
 

 

「もと城東区役所用地活用について（素案②）」区民アンケート結果報告 

 

 

１ 実施方法 

 （１）無作為抽出アンケート  

・調査対象  ：住民基本台帳から無作為に抽出した 18 歳以上（平成 30 年 11 月現在）の

城東区民（外国籍住民を含む）1,500 名 

・調査期間  ：平成 31 年 1 月 31 日（木）～平成 31 年 2 月 21 日（木） 

              なお、平成 31 年 2 月 27 日到着分までを集計の対象。 

・調査方法  ：調査票を調査対象者へ送付し、返信用封筒により回収 

 

 （２）アンケートコーナー等 

・アンケートコーナーの設置 

  日程：平成３１年２月１日～２月２８日の平日９時～１７時３０分 

  場所：３階３２番窓口前 

・区政会議、地域活動協議会連絡会でのアンケート実施 

・説明会（2 月 13 日、14 日、16 日）でのアンケート実施 

    ・ホームページにアンケート用紙を掲載し、メール、ＦＡＸで受付 

 

２ 回答数 

 （１）無作為抽出アンケート    522 通（回収率 35.0%） 

 （２）アンケートコーナー等 959 通 

 

 

３ 回答内容 

問１ 素案②では、活用の方向性における「ベースとなる機能」の１つとして、診療所・病院等の医療機

関の検討をしています。次のうちご自身の考えに最も近いものはどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．医療機関が必要である。  193 名(37.0%) 679 通（70.9％） 

２．どちらかといえば医療機関が必要である。 186 名(35.6%) 220 通（23.0％） 

３．どちらかといえば医療機関は必要でない。 39 名(7.5%) 10 通（1.0％） 

４．医療機関は必要ではない。 19 名(3.6%) 8 通（0.8％） 

５．わからない。 64 名(12.3%) 10 通（1.0％） 

   無回答  21 名(4.0%) 31 通（3.2％） 

 

 

 



 

 

 

問２ 医療機関で、最も必要と考える施設は次のうちどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．診療所 20 名(5.3%) 22 通（2.4％） 

２．複数の診療所が集まった医療モール 85 名(22.4%) 62 通（6.8％） 

３．病院（病床あり） 90 名(23.7%) 224 通（24.7％） 

４．救急病院 124 名(32.7%) 571 通（63.0％） 

５．その他（                ） 10 名(2.6%) 8 通（0.9％） 

６．医療機関であればなんでもよい。  34 名(9.0%) 17 通（1.9％） 

７．わからない。  6 名(1.6%) 2 通（0.2％） 

無回答  10 名(2.6%) 0 通（0.0％） 

※その他内訳 

（1）無作為抽出アンケート 

超医学的心の病院、甲状腺の病院、休日・夜間医療機関（3）、感染症等専分野、検査専門、

眼科、皮フ科、特養老人ホーム、小児科、歯科 

（2）アンケートコーナー等 

3,4 併設、旭区の中野こども病院の様な病院、療養型病院（3）、老人と子どもが触れ合える施設、

知的障がいの方も入院できる病院、精神科救急病院（入院できるもの）、病児保育もある病床つ

き病院、保育所 

 

問３ 素案②では、活用の方向性における「ベースとなる機能」の１つとして、特別養護老人ホーム等の

高齢者福祉施設の検討をしています。次のうちご自身の考えに最も近いものはどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．高齢者福祉施設が必要である。  224 名(42.9%) 314 通（32.7％） 

２．どちらかといえば高齢者福祉施設が必要であ

る。 
169 名(32.4%) 152 通（15.8％） 

３．どちらかといえば高齢者福祉施設は必要でな

い。 
29 名(5.6%) 226 通（23.6％） 

４．高齢者福祉施設は必要ではない。  18 名(3.4%) 208 通（21.7％） 

５．わからない。  64 名(12.3%) 47 通（4.9％） 

   無回答  18 名(3.4%) 12 通（1.3％） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

問４ 高齢者福祉施設で、最も必要と考える施設は次のうちどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．特別養護老人ホーム 148 名(37.7%) 242 通（51.8％） 

２．サービス付き高齢者向け住宅 66 名(16.8%) 43 通（9.2％） 

３．有料老人ホーム 9 名(2.3%) 13 通（2.8％） 

４．老人保健施設 47 名(12.0%) 76 通（16.3％） 

５．その他（                ） 8 名(2.0%) 10 通（2.1％） 

６．高齢者福祉施設であればなんでもよい。 89 名(22.6%) 65 通（13.9％） 

７．わからない。  22 名(5.6%) 7 通（1.5％） 

無回答  4 名(1.0%) 11 通（2.4％） 

※その他内訳 

（1）無作為抽出アンケート 

保育所併設した高齢者がつどえる場所、公立の高齢者福祉施設+病院、高れい者用の就職あっせ

ん施設、救急病院、軽費老人ホーム、デイサービス等（2） 

（2）アンケートコーナー等 

ヘルパー、看護師、PT 等在宅介護に向けた総合派遣センター、老人医療、高齢者に特化した医療

施設、低所得者向け老人ホーム、老人（元気な人も）が集まってサークルみたいに、高齢者の健康

増進を図るスポーツ等の教室、デイサービス、短期滞在、老人・障がいなど市民必要なもの、保育所と

同じ施設内にあるなどの、今までにあまりなかった施設。地域にも開放されたオープンな施設 

 

問５ 素案②では、活用の方向性における建設される施設に備える機能として、水害時避難ビルなど防

災機能の検討をしています。次のうちご自身の考えに最も近いものはどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．防災機能が必要である。  339 名(64.9%) 618 通（64.4％） 

２．どちらかといえば防災機能が必要である。 110 名(21.1%) 267 通（27.8％） 

３．どちらかといえば防災機能は必要でない。 15 名(2.9%) 31 通（3.2％） 

４．防災機能は必要ではない。 17 名(3.3%) 9 通（0.9％） 

５．わからない。  29 名(5.6%) 14 通（1.5％） 

   無回答  12 名(2.3%) 20 通（2.1％） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

問６ 素案②では、活用の方向性における「併設が可能な機能」の１つとして、小規模保育事業所等

の子育て支援施設の検討をしています。次のうちご自身の考えに最も近いものはどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．子育て支援施設が必要である。  212 名(40.6%) 272 通（28.4％） 

２．どちらかといえば子育て支援施設が必要であ

る。 
156 名(29.9%) 153 通（16.0％） 

３．どちらかといえば子育て支援施設は必要でな

い。 
27 名(5.2%) 202 通（21.1％） 

４．子育て支援施設は必要ではない。  18 名(3.4%) 247 通（25.8％） 

５．わからない。  86 名(16.5%) 51 通（5.3％） 

   無回答  23 名(4.4%) 34 通（3.5％） 

 

問７ 子育て支援施設で、最も必要と考える施設は次のうちどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．認可保育施設 191 名(51.9%) 268 通（62.9％） 

２．小規模保育事業所 29 名(7.9%) 45 通（10.6％） 

３．その他（                ） 13 名(3.5%) 12 通（2.8％） 

４．子育て支援施設であればなんでもよい。 114 名(31.0%) 88 通（20.7％） 

５．わからない。 20 名(5.4%) 5 通（1.2％） 

   無回答  1 名(0.3%) 8 通（1.9％） 

 

※その他内訳 

（1）無作為抽出アンケート 

家庭等の支援施設、子どもと老人が集う施設、一時預かり施設、相談所、学童保育所（2）、病

時病後時保育（3）、児童養護施設、貧困対策、勉強を教えてくれる施設 

（2）アンケートコーナー等 

1,2 を兼ね備えた施設、病児保育所（2）、親子で遊べる場所、教育施設がある保育施設。ダンス

（リトミック）や英会話など、大阪市立（公立）保育園、障がい児保育や病児保育など、短時間で

も預かってくれる施設、病児保育含む相談機能のある保育園、病児病後児保育、子育て支援施設

は 1,2 だけではない事を役所としてしっかりと認識していただきたい、子ども集い広場 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

問８ その他の施設として、区政会議やパブリック・コメントでの意見やマーケットサウンディング結果を踏ま

え、ホール・会議室、スポーツ施設、公園、マンション・商業施設などを併設可能な機能として例示してい

ます。その他の施設として、最も必要と考える施設は次のうちどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．ホール・会議室  39 名(7.5%) 187 通（19.5％） 

２．スポーツ施設 114 名(21.8%) 86 通（9.0％） 

３．公園 102 名(19.5%) 95 通（9.9％） 

４．マンション  9 名(1.7%) 9 通（0.9％） 

５．商業施設  70 名(13.4%) 41 通（4.3％） 

６．その他（                  ） 21 名(4.0%) 16 通（1.7％） 

７．どれもいらない。 33 名(6.3%) 321 通（33.5％） 

８．わからない。 107 名(20.5%) 145 通（15.1％） 

無回答  27 名(5.2%) 59 通（6.2％） 

※その他内訳 

（1）無作為抽出アンケート 

無料で遊べるスペース、老犬ホーム、医療の検査施設、低価格で仕事ができる整備・キッチン等、図

書館、医療機関、飲食店、自習室、レンタルルーム、電機イスベットの様な物が有ればよい、障がい者

施設、子どもが遊べる室内施設、本屋、運動器具のある公園 

（2）アンケートコーナー等 

公益的目的を満たす事業者が必要だと判断する施設、生涯学習施設等、市営住宅、障がい者支

援センター、病院（2）、地域住民が安心、安全な施設、防音機能のついた音楽練習室、貸ホール、

貸教室、貸会議室、医療機関内に地域の人が使えるホールを作ればよい、デイなどと兼用が可能、ホ

ール、会議室だけでなく、継続的なサークル活動ができる場。区民が寄り合えるコミュニケーション、交

流の場。赤ちゃん、障がい児者、お年寄り、子どもたちの集まれる場、複合-マンション・スポーツ・学習

センター・貸会議室-収入あり、医療機関・税務署・公園 

 

問９ 問８で答えた施設について、次のうちご自身の考えに最も近いものはどれですか。 

選択肢 
（１）無作為抽出 

アンケート 

（2）アンケート 

コーナー等 

１．当該用地に必要である。  52 名(14.6%) 125 通（28.8％） 

２．当該用地にあったほうがよい。 173 名(48.7%) 123 通（28.3％） 

３．医療機関・高齢者福祉施設等が優先であ

り、なくてもかまわない。  
121 名(34.1%) 175 通（40.3％） 

   無回答  9 名(2.5%) 11 通（2.5％） 

 

 



 

 

 

 

 

問 10 その他、もと城東区役所用地活用について何かご意見がございましたら、ご自由にお書きください。 

【分類】 

分類① 分類② 
（１）無作為

抽出アンケート 

（2）アンケ

ートコーナー等 
具体的な施設等 

求める施

設・機能

につい て

の意見 

医療分野 23 件 120 件 救急病院、診療所等 

高齢者福

祉分野 

25 件 31 件 特別養護老人ホーム、高齢者交流施設等 

子 育 て 支

援分野 

23 件 17 件 保育所、病児病後児保育、遊べるスペース

等 

防災分野 12 件 27 件 避難場所、備蓄倉庫等 

その他 55 件 56 件 ホール・会議室、公園、障がい者施設、商業

施設、運動施設等 

反対する

施設・機

能につい

ての意見 

医療分野 1 件 2 件 病院 

高齢者福

祉分野 

1 件 1 件  

子 育 て 支

援分野 

1 件 2 件 保育所 

防災分野 0 件 0 件  

その他 6 件 71 件 マンション((1)無作為抽出アンケート 3

件,(2)アンケートコーナー等 42 件)、商業施

設((1)無作為抽出アンケート 1 件,(2)アンケ

ートコーナー等 22 件)、ホテル((1)無作為抽

出アンケート 0 件,(2)アンケートコーナー等 5

件)等 

その他の

意見 

売却反対 2 件 65 件 貸付希望（(1)無作為抽出アンケート 1

件,(2)アンケートコーナー等 13 件）含む 

進め方等 7 件 27 件 「早く活用決定してください。」、「今後特別

区・総合区など結果が出るまでそのままでもよ

いのでは。」、「駅に近い場所を市が持っている

必要はない。民でできることは民で。」、「区民

が求めるものが建てられる可能性が高められ

るような売却の方法を考えてほしい。」 「採

算性もうまく考えて欲しい」「資料が読みにく

い」等 

  156 件 419 件  



 

 

※１通に複数の意見があった場合は、それぞれの件数でカウント。 

 


