞ 近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査
元気アップかりば、かりばプラザ集会所 について
●｢元気アップかりば｣の認知度

●参加状況

・
「元気アップかりば」の認知度は、聞いたことがある程度を
含め、約 7 割に達する。

●今後の参加意向

●かりばプラザ集会所の認知度

・しかし、認知度に比べ、実際に参加している割合は低く、
参加経験のある割合は 1/4 程度である。
・ただ、現在の参加状況に比べて、今後の参加意向を持つ割
合は高くなっており、参加需要は見込める
・かりばプラザ集会所の認知度は 8 割を越える一方、集会所
への意見（自由記述）には、利用経験が無かったり、何に
利用されているか知らないなどの回答も多く、施設の認知
と利用に乖離が見られる。

日常生活 について
●利用施設

・日常の食料品・日用品に関してかりばプラザは約 3 割に利用されているが、それでも中央センター（プレンテ
ィ）の利用割合の方が高く約 5 割を占める。
・他の項目についても、中央センターの利用割合は高い。

●日常生活の現在の身体的負担感

●将来的不安感

・総じて、現在に比
べ、将来的に不安
が増している
・特に、家族の介護、
健康面、車両の運
転、住宅・庭の手
入れなどにその傾
向が強い
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＜かりばプラザ調査＞ 近隣センターの利活用に関する住民アンケート調査
生活利便サービスの利用 について
●宅配サービスの利用状況

●利用者の宅配サービス利用頻度

・宅配サービスは、約 3 割が既に利用しており、今後の
利用意向も 2 割を超えている。

●利用媒体

●宅配サービスの利点

・しかし、利用頻度はその過半が月に数回以下である。
・利用媒体は、生協 1 企業が大きなシェアを占めている。
・荷物を運ばなくてよいことや、店に行かなくてよいこ
とが、サービスの利点として特に認知されている。

・生活利便サービスの利用意向は、宅配サービスや住宅
の庭の手入れが比較的高く、需要が見込める。

●生活利便サービス別の利用意向

居住環境、地域交流・地域活動 について
●居住環境の評価

●地域交流・地域活動の現状

●今後の意向

・自然緑地の風土環境や、医療・福
祉、買い物の利便性に評価が高い。
・一方、地域活動や近所付き合いの
社会環境や、生涯学習や趣味・習
い事の学習環境の評価が低い。
・それを反映するように、地域交流・
地域活動の現状に対し、今後の意
向は高くなっている。
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