
　市民の皆様におかれましては、日頃から宇治市政にご理解とご協力をいただき

誠にありがとうございます。

　宇治市では、豊かな地域社会の実現と魅力あるまちづくりを進めるための拠点

となるような公共施設の整備について、先行事例として、中宇治地域において検

討を進めています。

　また、中宇治地域においては、宇治公民館敷地と莵道ふれあいセンター敷地の

今後の利活用についても検討を進めています。

　そこで、中宇治地域における拠点の整備、２つの敷地の利活用方法を検討する

にあたっての基礎資料とするため、皆様のご意見をお聞きしたく、意識調査を実

施させていただくこととしました。

　この調査は、無記名であり、調査結果は全て統計的に処理しますので、個人の

回答内容が特定されることはありません。

　お忙しいところ誠に恐縮ではありますが、調査の趣旨をご理解の上、ご回答い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年（令和5年）1月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇治市

・ 回答いただいた内容は、調査目的以外に使用することはありません。

・ 調査において氏名、住所などの個人情報をご記入いただく必要はありません。

・ ご記入は黒色または青色のボールペン、鉛筆などでお書きください。

・ ご記入いただいた後は、本調査の「回収ボックス」にご投函ください。

・ 2023年（令和5年）2月17日（金）までにご投函ください。

※ 本調査はWEB上でもご回答いただくことができます。

下記のURLもしくはQRコードをご参照いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。

◇ URL https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1672810401789

◇ QRコード

（問合せ先）

　宇治市　政策企画部　政策戦略課　未来プロジェクト推進係

　Mail　 ：　seisakusenryaku@city.uji.kyoto.jp

中宇治地域における公共施設整備に関する

意識調査について

―　お　願　い　－

（注）
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Ⅰ あなた自身について伺います。

問1　： あなたの年齢を次のうちから選択してください。 （１つ選択）

1． 10歳未満 2． 10歳代 3． 20歳代 4． 30歳代

5． 40歳代 6． 50歳代 7． 60歳代 8． 70歳代

9． 80歳代以上

問2　： あなたの家族構成を次のうちから選択してください。 （１つ選択）

1． 単身 2． 夫婦のみ

3． 親子 4． 親・子・孫

5． その他

※ 世帯に中学生以下の方がいらっしゃる場合には、次の各記入欄に

該当する方の人数をご記入ください。

人 人 人

問3　： あなたの職業を次のうちから選択してください。 （１つ選択）

1． 会社員・公務員 2． 自営業（家族従業者も含む）

3． パートタイマー、アルバイト 4． 家事専業

5． 学生 6． 無職

7． その他

問4　： あなたのお住いの地域を次のうちから選択してください。 （１つ選択）

1． 宇治市内（宇治市宇治にお住まいの方）

2． 宇治市内（宇治市宇治以外にお住まいの方）

3． 宇治市外

回答欄

回答欄

回答欄

回答欄

未就学児 中学生小学生
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Ⅱ 中宇治地域の市民協働推進拠点について、あなたの考えを伺います。

　宇治市では、世代や目的に捉われず気軽に立ち寄れる開かれた場、立ち寄りたくなる場であ

って、自然と人が集い交流が生まれるような公共施設（市民協働推進拠点）を整備することで、

地域の拠点づくり、および市民参画・市民協働を推進する拠点づくりを目指しています。

【市民協働推進拠点が目指す役割】

・ 子どもから高齢者までの幅広い世代が集い、学びを行う場

・ 地域のまちづくりにおける連携・協働を行う場

・ 地域住民がつながるきっかけを生み出し、交流を行う場

＜「市民協働によるこれからの公共施設に向けて～公共施設の将来像～」より＞

問1　： 公共施設について、あなたの利用状況を次のうちから選択してください。

（公共施設ごとに１つ選択）

1． 利用したことがない 2． ほとんど利用しない

3． 年に数回利用する 4． 月に１回程度利用する

5． 月に２・３回以上の頻度で利用する

※ 各施設の位置については、「主な公共施設の位置図（９ページ）」をご参照ください。

施設名 回答欄 施設名 回答欄 施設名 回答欄

公立集会所
お茶と宇治のまち

歴史公園
源氏物語

ミュージアム

ゆめりあ宇治 観光センター
莵道ふれあい

センター

市役所 うじ安心館
コミュニティワーク

うじ館

中央図書館

総合福祉会館 産業会館 生涯学習センター

歴史資料館

文化会館 中央公民館
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問2　： あなたが利用したいと思う公共施設を次のうちから選択してください。

（最大で3つまで選択）

1． 自宅からの距離が近い

2． 利用できる時間が長い

3． 魅力的な設備や機能がある

4． 魅力的なイベントやプログラムがある

5． 職員の対応が良い

6． ゆったりとしたオープンスペースがある

7． 複数の行政機能を持っている

8． 商業施設などの民間施設と併設されている

9． その他（下欄に記入）

問3　： 「地域の拠点」、「市民参画・市民協働を推進する拠点」の姿について、

あなたの考えに最も近い項目を次のうちから選択してください。 （１つ選択）

1． 知り合いがいなくても通いやすい施設

2． 同じ世代、同じ趣味の人が集う施設

3． オープンスペースを分け合いつつ、子どもから大人まで誰もが自由に利用できる施設

4． 友人同士のみで部屋を利用できる施設

5． わからない

6． その他（下欄に記入）

＜その他記入欄＞

回答欄

回答欄

＜その他記入欄＞
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問4　： 中宇治地域における市民協働推進拠点がどのような場所であって欲しいか

を次のうちから選択してください。 （最大で3つまで選択）

1． 様々な市民が集い交流ができる場所

2． 創作活動や音楽活動などの活動ができる場所

3． 学びができる場所

4． 小さな子どもを安全に遊ばせたり、保護者間の交流ができる場所

5． 放課後における居場所

6． 健康の保持増進のための活動ができる場所

7． 高齢の方や障害のある方などへの福祉活動ができる場所

8． 行政サービスを受けることができる場所

9． その他（下欄に記入）

問5　： 中宇治地域における市民協働推進拠点を整備して欲しい場所およびその理由を次のうちから

選択してください。（場所・理由よりそれぞれ１つ選択。）

＜場　所＞

1． 宇治公民館敷地 2． 莵道ふれあいセンター敷地

3． どちらでもよい 4． どちらでもない

＜理　由＞

1． 眺めが良い 2． 行きやすい 3． 利便性が良い

4． 周辺の環境が良い 5． 親しみがある 6． 思い入れがある

7． 災害時に安全 8． その他（下欄に記入）

回答欄

＜その他記入欄＞

回答欄

場　所 理　由 その他記入欄
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宇治公民館および莵道ふれあいセンター周辺地図

宇治市役所

ＪＲ宇治駅

京阪宇治駅

莵道ふれあいセンター敷地

宇治公民館敷地

住所 敷地面積

宇治公民館敷地 宇治市宇治里尻71番地の9 約2,290㎡（平場面積:約1,300㎡）

莵道ふれあいセンター敷地 宇治市宇治妙楽128番地の1 約1,860㎡

7 ページ



Ⅲ 多機能型の公共施設を整備する場合の利活用アイデアについて、

あなたの考えを伺います。

問1　： 施設の中で公共が担う部分の利活用方法について、何かアイデアがありましたら、

下記回答欄にご記入ください。

回答欄

問2　： 施設の中で公共以外が担う部分の利活用方法について、何かアイデアがありましたら、

下記回答欄にご記入ください。

回答欄

調査は以上です。ご協力いただきありがとうございました。

（例：市民が広く活動できる、多目的スペースがあるといい）

（例：カフェなどの飲食店があるといい）
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主な公共施設の位置図

お茶と宇治のまち歴史公園

源氏物語ミュージアム

市役所

総合福祉会館

産業会館

生涯学習センター

観光センター

うじ安心館

コミュニティーワークうじ館

文化センター
・文化会館

・中央公民館

・中央図書館

・歴史資料館

宇治中学校

莵道小学校

莵道第二小学校

ゆめりあ宇治

凡例： ・・・公立集会所

＜地図上の公立集会所一覧＞

莵道南集会所 三室戸集会所 川東集会所 里尻集会所

妙楽集会所 戸ノ内集会所 宇治橋通集会所 若宮集会所

矢落集会所 米阪集会所 市役所前集会所 宇治野上集会所

折居台北集会所 上権現集会所 琵琶台集会所 折居台東集会所
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