
 

 

４ 自由記述の分析について 

（職業別） 

 

 ＜自営業・自由業＞ 回答数 ９ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

歩道歩道歩道歩道    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

産業産業産業産業    

頻出語３位頻出語３位頻出語３位頻出語３位    

伝統伝統伝統伝統    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

環境環境環境環境    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

景観景観景観景観    

関連語１位 車道 事業 集積 母親 中身 

関連語２位 世代 集積 一軒 子育て 保護 

関連語３位 用事 一軒 事業 お金 看板 

関連語４位 バス 伝統 従事 用事 世界 

関連語５位 結婚 従事 映像 支援 日本人 

 

 ＜会社員・公務員等給与所得者＞ 回答数 ３７ 

 
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    

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    

整備整備整備整備    

頻出語５位頻出語５位頻出語５位頻出語５位    

アンケートアンケートアンケートアンケート    

関連語１位 道路 都市 施設 南部 住所 

関連語２位 渋滞 観光 提供 市営 宣伝 

関連語３位 都市 税金 町内 状況 ホームページ 

関連語４位 市民 反対 社会 周辺 記入 

関連語５位 歩道 納税 医療 災害 理解 

 

 ＜主婦・主夫＞ 回答数 ３３ 

 
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    

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    

子供子供子供子供    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４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    

ゴミゴミゴミゴミ    

関連語１位 活動 中心 観光 バス 知識 

関連語２位 交通 人々 幼稚園 工事 興味 

関連語３位 情報 市内 図書館 市民 投棄 

関連語４位 子ども 保育園 学校 市バス 野良猫 

関連語５位 自転車 魅力 風呂 住民 家庭 

 

 ＜学生＞ 回答数 １ 

  １名しか回答していないため、分析せず。 

 

  



 

 

 ＜無職＞ 回答数 ９６ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

道路道路道路道路    

頻出語頻出語頻出語頻出語２２２２位位位位    

歩行歩行歩行歩行    

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    

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    

住民住民住民住民    

関連語１位 南部 通行 思い 都市 職員 

関連語２位 中国語 信号 公告 出来事 有料 

関連語３位 免許 水道 見栄 監視 退職 

関連語４位 車道 専用 完了 府県 悪口 

関連語５位 標示 車道 パン スポーツ 府県 

 

 ＜その他＞ 回答数 ７ 

 
頻出語１位頻出語１位頻出語１位頻出語１位    

自分自分自分自分    

頻出語頻出語頻出語頻出語１１１１位位位位    

母子母子母子母子    

頻出語頻出語頻出語頻出語１１１１位位位位    

役員役員役員役員    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

クレームクレームクレームクレーム    

頻出語頻出語頻出語頻出語４４４４位位位位    

マンションマンションマンションマンション    

関連語１位 自転車 家庭 家庭 市営 賃貸 

関連語２位 呆け 役員 母子 役員 項目 

関連語３位 信号 クレーム クレーム 周り 周り 

関連語４位 ＴＥＬ 市営 市営 ガマン ガマン 

関連語５位 知人 ガマン ガマン 家賃 クレーム 

 

  



 

 

（居住年数別） 

 ＜５年未満＞ 回答数 ３０ 

 
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    

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    

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    

子ども子ども子ども子ども    

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 改善 見た目 若者 地域 保健 

関連語２位 専用 向上 社会 保育園 都道府県 

関連語３位 駐輪場 南東 子育て 面接 児童 

関連語４位 歩道 対面 活き活き 設問 景観 

関連語５位 道路 活力 活気 赤ちゃん 魅力 

 

 ＜５～11 年未満＞ 回答数 ４１ 

 
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    

アンケートアンケートアンケートアンケート    

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    

税金税金税金税金    

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 都市 都市 助成 女性 観光 

関連語２位 市長 市民 学校 高齢 お願い 

関連語３位 サービス 資格 勇気 社会 渋滞 

関連語４位 生活 アップ 支援 意味 住民 

関連語５位 アンケート マラソン 女性 神社 環境 

 

 ＜11～31 年未満＞ 回答数 １１８ 

 
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    

自転車自転車自転車自転車    

頻出語４位頻出語４位頻出語４位頻出語４位    

バスバスバスバス    

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 観光 市民 マナー 交通 社会 

関連語２位 渋滞 歩道 通行 歩道 情報 

関連語３位 お金 渋滞 駐輪場 観光 高齢 

関連語４位 希望 道路 シーズン 公共 活動 

関連語５位 機会 シーズン 観光 車線 活用 

 

 ＜31 年以上＞ 回答数 ３５８ 

 
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    

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    

高齢高齢高齢高齢    

関連語１位 都市 地域 観光 工事 福祉 

関連語２位 市民 交通 交通 拡張 生活 

関連語３位 バス 観光 都市 車道 地域 

関連語４位 道路 保護 生活 バス 子供 

関連語５位 生活 市民 公共 渋滞 関係 

 


