
【資料１】

１．【様式２】各経営課題に対する戦略は、総合的に見て、めざすべき将来像の実現に有効であったと思いますか？

【経営課題１】にぎわいがあり活力あるまちづくりの推進

思う
（４点）

やや思う
（３点）

あまり思わ
ない（２点）

思わない
（１点）

８人 ９人 １０人 １人 ２．９点 ７２．５点
１２人 ９人 ６人 １人 ３．１点 ７７．５点
７人 １４人 ６人 ０人 ３．０点 ７５．０点

【経営課題２】安心して子育てができるあたたかいまちづくりの推進

思う
（４点）

やや思う
（３点）

あまり思わ
ない（２点）

思わない
（１点）

１２人 １３人 ２人 ０人 ３．４点 ８５．０点
１１人 １２人 ３人 １人 ３．３点 ８２．５点
１３人 ９人 ５人 ０人 ３．３点 ８２．５点

【経営課題３】災害に強い、安全で安心なまちづくりの推進

思う
（４点）

やや思う
（３点）

あまり思わ
ない（２点）

思わない
（１点）

１０人 ６人 １０人 １人 ２．９点 ７２．５点
１１人 １３人 ４人 ０人 ３．３点 ８２．５点

【経営課題４】区民サービスの充実

思う
（４点）

やや思う
（３点）

あまり思わ
ない（２点）

思わない
（１点）

９人 １２人 ３人 ２人 ３．１点 ７７．５点

１１人 １２人 ２人 １人 ３．３点 ８２．５点

２．上記のような旭区の経営課題は、区の目標の実現に有効であったと思いますか？

思う
（４点）

やや思う
（３点）

あまり思わ
ない（２点）

思わない
（１点）

８人 １５人 ４人 ０人 ３．１点 ７７．５点

有効であったと思いますか？
平均点

100点
満点
換算

主
な
ご
意
見

・区民モニターアンケートに参加する人は、少なくとも区政に関心のある一部の
人と思う。その声も出せない多くの区民を考えてやっていくべきだと思う。
・すばらしい方針が絵に描いた餅に感じられる。
・向かっている方向、取組についても大きくは賛同できる。さらなる進化・深化を
望む。
・旭区が、市内の他区に比べて秀でているとは思えない。他区に比べて高齢化
率は高く、若者の流入が少なく、なかなか難しい。
・区の目標・達成には、区民・各団体の協力が必要だと思う。区役所の現状の
課題をもっと出してもらいたい。
・住民には取組等が見えてこない。地域活動協議会に従事している方は、もっと
地域に情報を提供してほしい。

その他にも経営課題等に対するご意見をいただきました。

・にぎわいがあり活力ある旭区づくり
・子育てしやすい旭区づくり
・災害に強い安全で安心な旭区づくり

主
な
ご
意
見

＜戦略4-1に関するご意見＞
・区政会議での区民の意見が、実際どのように区の政策に反映されているの
か、もっとわかりやすく発信してほしい。
・区役所の情報発信は充分ではない。さらに強化する必要がある。
・区のホームページは、目指す所になかなか辿り着けない。
・区政会議の資料作り等、改善されていて理解しやすい。
・ホームページ・「広報あさひ」は、よく努力している。
＜戦略4-2に関するご意見＞
・窓口対応など話しやすくなったとの声をよく聞く。
・相談・依頼のあと、どう対応したかの返事がなかなか返ってこない。
・区民目線での対応が見られる。
・人により対応が変わる事がある。
・以前に比べたら、窓口業務はスムーズで、全体に早くなったと思う。表示もわ
かりやすくなった。

その他にも各戦略に沿ったご意見をいただきました。

有効であったと思いますか？
平均点

100点
満点
換算

主
な
ご
意
見

＜戦略3-1に関するご意見＞
・消防訓練は、実際に火災発生を想定したものも追加すべき。
・関係者だけでなく一般人も一体となった訓練も必要ではないか。
・大型消火器は本当に役立つのか疑問を持つ。
・災害時要援護者の避難支援訓練については、相当考えないと、上手くいかな
いと思う。
・防災リーダーをはじめ役員等の高齢化・成り手がないのが現状。
＜戦略3-2に関するご意見＞
・子どもの安全巡回パトロールなど機能的に動いてもらっている。
・出前講座は効果的と思う。

その他にも各戦略に沿ったご意見をいただきました。

（戦略３－１）
【防災体制の再構築】

（戦略３－２）
【防犯対策、交通安全・自転車対策の
推進】

めざすべき将来像 戦　略

・大地震時に発生する火災による被害を、自主防災組織の
活躍により未然に防止できる体制や能力が備わる防災意識
の高い地域をめざす。
・交通事故や犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくり
をめざす。(区ごとの街頭犯罪７手口の犯罪率で、その低さ
が市内上位１/4以内)

区の目標（何をめざすのか）

・区の実情や特性に応じた区政運営を、住民にもっとも身
近な区長のマネジメントにより実施するとともに、情報発信
機能の強化により、市民のニーズに合った効果的・効率的
な情報発信を行うことにより、区民の満足度を全区平均以
上とする。
・ムダを徹底的に排除し、区民ニーズとマッチした高品質の
行政サービスを迅速に提供できる、区民に最も身近な信頼
される行政機関をめざす。

（戦略４－１）
【区役所の受発信機能の強化】

（戦略４－２）
【区民から信頼される利便性の高い区
役所づくり】

めざすべき将来像 戦　略

有効であったと思いますか？
平均点

100点
満点
換算

平成２９年度　旭区区政会議委員評価シート　（集計）

めざすべき将来像 戦　略

・まちの魅力が高まり地域に愛着や誇りを感じる旭区をめざ
すとともに、多くの人々が訪れるまちづくりをめざす。
・地域コミュニティを活性化させることで、豊かなコミュニティ
づくりをめざし、市民による自立的な地域運営を推進する。
・青少年の健全育成と自立支援を図る。
・区民のいきがいづくりを図るとともに、お互いがお互いを思
いやり、支え合い、ひとりひとりの人権を尊重し合うまちをめ
ざす。

（戦略１－１）
【にぎわい・活力の創出と商店街振興】

（戦略１－２）
【まちづくり活動への市民参加の拡大】

（戦略１－３）
【生涯学習・人権尊重のまちづくり】

有効であったと思いますか？ 100点
満点
換算

主
な
ご
意
見

＜戦略1-1に対するご意見＞
・商店街の活性化には魅力ある店舗の出店が必要。
・城北公園フェアは、商店街のにぎわいを取り戻すには費用に見合う効果が期
待されないので中止した方が良いと思う。
＜戦略1-2に対するご意見＞
・まちづくり活動は、役員に当たった方のみ参加している。
・地域力を高めるには行政が介入しすぎてはいけない。
・地縁組織（町会・地域活動協議会・商店街等）以外との連携をより進めていく
ことが必要。
＜戦略1-3に対するご意見＞
・参加できなかった人にも周知を図ることが必要。
・地域と学校との関係が少しずつ良くなってきている。

その他にも各戦略に沿ったご意見をいただきました。

主
な
ご
意
見

＜戦略2-1に関するご意見＞
・百歳体操には進んで参加してくれている。
・在宅高齢者口腔検診事業は事業自体をやめるべき。
＜戦略2-2に関するご意見＞
・多様な生活支援サービスの創出やネットワークの構築が必要だが、前進してい
る様子がない。
・障がい者等の対策について、良くやってくれていると思う。
・高齢者に対しては、近所づきあいや地域包括支援センターなどの協力もあり、
充実している。
＜戦略2-3に関するご意見＞
・教育（子育てを含む）に対しても、かなり手厚くなってきていると思うが、本当に
必要としている家庭が利用していない面もある。
・マタニティカフェの運営に協力しているが、年々充実しており、良いと思う。
・子育て施策は、底上げのみではなく、全体的な子育て支援策を考えてほしい。
そのためには一律に論ずるのは困難である。
・こども食堂の活動内容と実績について把握が必要である。

その他にも各戦略に沿ったご意見をいただきました。

平均点

・高齢化に伴い顕在化する健康づくりの課題に対し、区民
自ら健康づくりに関心を持ち、すこやかに生活できるよう健
康寿命を全国平均以上に延伸する。
・障がい者、高齢者、子どもなど、誰でも自分らしく安心して
ともに暮らせるまちづくりをめざす。
・すべての子育て家庭が安心と喜びを実感しながら、「子育
てしやすいまちNo.1」と感じられるあたたかいまちづくりをめ
ざす。
・生活保護世帯、困窮世帯の子どもに対する学習支援、生
活力向上を図ることにより、高校中退率を減少させ貧困の
連鎖を断ち切ることをめざす。

（戦略２－１）
【自身の健康に対する重要性の意識付
けと介護予防の推進】

（戦略２－２）
【地域福祉の推進】

（戦略２－３）
【総合的な子育て支援】

めざすべき将来像 戦　略

平均点
100点
満点
換算

有効であったと思いますか？


