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Ⅰ

災害に強く、犯罪の少ない安全安心なまちづくり

質問１ あなたは、災害時における避難施設(災害時避難場所・津波避難場所)
を知っていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・４
質問２ あなたは、大地震等災害に対して自宅で何か備えをしていますか。
(例：備蓄品、持出品、家族での会議、家具の固定等)
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
質問３ 区役所で防災に関する計画やマニュアルが作成されていることを
知っていますか。（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・６
質問４ あなたは、此花区役所で行っている防犯の取組が犯罪発生件数の減少に
役立っていると思いますか。（１つ選んでください）・・・・・・・・・・７
質問５ あなたは、自転車のルール、マナーを守っていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

Ⅱ

生き抜く社会力を身につける教育と子育てしやすい環境づくり
質問６ あなたは、地域に開かれた学校づくりが進められ、地域住民を対象とした様々
な事業を通して、地域と学校と家庭が連携しながら教育コミュニティづくりが
できていると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・９
質問７ あなたは、此花区役所で行っている青少年の非行防止と健全育成を
図る取組を知っていますか。（１つ選んでください）・・・・・・・・・１０
質問８ あなたは、実践的な教育環境づくりが行われていると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

質問９ あなたは、地域と学校と家庭が連携して人を育てていると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
質問 10 あなたは、現在、子育て(就学前）をしていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
(質問 10 で「している」と回答された方にお聞きします)
質問 11 あなたは、子育てに関する情報を区の媒体（広報「このはな」やホームペ
ージなど）から日常的に入手していますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
(質問 10 で「している」と回答された方にお聞きします)
質問 12 あなたは、此花区役所が実施する子育て家庭に対する支援・相談・情報提供
を利用したことがありますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
(質問 10 で「している」と回答された方にお聞きします)
質問 13 あなたは、子育てサロンや子育てサークルも含めた子育て世代が交流し子育
てに関する情報交換ができる場を利用していますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
(質問 10 で「している」と回答された方にお聞きします)
質問 14 あなたは、行政や地域が実施する子育てイベント・子育て講座・子育てサロ
ンに参加したことがありますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
質問 15 あなたは、子育てに関する適切な情報が取得でき、安心して子育てができる
と感じますか。
（１つ選んでください）・・・・・・・・・・・・・・１８
質問 16 あなたは、児童虐待防止に関する行政機関や通報先を知っていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

Ⅲ

誰もがいきいきと暮らせる健康・福祉の充実
質問 17 あなたは、地域における福祉課題に関して地域で話し合いや取組が行われて
いると感じますか。
（１つ選んでください）・・・・・・・・・・・・２０

質問 18 あなたは、地域包括支援センター（※１）や、障がい者相談支援センター（※
２）を知っていますか。
（1 つ選んでください）・・・・・・・・・・２１
質問 19 あなたは、地域福祉の取組に関心を持つようになったと感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
質問 20 あなたは、ご自身の健康管理に気をつけていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
質問 21 あなたは、健康づくりのために何かしていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
質問 22 あなたは、ウォーキングや健康体操など、継続して運動を実践していますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６
質問 23 あなたは、１日３０分以上、軽く汗をかく運動（ウォーキングやスポーツな
ど）を週２回以上継続して行っていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
質問 24 あなたは、此花区役所が実施している「このはないきいきポイント事業」を
知っていますか。（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・２８
質問 25 あなたは、此花区役所が実施している、健康体操「あしたも笑顔」を知って
いますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・２９
質問 26 あなたはこの一年間にがん検診を受けましたか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
(質問 26 で「はい」と答えた方にお聞きします)
質問 27 ①がん検診は、どこで受けられましたか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
質問 27 ②受けられたがん検診の種類は何ですか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

(質問 26 で「いいえ」と答えた方にお聞きします)
質問 28 がん検診を受けなかった理由をお答えください。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

Ⅳ

このはなの魅力や可能性を最大限に活かした地域活力の創出
質問 29 あなたは、此花区の魅力が高まったと感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５
質問 30 あなたは、此花区内の魅力を再発見したり、区内を魅力的だと感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
質問 31 あなたは、舞洲が区の地域活力に寄与していると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７
質問 32 あなたは、まちの美化など環境問題に関心ありますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８
質問 33 あなたは、此花区役所で行っている花と緑のまちづくりの取組がまちを
美しくすることにつながっていると思いますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９
質問 34 あなたは、此花区役所で行っているアートの取組がエコなど環境の関心を
高めることにつながっていると思いますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
質問 35 あなたは、ゴーヤ等を活用した壁面緑化によって、夏場の室内温度の上昇が
抑えられ、エアコン等にかかる光熱費の節約につながることを知っています
か。
（１つ選んでください）・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２
質問 36 あなたは、此花区役所で行っている子どもたちのリサイクル意識向上の取り
組みが環境の関心を高めることにつながっていると思いますか。
（１つ選んでください） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３
質問 37 あなたは、環境創造プロジェクトの取組がまちの美化や環境問題の関心を高
めることにつながっていると思いますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４

Ⅴ

活力ある地域社会づくり
質問 38 あなたは、住んでいる地域で、日頃から話をする相手が増えたと感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６
質問 39 あなたは、住んでいる地域で地域団体の活動内容や会計の状況を知る機会が
増えたと感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・４７
質問 40 あなたは、地域において、生涯学習ルームや人権推進、スポーツの取組など
が、種々取り組まれていることを知っていますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８
質問 41 あなたは、地域活動を始めたいときにどうすればよいかなど地域活動に参
画しやすい環境が整っていると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９
質問 42 あなたは、地域のまちづくりに関する活動が様々な活動主体の連携・協働
により進められていると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１
質問 43 あなたは、地域の活動においてファシリテーション能力やコーディネート
力などを持った人材が活躍していると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３
質問 44 あなたは、地域運営にさまざま活動主体が参画し、会計をオープンにする
など、地域が一体となって運営されていると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５
質問 45 あなたは、コミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジネスの意義やメリッ
トを知っていますか。 （１つ選んでください）・・・・・・・・・・５７
質問 46 あなたは、区役所の効果的な業務運営に向け、区の実情や特性に応じて取
組が進められていると感じますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９
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【Ⅰ】調査の概要
１

調査の目的
此花区では、平成 26 年度、
「災害に強く、犯罪の少ない安全安心なまちづくり」
「生
き抜く社会力を身につける教育と子育てしやすい環境づくり」
「誰もが生き生きと暮ら
せる健康・福祉の充実」
「このはなの魅力や可能性を最大限に活かした地域活力の創出」
「活力ある地域社会づくりの支援」を経営課題として運営方針に掲げ、各課題ごとに
めざす成果及び戦略を設定し、区民が安全で安心して暮らせるまち・魅力と活力を高
め、発展するまち「このはな」の実現に向けて取組を進めているところです。
今回は、こうした区政全般に関する区民の皆さんの意識や取組等を把握するととも
に、平成 26 年度運営方針に基づく成果検証を行い、施策・事業の企画立案・運営に
係る基礎資料とするため、此花区民モニターアンケート調査を実施しました。

２

調査の実施状況
・調査期間

平成 26 年 12 月 17 日（水）～平成 26 年 12 月 31 日（水）

・方法：郵送及び電子申請アンケートシステム
・調査対象

此花区区民モニター登録者 356 名（男：147 名

・回答者数

293 名なお、各質問の有効回答をｎ＝293 と表記する）

女：209 名）

・回答率： 82.3%
３

区民モニターの定数
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参考：各設問のｎについては、回答対象者、【

1

】については回答数です。

