
 

 

４ 自由記述の分析について 

（居住区別） 

 

 ＜北区＞ 回答数 ５４ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

観光観光観光観光    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

市民市民市民市民    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

自転車自転車自転車自転車    

頻出語頻出語頻出語頻出語３３３３位位位位    

利用利用利用利用    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

バスバスバスバス    

関連語１位 自転車 観光 通行 施設 学生 

関連語２位 市民 歩道 シーズン スポーツ 市バス 

関連語３位 子供 市長 マナー 努力 世界 

関連語４位 お願い 園芸 観光 場所 車庫 

関連語５位 歩道 町内 道路 市バス 移動 

 

 ＜上京区＞ 回答数 ３１ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

市民市民市民市民    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

ゴミゴミゴミゴミ    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

交通交通交通交通    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

自転車自転車自転車自転車    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

人口人口人口人口    

関連語１位 状況 委託 規制 高齢 減少 

関連語２位 生活 投棄 状況 投入 税金 

関連語３位 人口 散乱 マイカー 社会 世代 

関連語４位 バス停 不法 高齢 増加 都市 

関連語５位 運行 資源 手段 公衆 市民 

 

 ＜左京区＞ 回答数 ５９ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

観光観光観光観光    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

歩道歩道歩道歩道    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

市民市民市民市民    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

市バス市バス市バス市バス    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

生活生活生活生活    

関連語１位 市民 車道 乗車 利用 高齢 

関連語２位 都市 拡張 市長 乗車 市民 

関連語３位 乗車 渋滞 市内 市民 ムダ 

関連語４位 市長 自転車 精神 お金 家庭 

関連語５位 公共 道路 市営 交通 市長 

 

  



 

 

 ＜中京区＞ 回答数 ４２ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

自転車自転車自転車自転車    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

子供子供子供子供    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

市民市民市民市民    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

歩道歩道歩道歩道    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

観光観光観光観光    

関連語１位 マナー 場所 観光 観光 歩道 

関連語２位 歩行 生活 バス バス 市民 

関連語３位 専用 安心 交通 交通 バス 

関連語４位 放置 医療 拡張 優先 通行 

関連語５位 道路 環境 機会 購入 車輌 

 

 ＜東山区＞ 回答数 ２１ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

観光観光観光観光    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

バスバスバスバス    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

マナーマナーマナーマナー    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

交通交通交通交通    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

歩道歩道歩道歩道    

関連語１位 市民 歩道 中国人 整備 バス 

関連語２位 都市 移動 渋滞 渋滞 移動 

関連語３位 行政 政策 タクシー 観光 政策 

関連語４位 交通 交通 観光 市民 都市 

関連語５位 歩道 中心 市民 バス 観光 

 

 ＜山科区＞ 回答数 ３９ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

地域地域地域地域    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

生活生活生活生活    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

道路道路道路道路    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

発展発展発展発展    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

自治自治自治自治    

関連語１位 行政 年金 整備 女子 行政 

関連語２位 充実 収入 渋滞 マンション 改修 

関連語３位 自治 学校 清掃 リラックス 廃止 

関連語４位 施設 発展 仕事 山紫水明 加入 

関連語５位 住民 交通 観光 ソフトボール 区民 

 

 ＜下京区＞ 回答数 ３１ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

観光観光観光観光    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

ゴミゴミゴミゴミ    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

市民市民市民市民    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

自転車自転車自転車自転車    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

都市都市都市都市    

関連語１位 交通 駐輪場 都市 道路 市民 

関連語２位 利用 バス停 交通 公共 設置 

関連語３位 都市 費用 生活 駐輪場 観光 

関連語４位 道路 場所 観光 整備 公共 

関連語５位 タクシー 社会 政策 老人 駐輪場 

 

 



 

 

 ＜南区＞ 回答数 ２８ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

地域地域地域地域    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

参加参加参加参加    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

公園公園公園公園    

頻出語頻出語頻出語頻出語３３３３位位位位    

子供子供子供子供    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

エリアエリアエリアエリア    

関連語１位 情報 活動 保健 ブランコ 誘致 

関連語２位 活動 情報 下流 お力 営業 

関連語３位 参加 地域 買い物 日中 南側 

関連語４位 母親 見回り ケガ 児童 県外 

関連語５位 青少年 活用 遊歩道 通学 スーパー 

 

 ＜右京区＞ 回答数 ７５ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

観光観光観光観光    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

生活生活生活生活    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

バスバスバスバス    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

市民市民市民市民    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

高齢高齢高齢高齢    

関連語１位 渋滞 保護 地下鉄 タクシー 福祉 

関連語２位 道路 福祉 交通 格差 子供 

関連語３位 外国 地域 歩道 一般 所得 

関連語４位 バス 税金 アンケート 車両 人口 

関連語５位 市民 都市 観光 税金 サービス 

 

 ＜西京区＞ 回答数 ５５ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

市民市民市民市民    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

観光観光観光観光    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

高齢高齢高齢高齢    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

生活生活生活生活    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

地域地域地域地域    

関連語１位 文化 渋滞 地域 地域 高齢 

関連語２位 観光 バス 世帯 減少 産業 

関連語３位 地下鉄 市民 学生 トイレ 学生 

関連語４位 バス 交通 産業 人々 トイレ 

関連語５位 歴史 緩和 若者 部分 世帯 

 

 ＜伏見区＞ 回答数 １１１ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

市民市民市民市民    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

観光観光観光観光    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

地域地域地域地域    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

生活生活生活生活    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

歩道歩道歩道歩道    

関連語１位 税金 都市 活動 年金 工事 

関連語２位 都市 住民 交通 実感 バス 

関連語３位 住民 渋滞 情報 観光 渋滞 

関連語４位 観光 道路 住民 市民 拡張 

関連語５位 世代 市民 特定 設置 拡幅 

 

 


