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問 15 区保健福祉センターが取組んでいる「健康づくり」事業に関して、ご意見・ご要望など 

   があれば、ご自由にお書きください。 

 

・子ども（2歳）がいるので、見てくれる（預けられる）場所があれば、運動を集中して出来るので、

そういう施設も一緒に考えて欲しい。 

・成人男性も成人女性も血液検査をした時に、「栄養失調です、血のしたたる様なお肉を食べる様

にしましょう。」と医師から言われる年齢があります。その時の対処方法を勉強できたらいいと

思います。 

・認知症の方が予想以上に多いのに、明日はわが身体と思っている所です。素人の者にも判断が

出来ます。学習会や通信教育で 4年間学んでいます。原因となる病気を尐しでも改善出来るよ

うに専門の先生方の助言もできるだけ多く受けたい。何回か保健センターでお話を聞いていま

す。この病気は完治しないとも聞きました。この病気の方と共存する方法も学びたい。助言に

ついても多くを学びたい。いずれわが身として悲しみたくない。 

・若い人も参加できるように。 

・どういう活動しているのか現在は分かりません。個人個人全ての人に伝えるのはむずかしいとは

思いますが？特に高齢者・働いている方、出来るだけ多くの方々に分かってもらえる様にしてほ

しいと思います。 

・隣接する福島区と協働で、地域の歴史・文化などを学びながらの健康づくりを企画してほしい。

来年春完成の正蓮寺川緑道を「健康づくり」のメインストリートとして活用し、イベントや植樹

を通じた此花区 PRをしてほしい。此花区を「たばこのないまち（全区域内完全禁煙）」にする施

策を打ち出してください。 

・健康づくり事業は、若い人が参加しやすい内容のものが尐ないと感じる。私は子育て中なので、

もっと親子や家族全体で参加できるような内容のものがあればいいなと思う。 

・講習会等も必要ですが、実際にお金がかからず、ちょっと運動できる施設の充実が良いと思いま

す。ユニバーサルスタジオ周辺は緑が多く広い歩道も充実していてウォーキングに最適だと思い

ますが、ＵＳＪとなりのＪＲ上の遊歩道は夜になると、ゴキブリが大量に発生するため、とても

ウォーキングできる環境ではありません。そのあたりを改善いただき、広報でＰＲすれば良くな

ると思います。また、ユニバーサルポートから先天保山渡し船発着所まで歩道が続いていると良

いと思います。以前、スーパー堤防の拡張事業で工事をされてましたが、民主党の事業仕分けの

ためか、途中で中断されてますので、復活させてください。 

・「健康づくり」と聞くと、どうしてもお年寄りのイメージがあるので、若い人達が興味を持てる

ようなイベントなどあればうれしいです。 

・健康づくりできるセンターがほしい。 

・健康診断（がん検診等）の日数をもう 2～3回増加し、受診しやすい日時にした方が良いと思う。 

・今まで此花区の施設など利用しなかったので、あること自体わからない。 

・区内に 10 連合の集会所があり、地域毎の取組みを参加しやすい催事としてテーマを決め、毎月実

施を計画されては（出前講座方式で）。 

・講座や講習などの情報がリアルタイムで確認できる方法が欲しい（インターネットサイトなど）。

同時に同世代の地域の人との交流を図りたいので、既存クラスであれば受講者の主な年齢層の、

新規開設クラスがあれば対象年齢層の補足情報があると嬉しい。 
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・とても興味深い事業です。健康づくりＭＡＰは知らなかったです。ウォーキングなどのイベント

はとても興味あります。一人ではなかなか腰が重い人も、大勢で集まって行えば楽しく健康作り

ができると思います。月に１回など、定期的に実施されれば参加したいです。 

・一人でも参加しやすいような工夫がほしいです。 

・全体運動に繋げる理想型は、優良リーダーの牽引力にかかっています。各小規模な地域、範囲ご

とに自主的、自発的なリーダーが１人でも継続的に運動を実施していれば自然発生的な広がりに

つながった例もあります。何らかの講座受講者が１人単独でも恒常的に実施していけるコース設

定等魅力的な環境整備が望まれます。（ユニバーサルシティから川沿いだけの遊歩道で安心して

歩けるなど） 

・「健康づくり」は、人間として元気に生きるための基本的な事業で大切だと思う。しかし、どの

ような事業が区民に喜ばれるのか、となると、健康にも体と心の両面あり、間口がひろい。体の

健康だけでも、食生活の改善から、体力の向上などの運動まで多種多様で、行政としてどこまで

区民の要望に忚じられるのか難題であろう。区民がどのようなスポーツを希望しているのか、ど

のような場所を希望しているのか、どのような曜日・時間帯を希望しているのかなどニーズが多

様過ぎて、これをどのようにして集め、より多くの方々が参加できる「健康づくり事業」にする

のか至難のように思われる。しかし、高齢化が進むなか、介護予防にもつながる大切な事業であ

ることに間違いないので、区民のニーズを把握して積極的に事業を推進してほしい。  

・ヨガ教室や、フラダンス教室など、平日の夜に開催されるレッスンをしてほしい。  

・野外で思いっきり体を動かす場所がほしい。ボールはけってはダメ、キャッチボールもダメ、子

どもと健康的に遊ぶ広場がほしい。  

・今のところ参加していないので分かりませんが、これから参加出来るように心掛けたいと思いま

す。 

・若い人たちには、小・中学校の体育館を事前に登録すれば、休日開放してバレーやバスケットボ

ールその他のスポーツを出来るようにすれば良いと思います。（もう既に行っている場合はすみ

ません。。。）お年寄りに関しては、わざわざ区役所までは遠い人もいるだろうし、地域の公民

館・憩の家など、そんなに大きくない規模で健康・生活習慣に関する講座とか軽い体操等手ぶら

でフラッと行けるような気軽に集まれる会を開催するのはいかがでしょうか？回覧板や町の見に

くい掲示板で小さく書いてお知らせで終わるのではなく、ちゃんと人が集まるように周知の方法

も考える必要があると思います。うまく言えませんが、お年寄りが集まる場所を病院やスーパー

ではなく、もっと違う所へ向かわせるような仕組み作りをしていただきたいです。 

・年代別ニーズにあった時間帯とプログラムを作って欲しい。 

会社帰りの時間帯にヨガ 平日昼間はお年寄り向け。  

・有料のスポーツジムは設備が充実しているので、そこを利用できるシステムを考えたらどうかな、

専門家に任せるのもよいかもしれません。 

・健康づくり事業について、まったく知りませんでした。ＰＲを大きくして欲しい。ただ、自宅か

らは遠いと思うので、保健福祉センターで行事があっても参加しにくいと思います。  

・出来たら若い世代の人も関心を持ち参加したいと思うような企画を立案してほしい  

・健康づくりって他人が言っても本人にやる気がなければ出来ないですよね。初めてやろうとして

いる方などに簡単にできる健康づくりのイベントなどがあったらいいな、と思いました。  

・舞洲でマラソン大会を行ってほしい。  
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・尐子高齢化が進んで高齢者が増えているので、「元気なお年寄り」が多いに越したことがないと

思いますので大変いいことだと思います。ただ、尐ない子どものことなのですが、外で遊ぶ子が

尐なくなり、家でゲームばかりで体を動かすことが減っているのが気になります。普段、子ども

からお年寄りまで運動できる企画があればいいなと思います。  

・いろんな事に、取り組んでいることを、今日初めて知りました。 

・今回のテーマ（健康）に関わらず、やはり広報が弱いと思います。これまでとは違ったルートを

検討し、区民の皆様にもっと目につく＆わかりやすい方法を開発すべきであると思います。（具

体案は思いつきませんが…）  

・ホテルユニバーサルポート横の空いている土地に図書館と区民運動施設（プールを含む）を建設

してほしい。 

・仕事を持っているのと介護で、自分に関しての時間的ゆとりがなく、今は何もできないままでい

ます。でも、健康づくりには関心があります。家にいてできるヨガなどをゆっくり、じっくり広

報などで教えていただけると、自分の時間で自分のペースでやっていけるのではないかと思いま

す。教室がある・・と思っても時間があわなかったり、ウォーキングをするにしても車が走って

いる横を歩いても、かえって体に悪いように思います。ウォーキングをするなら緑いっぱいのと

ころで、肺の中もきれいになれるような空気の下でしたいです。  

・内容を把握していません。 

・高齢者の集いのような、健康体操等どれくらいの頻度で行っているのかしりませんが、ぜひ孤独

死を無くすためにも高い頻度で行って欲しいと思います。  

・「健康づくり」事業がなにを行っているか知らないので、特にありません。どんな事業を行って

いるかの広報活動を希望します。  

・健康づくり事業がどのようなものかわかりませんので、一般の区民が手軽に知ることが出来るよ

うに、チラシなどの配布をお願いいたします。 

・健康づくり MAPがあるのも今回初めて知りました。せっかくの｢健康づくり｣事業でも此花区民は

ほとんど知らないと思うので、沢山の人に知ってもらえる方法を考えた方が良いと思います。  

・現在ある講座（全く知らず私のイメージです）がリタイヤした人向けのもので。 

仕事をしている者にとっては、民間の施設に通い自身で健康維持に努めて行くしか無いと思われ

ます。仕事をしている間はそれでも良いと思います。ただ、パート等で正社員では無い方々の健

康診断等、もっと積極的にアピールして欲しいです。私が知らないだけかもしれませんが･･･  

・無料健康診断の日程選択を増やしてほしい。健康相談の日程を月単位でメールで知らせてほしい。 

・健康は自身の摂生と養生が大切だとおもいます。できれば、身体の生理的な知識や、異常を早く

自身で察知し、早期に改善治療に心掛けすることです。その為にも医学的な健康教室を開くこと

が有効ではないでしょうか。 

・設備の整備 

・回覧板の活用をもっと生かしていつどこで何をしているか、どんどん市民に知らせてほしい。目

立つ様な活字で。新聞（此花区）では見つけにくいので・・・。健康づくりもお金がかかると思

います。気持ちから健康ＵＰにつながると思います。 

・格安で気軽に参加出来るスポーツ施設があると嬉しい。運動したい気持ちがあっても機会がない

となかなか参加出来ない。 



30 

 

・正直なところ、広報このはなで区保健福祉センターの「健康づくり」をあまりよく見ない。もっ

とわかりやすく、伝えるようにしてもらいたい。回覧板や、公園などにポスターやチラシを貼る

などしてはどうでしょうか。 

・自営業なので月曜日以外出られない。午前中はテニスをやっており、昼以降はぐったりしていま

す。ウォーキングは平日午前６時頃家のまわり３０分以内でかえりたいので、尐しだけの運動で

す。 

・最近、近所にも認知症の方をみかける事が多くなりました。できるだけ予防の会を開いて頂いて

勉強したいと願っています。 

・特に意見等なし。現在、自主管理にて、健康づくりに励んでいます。そのうち区の行事に参加さ

せて頂きます。 

・現在５ヶ月の赤ちゃんがいるので参加できない。 

・一般につうじない。とどかない。 

・健康とは押し売りではいけないと思う。楽しく、明るく、自分から進んでする物だと思う。区の

方で楽しめる講座などを区民に広く広報して下さい。 

・ＰＲして活動を増やしていただきたい。 

・体調不良になっている者に対する質問の内容が抜けていて返答のしようがない。 

・「面倒だからやらない」ような自分にも興味が持てるような、きっかけになるような楽しいイベ

ントの開催があれば良いと思う。 

・どういったことを取り組まれているのか、申し訳ありませんが存じておりませんが、健康講座や

イベント開催をされる場合は、対象としている年齢層、性別の方々が参加しやすい場所、日時に

していただけたら、参加しやすいかもしれません。例えば、ＪＲ西九条駅近くの西九条小学校で

平日７時～とか。ま、むずかしいのでしょうね。でも働いている人は参加しやすいです。 

・平日、仕事している人を対象にした講座がない。 

・社会で活躍されている方の健康等の話を講演会で聞きたい。 

・認知症患者になる人が大変急増傾向にあるので老人に対して、健康づくりの内容を見直してもら

いたい。 

・参加者の男女比が１対２０で年配の女性ばかりで「参加するのじゃなかった」と思った事がある。 

・サッカーやバスケなど趣味で遊べる講座もほしい 

・はやく正蓮寺川の遊歩道の完成 

・健康づくり事業についてあまり知らないのでもっと区民に情報を発信して頂きたいと思います。

今はネット社会ですが、私はインターネットをしないのでアナログでの発信をお願いします。 

・子どもと一緒に出来るのをもっとたくさんしてほしい。 

・私はまだ５７才で仕事もあり、忙しい毎日ですが、年をとると、ひまも出き、色々なイベントに

参加できるといいと思います。 

・子どもの体力作りの為のスポーツセンター施設等の費用を出来るだけ安くしてほしいです。 

・住んでいる場所によっては、区保健福祉センターが遠くイベント等していても足がむかない事が

多いので、同じするなら、もっと幅広くいろんな施設を借りてやってほしい。 

・月曜日の休みなので。 

・健康講座のはつらつ教室たのしくうける事ができました。近くでとりくみあればと思います。 
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・センターが行っているのかは分かりませんが、よく講座などで行われているものは、「全部の回

数を参加できる方のみ」とかの条件があったりします。初心者向けなので、お試し感覚で参加で

きる（例：１回でも可）みたいなものがあれば参加しやすいのにな、と思っています。 

・区単位と言うより、地域単位ぐらいで実施された方がより多くの人が意識して頂けるのでは？と

思います。 

・障害が有り（足）つえを持っていてもできる簡単な運動。それには誰か付き添いをして下さる方

が居るのでしょうか。 

・健康づくり事業があることさえ知られていない。 

・当アンケートの内容が年配者向けの様な気がします。年代別のアンケートを！ 

・つい最近に区民センターでの健康体操に参加しましたが、月２回との事。出来れば週１回程度に

してもらったら行く回数が出来るのでは。又、皆様の参加も多くなると思います。曜日を変えて

ほしいです。 

・今までは、「健康づくり」事業等、しらなかったですが、これから、関心をもっていきたいです。 

・子どもが参加できる事が出来て、一緒に楽しめる様な（スタンプラリー等）ウォーキングをして

みたいです。 

・大阪市に転居して１年未満ですが、区が「健康づくり」に取組んでいるようには見られないのは、

気が付かないのか、発信不足なのかわかりません。 

・広報に今まで目を通す事が無く、センターをはじめ区の活動内容等無知であった事を反省します。 

・老人でも出来る軽い運動を教えて下さい。 

・保健福祉センターへ行くことがない。区役所へ用事で行っても、暗い雰囲気で案内も尐ない為、

行ってみようという気持ちにならない。 

・健康ウォーキングの開催楽しみにしています。 

・若い人を対象にした健康診断のとりくみ 

・今回初めて、「健康づくり」事業がある事を知りました。 

・近所の運動仲間が出来るようなイベントを開催してほしい。（若者も参加したいと思える様なイ

ベント） 

・子どものいる女性も運動不足やストレスがたまっているので、託児所付のスポーツ施設やスクー

ルがあると喜ばれると思います。ストレスを解消したり、そういう場所で交流すれば、虐待など

の予防になると考えます。託児所は有料で構わないと思います。 

・健康講座に日時の都合が悪く参加のできない人も多いかもしれないので、 

①同じ内容の講座を年に数回実施する 

②録画などして、ビデオ、ＤＶＤなどで、いつでもセンターで見れるようにするなどの工夫が必  

要かと思われます。 

・簡単な筊力トレーニングが出来る様な、スポーツジム的な場所が有れば良いと思います。 

・私はまず健康づくり事業がどういった事をしている事業かを知らないので、もっと行っている事

をアピールしてほしいです。 

・子宮がん検診や乳がん検診の受診率が低いので、毎月の様に広報紙で呼びかけた方が良いと思い

ます。公費で受診できることが、あまり知られていないと思います。 

・此花区保健福祉センターが「健康づくり」事業に力を入れて取組んでいる事を知りませんでした。 

男性料理教室・ウォーキング講座などがその健康づくり事業だと思うのですが、もっと幅広い年 
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齢層がわかる様に興味がもてる様に告知してほしい。 

・山登りサークルをつくってほしいです。 

・プール又はジムを区の講座とか、無料や格安で使える様にしてほしい。登録制とかにしたら、い

いんじゃないかと思う。てか、そーゆーのがあれば、自分は絶対利用する！！ねだんにもよるけ

ど。 

・西九条に住んでいますが、センターには健康診断に１回利用しただけで他には行ったことがあり

ません。もっと情報発信して頂けたらと思います。 

・孤独な高齢者が増加している今、心のケアが必要になってくると思います。人とのふれあいがで

きる機会があればと思います。高齢者が気軽に参加できるイベントがなるべく多くあればと思い

ます。 

・「健康づくり」事業があることすら知らなかった。もっと情報を発信する方法を考えてほしい。 

・現状でよいと思います。 

・尋ねやすい雰囲気が必要だと思います。そして的確に返答してほしいです。たらいまわしにしな

いでほしい！！ 

・まだまだ事業についての認知度が浸透しきれていないと思うので、もう尐しＰＲ活動の拡充して

いただけたらと思う。 

・「健康づくり」事業について、あまり知りません。もう尐しアピールすべきではないでしょうか？ 

・此花区へ引越しして来て２年半になりますが、その前から老人ホームで仕事をしていますので、

区保健福祉センターが「健康づくり」に力を入れていらっしゃる事は区民だよりでぼんやりとし

かわかっていませんでした。勤務がシフト制ですので、運動出来る施設や場所、日時がわかれば、

自分にあう休みに利用してみようかと思っています。 

・火・木・土の実施ならウォーキングに一度参加してみたいです。 

・あまり参加したことはありませんが（講座とかに…）若い人でも年配者でも共に楽しめるもの。 

・活動内容を区内の賃貸に住んでいたこともあり、あまり知る機会がないと思う（今は回覧板など

で知ることができるが…）。回覧板などが来ない家でもそのような情報を得られる仕組みがあれ

ば良いのではないかと思う。 

・特定健康診断を年 2回にして欲しい。 

・このアンケートを答えながら感じたことは、「健康づくり」事業が施設内のことと思いましたが、

家庭でできる、簡単で楽しく、継続できるものが必要と思います。区の保健福祉センターの取り

組んでおられることをあまり知りませんで、教えてほしいと思いました。 

・公園に大人の為（健康づくり）の遊具や器具を作ってほしい。ウォーキングやジョギングの場所

を作ってほしい。例えばスタートから０kmと表示してカロリー消費もあればやる気が出ると思い

ます。 

・尐しずれますが、ウォーキングしているとポイ捨てごみや放置ごみが目立ちます。気持ちよく歩

きたいです。 

・運動する施設や場所が気楽に使える所を作ってほしい。 

・低学年の子ども達のあそび場、児童館みたいな所があればと思います。 

・区でそんな取組みをしていることを知りませんでした。いろいろな取組みをもっと紹介してほし

いです。 

・今後も「健康づくり」事業のアンケート調査でしたら資料を送らないで下さい。 
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・何を取り組んでいるかが、あまり分からない。 

・気軽に若者や子連れが参加出来る企画を考えてほしい。 

・区保健福祉センターの立地場所が高見の住民には参加しにくい場所です。 

・運動するにあたって、街がきれいなら意欲もわくと思います。ごみのない街、放置自転車のない

道、まず、そこから取り組んで欲しいです。 

・区保健福祉センターの所在地が分からない。家族（25歳、56歳、62歳）皆知らなかった。 

・どんな事をされているのかよく分かりません。 

・年齢も８０才になりますと自分の出来る範囲内で無理をせず身体の調子に合せてやっています。 

・毎月１回、ウォーキングのイベントなど行ってもらえたら嬉しいなと思います。区民だけでなく、

ユニバーサルで働く外国人の方にも、もっと大阪の魅力を知ってもらえるウォーキングコースが

あったらいいなと感じました。 

・託児があると嬉しい。ヨガ・ピラティスをしてほしい。 

・今まで興味がなく、見すごしていましたが、これからは関心をもっていきます。 

・情報がないので、何とも言えない。 

・多くの人が参加できるような事業にしてほしい。 

・腰痛のなおし方、方法などの講座 

・大阪市スポーツ施設の６０才以上、夏季、冬季使用料を半額に出来ないか。（私は現在６５才で

す。） 

・今まで健康づくりに取り組んでいく事をしらなかった為に何とも言えません。 
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問 16 あなたが西原区長に期待すること・望んでいることがあれば、ご自由にお書きください。 

                                                           

・テーマパーク保有観光地としての自覚、意識を役所・区民双方に持たせ、地域向上を図れたら良

いなと思います。また、私は県外から移住してきたので感じるのですが、此花区民は此花区が大

好きみたいで、此花区から出ません。よって、良くも悪くも世間ズレしている所があります。そ

の点が向上を妨げているような気もします。他にも申し上げたいことはございますが、またの機

会に。 

・メッセージありがとうございました。区民の皆さんの視点で物事を判断していきます、とおっし

ゃっていただきとてもうれしく思います。区民のために、地域住民のために、最善を尽くして頂

けますようお願い致します。高齢化社会、尐子化社会が共に孤立化地域を作らないように最善策

をとってくださいますようお願い致します。ありがとうございました。 

・道路が危ないなと思う事が多いので、島屋～春日出（島屋小学校までの道のりなど…）で安全面

にも力を入れてもらえたら、と思います。 

・西原区長の略歴や、出向されて、春日出中学校や梅香中学校での意見交換会について広報で見て

います。西原区長はまず、お若い、行動力があり、粘の性質の方で今一番生活に困っている高齢

の生き方について、何かを迅速に実践される方であろうと私は信じています。 

・地域の発展 

・ほんとうに必要な補助は残して下さい。生活保護受給者の厳格な審査をお願いします。 

・此花区は暗いイメージがし、緑が尐ない気がして、もう尐し明るいイメージになればと思う。舞

洲まで行けば緑がたくさんあるが、街中が尐ないと思う。花を増やし明るくしてほしい。 

・人口の割には広い土地、私も 30 年近くこの区に住んでいますが、交通が不便、電車の充実により

若い人が住みやすい住宅の供給により最低でも人口 10万人以上を確保してほしい、また、企業誘

致も市バスだけでは人間は集まらないと思ってます。高齢者を大切に高齢者手当を支給する様に

してほしい、年金だけでは生活出来ません。岩手からのがれき受入れは NO。キチット橋下氏に伝

えてください、何の為の島か。 

・私は、酉島で生まれ、梅香で育ち、西九条で子育てを終えた 65歳。100％此花人です。昔の此花

も、今の此花も大好きです。ウォーキングやサイクリングで大阪市内や此花区内を見て回るのが

趣味になっています。住んでいる所の良さを発見する喜びは、住んで初めて味わえると思います。

此花区に住むお考えはありませんか。議員ですら区民なのに、市外・区外に住む単なる出稼ぎの

市長・区長であってほしくありません。 

・はっきり言うと、西原区長がどんな人なのか、全くわからない。市長や維新の会のメンバーは面

接したかもしれないが、区民にとっては西原区長がいったいどんな人なのか、此花区で何をした

いのか、なぜ２４区のうち此花区長として選ばれたのか、全然わからない。もっと区民に対して

の自己アピールが必要ではないか。 

・前ＵＳＪ社員と聞いてとても期待しています。大阪市を海外から集客するためには、ＵＳＪの充

実、拡充が必要ですが、大阪市は現在支援はされてないようですので、ＵＳＪ隣接の企業の他へ

の誘致を実現させ、パークの拡充に取組んでいただきたいです。また、カジノ構想にも期待して

います。海外のどこでもベイエリアはショーや施設が充実しているのに、大阪市は全く生かされ

てないのはもったいです。寸断されているＵＳＪ、天保山、南港を鉄道でつなぐ必要もあるかと

思います。桜島線の延伸か中央線の延伸を実現していただきたい。 
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・港区の商店街がおこなっている、大阪ごちそうマラソンのようなものを、此花区主催でしたい。 

・此花区は治安が悪いイメージがあるので、もっと緑を増やすなど、自然あふれる町にしてもらい

たいです。 

・区職員の言葉使いを含めてマナーが悪いので、気持ちの良い挨拶できる様に徹底すべきである。

区民がなんでも気軽に来庁が出来、相談しやすい区民づくりをして下さい。 

・島屋にはスーパーがありません（ユニバーサルシティ駅ベストショップ除く）。地域活性化の為、

是非、大型スーパーの建設をご検討頂きたいです。 

・此花区の活性化。 

１．若者が主体となる各種事業の実施 

２．役員の公平化の実現。（一人で多くの役を背負っている役員や長期役職の廃止。地域の顔役 

の廃止。役得の廃止。） 

３．逃げない行政。（尐し問題のあることになると、このことは本庁へ行ってほしいというのが   

過去の行政である。） 

４．振興町会の見直し。（もっと広域な振興町会の創造。） 

５．なるべく此花区民は此花でお金を落とす方法を考えようではないか。（地元で買う運動。） 

・住みやすい此花区にする為、西原区長、此花区の隅々まで状況を知る為、自分の足で此花全域を

見てまわってみんなの声を生で聞いて下さい。 

・此花区地区単位でこれからの方針をお聞きしたい。出来るだけ早い時期にお願い出来ればと思う。 

・区ホームページを家庭で（インターネットを利用出来ない高齢者）みれない人のため、区１F受付

近辺でモニター設置を…利用は申込み制（有料可）…望みます。 

・西原区長様へ「地域活動協議会」についてお考えをお知らせください。広報このはな H24年 8月

号 P8の経営課題 4）活力ある地域社会づくりについてですが、その中で自律的な地域運営に向け

た「地域活動協議会」とあることについて、広報このはな 9月号にそれらの取り組みにあたり経

緯詳細が掲載されるか、と関心事として期待していましたが、何ら紙面に経緯説明がされて無く

残念でした。紙面のスペース都合で肝心なことが公表できないのでは広報の意味合いがないと考

えますが！！区長のお考えは？「地域活動協議会」については誰が、いつ、どのようにして、ま

た、どのような経緯で話が出て決められたのか、今後地域はどうなるかの具体的な事例で説明い

ただきたいものです。現有の地域組織が機能していないのに新たな組織づくりは問題があると考

えます。おそらく区政会議で討議された結果と考えますが、会議のための会議ばかりでそれらの

話の内容が地域に伝わらないこと自体に原因がありはしないか、と。区の地域担当課長は校下地

域会議に何のために参加されているのでしょうか。 

・健康づくりの講座や講習に区長と一緒に参加でき、直接意見交換ができるようなコミュニケーシ

ョンイベントを開催してほしい。 

・公立幼稚園にもっと力を入れてほしい。 

・一般（民間）のスポーツサークルを検索できるようなシステムがほしいです。バレーボールチー

ムや野球チーム、ダンスクラブなど・・・スポーツをやってみたい人は大勢いるはずです。しか

し、それを探し出すのが大変なのです。広報紙やＷＥＢ上でそのようなサークルの紹介があれば、

入りたい人も募集したいチームも両者にとってメリットがあるはずです。 

・夏休みなのに春日出南は昨年からラジオ体操が中止で楽しみにしていた子どもが残念！子どもと

何かできればいいと思いますが～ 
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・過ごしやすい街にしてほしいと思います。 

・湾岸地域の活性化。 

・サラリーマンご出身とのことで重々承知の事と思いますが、部下は、上に立つ者を敏感にかぎ分

けます、積極策の実行が決して総花的な事となりませんよう、魅力的で部下職員も喜びを持って

残業をもいとわないような施策実行を期待して、ご着任をお祝い申し上げます。 

・自転車を利用する人が多く、マナーを守っていない人も多く、危険です。自転車にも車のような

ナンバーが付けれたら良いのにと思います。 

・公募により区長になられた西原区長に大いに期待しています。月並みですが、だれもが住みよい

此花区にしていただきたい。此花区は、工場や物流関係などが多い地区で、大阪の下町的なイメ

ージが強く感じます。しかし、近年、住まいのニーズは郊外から都会回帰の波に乗って安治川沿

いなどをはじめ区内にも高層マンションが多くなり新住民もおおくなっています。区の名前のよ

うに環境も配慮された美しい住みよい街に名実ともなればと期待しています。それには都市のイ

ンフラ整備もまだまだ必要でしょう。また、教育にも何か特色を持った取り組みをしていただき

たいと思います。やはり、新しい街づくりを背負うのは若い力ですし、教育レベルの高く心の優

しい人材づくりに、基本となる教育の問題は大切だと思います。これをしっかりしていればコミ

ュニティが広がり住みよいまちに向かっていくような気がします。  

・島屋のリバーガーデン付近にバス停を作ってほしい。区民まつりなど行うのであれば、もっと宣

伝を上手に行うことと、内容を充実させてほしい。マンションが増えて、住民も増え、子供たち

も増えている中で、此花区内で楽しめるところが尐ないように思います。舞洲も宣伝力の薄さか

ら良い所なのに、知らない人が多い。せっかく人が集まりやすい土地でありながら、スーパーが

偏った地域にしかなかったり、USJに来ている人もわざわざ電車などで移動してご飯を食べたりし

ているところがもったいない。区を盛り上げる事はいくらでも手段があると思います。  

・子どもたちが、日の光を浴びて思いっきり自由に遊べる場所がほしい。此花区にあるプールも、

年配の方対象で、長期のお休みの時くらい、子どもたちに開放するスペースを持っていただきた

い。未来の子どもたちが遊ぶ場所を限定されています。尐し臨機忚変に箱ものの利用を考えて下

さい。 

・区長は映画編集に携わり、海外青年協力隊にも行かれ、ユニバーサルスタジオで敏腕を振るわれ

た方だと伺いました。此花区はまだ手のついていない部分の多い湾岸エリアの開発に力を入れら

れることになると思いますが、湾岸エリアだけではありません。しっかり地域全域に目を向けて

いただき、若い人もお年寄りも住みやすい安全な街づくりをしていただきたく思います。あと、

小・中学生が煙草を吸って自転車に二人、三人と乗ってコンビニの前にたむろしている姿を見る

と此花区民として情けなくなります。昔から常に数人はいましたが、最近は中学卒業時に誰の子

かわからない子どもを妊娠している女子生徒も多いと聞きます。しっかりと生徒の学力と道徳心

といった部分で個々の質を上げる教育改革をお願いしたいです。  

・学力（中学、小学校）アップになるよう、また、中学校給食にしてほしい。 

・ツィッターとかで問題になるような発言をしないようにしてほしい。 

・地震、災害が起きても大丈夫なのですか。 

・此花区の商店街はさびれています。西九条に大型店舗ができ、ますます小さな店はもう尐し商店

街に活気を・・・。 

・いろいろイベントして下さい。 
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・①行政の効率化 

②此花区の人口増加・活性化 

・此花区の中学には、剣道部がありません。此花区の女子には、日本一の剣士もいます。（いまし

た）アピールをよろしくお願いします。 

・情報を closeしないで OPENにしてほしい。 

・区長メッセージを拝見させて頂きました。ぜひ、此花区の活性化や防災に強い街づくりを目指し

て頑張って下さい！此花区民の一人として忚援しております。  

・今は全国不況です。もっともっとバブル時代とは云いませんが、それに近いくらい景気を上げて

日本を暗い毎日より脱退させて頂きたいです。消費税ＵＰは景気が良くなってからでないとます

ます不況になると思いませんか？新しい区長さんに期待します。 

・現在、育休を取得し子育て中ですが、職場復帰時の保育所待機児童問題が深刻な状況なので、早

く解消してほしいです。（特に０歳、１歳児の入所は厳しい状態です。） 

・別に今のところはありません。区長の顔の見られる区政を期待します。 

・ユニバーサル地区は飲食店や娯楽施設は多いものの教育関連施設が尐ない。近年マンションが増

え子育て世代が増えたので保育所の待機児童数も増えた。大型スーパーも１件でもあると有難い。

近くに習い事や塾が充実してくれればと願っている。 

・経済・景気がよくなるような行いがあれば。ユニバーサルスタジオに来てる客を、区内に案内で

きる様なシステム。素通りじゃなく。 

・楽しく気軽に参加出来る様な健康講座の開催を多くしてほしい。 

・頑張って下さい。 

・区内にもう尐し緑がほしい。特に北港通りに街路樹でもあれば、尐しはほこりっぽいイメージが

無くなるのではないかと思います。 

・被災地廃棄物の焼却灰を夢洲に埋める事に納得出来ません。岩手県でも人口密度の高い地域には、

埋めていないと思います。（盛岡市中心部）岩手県の焼却能力が小さいから、大阪で焼却する事

は良いと思いますが、その結果出来た灰の処分まで引き受けるのは間違っている。灰の処分は、

人口密度の低い地域にするべきである。 

・同じ世代だからこそ、此花区の今まであったよいものを残しつつも、新しいことにもいっぱい取

り組んでほしいと思います。此花はとてもおとしよりが多い地区だと思います。だからといって

そちらばかりに手をかけすぎることなく、子育て世代や、そうでない方々にも平等に扱っていっ 

て下さい。ツイッターやフェイスブックなどもいいですが、地域に情報発信するなら回覧板はけ

っこういいと思いますよ。文字が小さいと困りますが・・・。ともかく頑張ってください。 

・子ども達が遊べる広い場所がほしい。小さい公園よりも広い場所がほしい。スベリ台、ブランコ

なんかいらない。芝生のある犬・猫のこない清潔な所がほしい。 

・今まで区長がどのような方か興味もなくきていました。今回区民便りでお顔拝見しました。プロ

フィールもよみました。野田阪神駅に隣の区民便りがおいていたので読みました。どんな区長か

興味があるのならいついつに来てくださいという定員２００名の案内だけで此花区のほうが一歩

リードという感じでした。今の市長のように鋭く前進のみっていう感じは望みませんが、労働者

の町貧しい区と言われ、地味な区ですが、何かこの区の持ち味が欲しいです。住んでいてよかっ

た理由はＵＳＪが近いことだけであっては寂しいです。早く３島が活気をもち固定資産税収入等

でみんなの暮らしを引き上げてもらいたいです。  
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・雇用の充実をお願いします。 

ずっとパートを探していますがなかなか見つかりません。 

いろいろな形の雇用形態があれば、各人の生活スタイルに合った働き方が出来ると思います。 

育児や介護などの理由から、短時間労働をしたい人もどんどん増えてくると思います。  

・すごく前向きな期待のできそうな区長さんだと感じました。 

・此花がもっといろんな花（魅力）をつけて人が集まる活気ある街になればいいなと思います。よ

ろしくお願いします。 

・此花区の観光促進。 

・畑違いの発想で、他からも此花区に住みたいと思う街づくりをしてほしいです。最近の自転車や

早朝、深夜の大型車交通マナーを推進して静かな、お年寄りも安心して出かけられる町にしてく

ださい。 

・お願い：防災・防犯対策にちなみ側溝に沢山のごみがたまっています。側溝に木がはえのびてき

てました。掃除しましたが、深くてごみがとれません。一度担当の方に点検・掃除をお願いした

いものです。 

・御就任おめでとうございます。「素人」でも御努力は必ず区民の胸に響きます。とまどい、つま

づき大いに結構！頑張って下さい。「ショーシャンクの空に」私も胸が熱くなります。とにかく

区民に訴え、話しかけて下さい。必ず、反忚はある筈です。やや閉鎖的な区ではありますが・・・。 

・期待しています。がんばって下さい。 

・０才であずかる保育所を待ちがかからずに入れるようにお願いします。 

・西原区長にはとても期待しています。以下に要望事項を記します。よろしくお願いいたします。 

○此花区は自動車やトラックなどの交通量が多く、空気が汚いためきれいになるようにしてほし 

い。 

○此花区は緑視率が低いため、高めてほしい。 

○此花区住民の平均年齢が高いため、若い世代の住民を増やす町づくりをしてほしい。 

○USJに此花区民を無料招待する日を年 1回設けてほしい。  

・「広報このはな」８月号で西原区長が区内中学校を訪問され、生徒の諸君と意見交換をされた記

事を読ませて頂きましたが、彼らが区役所に来庁して、気楽に区長と歓談できるように開かれた

役所であればと思わされましたが、一般区民とはそのような場があるのでしょうか、アンケート

もよいのですが膝を交えた会話は信頼関係を生むのではないでしょうか、忙しく大変でしょうが

開かれた此花としてくださいますようにお願いします。  

・公団体役員の人材の選別及定年制の実施 

・此花区は三方を海と川に挟まれ、０メーター地帯が多い所です。近い未来に来ると言われる南海

地震や活断層地震による震災を考えないと！！此花区内の津波避難ビルや建物が片寄り過ぎてい

るのでは？阪神高速建設中の正蓮寺川の埋め立て地に避難棟など作れないか。災害に強い町づく

りをして下さい。 

・此花区を含む大阪市全体に言えることですが、大阪市の伝統、文化、芸術を大切に保存・後援し、

時には資金的なバックアップも考慮していってほしいと思います。昨今の大阪市の状況を見てい

ると、やがて大阪市は伝統や文化芸術のない、イベントと賭博の都市になってしまう様な気がし

ます。世界に胸を張って一流の大都市であることを誇りに思える街にしてください。また、若者

だけでなく、高齢者に、そして社会的弱者に対して優しい施策をされることを望みます。大阪市 
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の財政難は理解しておりますが、市民負担が以前より増しており、その反面、市民サービスが低

下しているように思えます。今後、西原区長の手腕に期待をしております。仁徳のある区政をお

願いいたします。不当な事には、相手が誰であろうとＮＯと言えることを期待しています。  

・より安全で安心して生活できる街づくりを行っていただきたい。 

・区長の事を知らない区民がほとんどだと思う。具体的に知らしめる努力をする事が大切だと思い

ますが、いかがですか。 

・福祉の充実を切に願います。 

・子育てがしやすい環境、又情報発信をお願い致します。此花区に住んで 7年経ちますが、他府県

からの転入ではイマイチ大阪市(此花区)がどういった特色があって、どういうサービスをしてい

るのか分からないです。  

・区の自己満足にならないように頑張って下さい。発信ばかりじゃなく、受信に重きを置いていた

だけると嬉しいです。 

・①防災 

②ところどころ、地盤沈下（？）しているところがある。そのすぐそばに高速道路作ってます。

（歩道のコンクリートタイルが割れたり、浮いたりしている、植え込みの木が沈むなど・・・）

現状調査をしてほしい。 

・此花区として、今、何を重点的に活動しているのか、もしくは行っていきたいと思っているなど

具体的な活動情報をもっと此花区民に伝えてもいいのかなと思います。  

・大変な仕事ですが、どうか公平になる様に何事も努力お願いします。 

・みんなに期待されていて、大変だと思いますが、橋下市長のごきげんばかり気にするようになら

ないで、此花区民のことをしっかりと考えてがんばってほしい。 

・地域活性化、住みやすい此花区に変えてもらいたいです。（近くの商店街が寂れきっています。

たまに商店街を通りかかると開いている店が尐ないので？） 

・町をきれい（草、ゴミ等）にしてほしい。 

・此花の飲食店のマップ 

・西原区長さんはとても熱心に此花区民に溶け込もうと頑張っておられると思います。これからも

此花区の発展の為区民の幸福の為にご尽力下さいます様お願い致します。 

・此花区がもっと発展し、すみやすいようにしてください。 

・子どもと一緒に色々と楽しめる事、ママ友のいない人が友達などつくれる様にしてあげてほしい。

スポーツセンターなど子どもの習い事がもっと出来る様にしてあげて下さい。 

・本当に困っている人が生活しやすい区にしてほしい。  

・子育て環境Ｎｏ．１を目指してほしい。 

・活気のある町づくり（私はまだ参加できませんが）お願いします。 

・酉島・島屋地区に大きなスーパーがなく困っているので作ってほしい。安治川口駅周辺を開発し

てほしい。 

・公園等の犬・猫の糞、飼主のマナーの悪さ、どうにかならないものか。安心して遊ばせてあげら

れる美しい公園を作ってほしいです。若い西原区長さんに此花区民の為に頑張ってほしいです。

期待してます。 

・「区民の声」窓口を設置してほしい。（おもに苦情を言える様に）業務の不手際で納得のいかな

い事をどこに言えばいいのか？言う所がない。口頭説明だけではなく、ちゃんと書面化して欲し 
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いのと、その説明をされた方の印を押す様にしてほしい。 

・どこの商店街でもシャッターがおりており、淋しい通りです。整骨院とか薬局になっています。

一度商店街を見てほしいです。よろしくお願いします。 

・自転車のとめほうだい回収してほしい（伝法駅）、それでなくてもガードの下はせまくて 連絡

したがそのまま、でも自転車はあぶない 

・ちょっとおしゃれでなくても雰囲気のいいカフェなどは、中崎町やうつぼ公園辺りに集中してい

て、此花区はユニバーサルまで行かないと何もない。お金をかけなくても若い人達が来るような

感じの店を増やせばもう尐し活気が出る気がする。 

・大阪市で此花区が評判の良い区になるようにがんばってほしいです。 

・舞洲、夢洲への交通網の充実 AND咲洲へのトンネルを利用した新規バス路線。正蓮寺川埋立後に、

ジョギングコースの整備（そこで大阪市民マラソン、区民マラソンでも開催出来たらと！） 

・大阪市の中で面積は広いのに、人口は下から２番目・もっと魅力ある住みたくなる此花区にして

ほしいです。 

・今までは区長の名前も知らなかったですが、西原区長は区民との対話を大切にされていると思い

ます。 

・此花区にはＵＳＪや西九条という乗り換えの便利な駅があるのに、駅の周辺は地味で汚いイメー

ジなので、もっと若者に好まれる様な明るいふんいきにしてほしいです。例えば西九条駅にショ

ッピングモールやドラッグストアがあればより便利で人やお金の流れも増えて税収ＵＰにもつな

がると思います。 

・サービス残業の毎日、主人の体と精神面が心配です。労働環境の見直しをして頂きたいです。 

・一緒に区をよくしていこうと思いました。どんどん、情報発信して下さい。協力させて頂きたい

と思います。 

・畑違いのお仕事で大変だと思いますが、民間からの柔軟な発想により尐しでも此花区が住みよい

町へさらに変化してくれればと思います。役所仕事は何かと規制があったりして、大変だと思い

ますが、書類上の右から左へ流す様な事務作業ではなく、区民が身近に思える様になって頂けた

らいいと思います。下町すぎて、何かと反発も多いと思いますが、誰にでも出来る仕事ではない

と思いますので、ぜひ楽しんでお仕事なさって下さい。忚援しています。 

・何事も地域差（特徴）があり違いがあります。できるだけ多くの人が話し合って、それぞれの地

域が向上できますよう、若さと行動力をよろしくお願い致します。 

・街の住みやすさに力を入れてもらいたいです。最近とくにですが、近くで買い物をする場所が減

ってきたように思います。商店街もお店が尐なくなってきていますし僕らは車で遠くても買い物

に行けますが８０才近くなる義父が近くに住んでいるのですが歩いてしか出かけられず「買い物

が不便やなあ」と言っていました。  

・ユニバーサルの方にもマンションが建っているので、そっち方面にも住みやすくしてほしい。健

康教室をもっと定期的に行ってほしい。 

・中学生の喫煙をよく見かけます。自転車に乗り片手にたばこを持って、私はつえを持って歩行し

ているのでとても恐いです。学校で注意しても聞く耳を持たない最近の状況ですが、何とかして

頂けたらと思います。 

・治安が良く、住みやすい街にしてほしいです。 

・此花中学校の生徒が平日昼間、自宅前に集まっており騒いでいる事がよくあります。注意するの 
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も勇気がいります。授業中に学校外に出るのも疑問ですし、近所迷惑です、生活指導の強化をお

願いします。 

・此花区に住んで６０年余り、大好きな此花がいろんな意味でよくなってほしいです。 

・防災について、大地震が発生した時に、此花区は海に面しているので、大きな津波が来たら、ど

うなるんだろう！大きな川に囲まれていて、０メートル地帯も多いので、水防には特に対策を取

っていただきたいです。 

・その内に、いろいろと望むことがあると思う。今はわからない。 

・これからの子どもたちの未来の為の改革をお願いします。また津波対策も力をいれて欲しいです。

（今までの避難所で津波の高さに対忚できるかや避難所の耐震性など）若い世代の方なので新た

な此花区を期待しております。宜しくお願いします。  

・此花区政は区民の目線で実施して下さい。特に交通問題は大変重要であり充分考えてほしい。 

・いつまでも、区民と同じ視点で初心の気持ちを忘れずがんばってほしい。 

・メッセージに書いてる３つの事が実現できるように頑張ってください。 

・区の活性化の為には、長い目で見ていけば、子ども達の教育が大事になってくるのではないでし

ょうか。点数を取る為の勉強ももちろん大事ですが、道徳心を持った、前向きに生きる力を持っ

た青年に育てる教育ができれば良いなと思います。親を教育しなおす事は無理ですが、未来を生

きる子ども達の教育が大切だと思います。期待しています。頑張ってください。 

・スピード感をもって改革して下さい。 

・具体的な次のアクションを期待しています！楽しみにしております。 

・此花区の中学は評判が悪く、その事が原因で外の学区へ引越しされる方が尐なからずおられます。

安心して子どもを通わせる事ができる様、風紀の良い、おちついて学習、生活できる様な学校に

なればと思います。 

・人も街も元気になるようよろしくお願いします。 

・地域の方のコミュニケーションの場、時を作ってほしいです。 

・これからも、此花区が発展できる様にお願いします。 

・子ども達が大人になった時に、此花区に住みたいと思うようなまちづくりを期待します。 

・此花区に転居して１年未満ですが、今まで住んでいた地域より便利さが感じられないし、ＵＳＪ

以外魅力的な所が無いように思います。便利な大型スーパーマーケットが尐ないし図書館とか公

共施設が暗く不便な様に感じるので、もと明るく楽しい此花区にしてほしいです。 

・キレイな街づくり（さらに）。此花区のイメージアップ。 

・此花区ＵＳＪで勤務・先日中学校で生徒と会談 子どもの事は尐し判られたと。フリースタイル

で１度四貫島で立飲みなど如何ですか 大人も知って下さい。 

・区民の声に積極的に耳を傾け、区民が住みやすい街を作ってほしいです。 

・“私は関係ない”という顔をしている職員さんが多い。担当ではないからと思っている人が多い

のでは？コーヒーの匂いがするのも不思議です。「混んでいるから」とか「こんにちは」ぐらい

言うように、まず基本的な事を職員さんがするように指導していただきたい。 

・此花温水プールが継続出来ますように区長さんの御力添えよろしくお願いします。利用している

皆さんの願いです。 

・コミュニティ作りを書いておられました。現在、私は、夫婦２人暮らしですが、そろそろ子ども

の事も考えていかなければいけない年齢です。しかし、お互い実家が遠方にあり、本当に２人で 
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働きながら育てていかなければならない状況に不安を感じています。なので安心して仕事へ行く

ことができ、子どもを安心して預けられ、いつでも受け入れられるような施設があればと思って

います。そういう施設を尐しでも体制が整えられるよう作ってください。 

・国際的なテーマパークであるユニバーサルスタジオジャパンにより、若年層の来訪も増加傾向に

あると思われる。又、住宅団地開発の進展による街作りによって、新規の此花区民獲得施策も順

調に思える。数年前に比べて、四貫島商店街に活気がみられなくなった。古き良き町並みが衰退

していくのをみているのは心苦しく感じる。舞洲には施設が豊富だが、交通が不便であり、特に

イベントがない時にはトラックしか走行しておらず、勿体なく感じる。 

・別紙の区長からのメッセージの３つのやって行きたい事をスピードをもって、又、確実に行って

いただきたいです。 

・民間出身の区長なのでコストカット、無駄の削減、効率化と公務員に働くことを教えてほしい。 

・最近引越して来ましたが、区内にはショッピングモールや複合店舗がなく、生活しずらい。遠出

しなくても良いような複合店舗があったらうれしい。 

・子育て支援（子育てプラザ）は本当に助かっています。ただ、まだそれを知らず、知っていても

なかなか参加できない（遠いなどの理由で）お母さん方も多くいるのも事実です。もう尐し、身

近な場所で（サロンなどの回数を増やす）子育て支援をしていただきたい。 

・子ども向けの医療やリクリエーション環境の充実、公共設備への駐車場設置をお願いします  

・コンビニでバイトしているのですが中高生が喫煙していても此花警察は指導しません。夜中にた

むろする中高生を補導してもらうために警察を呼ぶと中高生に脅されたのか中高生とともに店内

に入り、誰が警察を呼んだと脅されました。夜中にヘルメットなしで走り回るバイクがいますが、

此花警察はなぜ、逮捕しないのでしょう？おまけにパトカーはバイクに逃げられています。白バ

イを入れてください。夜、爆音のバイクで走り回られると迷惑です。そして中高生を指導すると

ききちんと、ごみを捨てさせる教育もしてほしいです。警察が来て補導してくれませんが、ごみ

をコンビニのごみ箱に捨てさせるようなことも言いません。大人の常識はないのでしょうか？以

上です。期待することは此花警察を指導して、するべきことをさせてください。出来れば白バイ

入れてください。 

・医療費の負担を尐なくしてほしい。 

・治安が良く住み良い防犯防災対策の万全な街作りに向けてがんばって下さい。 

・小学校の学べる環境作りの強化。住みたい町と思える町作りをお願いします。（福島区の様に！！） 

・一定水準以上の学業が必要と思いますので、この地区を文教地区になる様に、学校の指導等に力

をいれて下さい。 

・住んでいる区ですが、区内でどういった活動や取組みが行われている事を知らないし、知る機会

がありません。なのでもっと情報が入る様にして欲しいです。 

・地道な活動を通じた此花区のイメージ向上をお願いします。中学生との意見交換は良かったと思

います。区内の中学校の雰囲気の向上に資するような活動もできればお願いしたいところです。 

また、区内全域の様々な場所を活用した魅力あるイベント等（ベイ&リバーサイドパーティーな

ど）、若い人も集まるような企画を行っていただけたらと思います。此花区には USJや舞洲、北

港ヨットハーバー等があるのですから。もちろん、何か奇をてらったことをしていただきたいわ

けではなく、地道に業務に取り組んでいただきたいと思います。西原区長には期待しております。

がんばってください。  
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・いつまでも民間意識を持ち続けて下さい。 

・以前、父が脳内出血で倒れ、入院し、３カ月後、介護施設へ入所しなければならなくなった時、

区役所の窓口へ入所の相談に行きました。でも窓口では施設のリストをくれただけで、何もして

くれませんでした。私は働きながら会社を休みリストの施設へあちこち申し込みに行きました。

摂津市では、役所の人が施設の相談にのって入所の手続きまで全てやってくれるそうです。此花

区では介護施設も尐なく、新しい施設は何年も入所待ち（特に男性の場合）です。安心して住め

るように、区役所の窓口ももっと働いてほしいし、介護施設もどんどん増やしてほしいです。 

・此花区をキレイで安全で住みやすい町にしていって下さい。 

・役所仕事を土曜日の午前中も行ってほしい！ 

・自転車運転マナーの向上 

・春日出、島屋、酉島をもっとにぎやかにしてほしいです。 

・今まで以上に暮らしやすい此花区になることを期待しています。頑張って下さい。 

・特にない！！どんな人か、いまいち分からないし。 

・クレオ大阪西は便利なので、できれば今後も低料金で利用できたらと思います。メッセージを読

みましたが、“此花区の特産”があればすてきだなと思いました。色々大変だとは思いますが、

区民のためにも頑張って下さい。 

・今、一番心配なのはいづれ起こりうる、東南海・南海地震の防災対策です。皆が正しい判断で行

動できるように、訓練・情報の提供をよろしくお願い致します。 

・行政の中で民間出身の区長は大変だと思いますが、負けずにその民間意識を忘れず前に進んでく

ださい。期待しています。今までと違う此花にして下さい。 

・区民の長として無理のないように「安全・安心・快適」に暮らせる街づくりを進めて下さい。 

・此花区の発展の為、期待しています。 

・以前、伺った時の印象は此の上なく無愛想の上に男同士の私語が目立っていました。区民に尋ね

られたら、判りやすく、親切に忚対出来る「此花区」にしてほしいです。 

・民間出身という事なので、おもいきった意識・構造改革をしてほしい。又、柔軟な対忚やいろん

なイベントへの出席なども行ってほしい。 

・がんばって下さい。 

・「此花のまちづくり、区の魅力を再発見し、それを効果的に発信し、全体を活性化する」期待し

たいです。西九条に住んでいますが、四貫島や春日出の商店街の活気が昔のように取り戻せたら

といつも思います。通るたびに寂しくなります。 

ＵＳＪがあっても、電車や車で通る人が増えただけで、途中下車はなく、活性化には何も繋がっ

ていないように思います。もっともっと住み良い此花区に期待しています！ 

・ユニバーサルでの経験を生かし、区民に楽しいイベントなどを提案してほしいと思います。 

・おおいに期待しております。 

・西原区長様のメッセージの通り①仕事②まちづくり③防災防犯に力を入れて取組んで下さいます

ようお願いします。私ごとですが、７２才で新しい職場（老人ホーム）で若い人にまじって楽し

く仕事をしています。自分も老人ですが、入居者の方々と共感できるお話も出来て楽しいです。 

・現場の人の意見、要望を取り入れてほしい。 

・①区役所の駐車スペースがすくなすぎていつもとめるのに時間がかかるので提携駐車場を検討し

てほしい。 
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②市立幼稚園の存続 

③市バス・赤バスの路線（ユニバーサルシティ→区役所） 

・子どもが野球をしています（今は中学生になりました）。子どもが尐なくなりグランドの使用料

がかかるため、自己負担が増えます。近くに舞洲があるのに、駐車場代などが高く、野球は道具

なども多く移動にもお金がかかります。今は硬式野球のため今まで以上にグランドの確保が大変

です。子ども達にグランドの提供をお願いします。 

・子どもが参加できるイベントや施設等もっと充実してほしい。 

・治安の良い街。税金の安い街。栄えてる街。 

・最近、愛犬家の散歩マナーが悪くなっているように思われます。私の住まいの周辺で犬のフンの

後片づけをせずに放置したままになっているのが多く、こちらで後片づけをすることになります。

マナー向上を広報等でＰＲしてほしいと思います。 

・此花区には区による冠婚葬祭場がありません。私が妹の主人が亡くなった時、相模原市が経営す

る葬祭場は安くて、宿泊も出来、立派な清潔な葬祭場でした。その時、此花区にもこんなものが

出来たらよいなあとつくづく思いました。恐らく、市民もこんなものを望んでいると思います。 

・1965年生れの健康で活動的な区長さん、期待しております。此花区と福島区の界に居住する高齢

者で、医院、日常の買物等、福島区で済ませています。区役所に行く道路は福島区に比べるとご

ちゃごちゃしていてすっきりしていない、自転車を活用しているので一層感じます。 

・今までの区長はどんな方なのか全く見えてないので（私が知らないだけかも知れませんが…）も

っと地域に情報誌（このはな、ホームページなど）にと出て下さり、此花を変える為、よい町づ

くりに頑張られると思うので期待しております。 

・私は、犬の散歩に公園に行きますが、公園の中でボール遊びで人にあてることがあります。もっ

とボール遊びの公園を作ってほしい。 

・民間から行政への転身誠にご苦労様です。しかし、区長になったからには、余り素人であること

を言わない方がよいと思います。区長としての職責を 1日も早く果たしてほしいからです。特に

区長にお願いしたいことは、あらゆる行政の対忚において、常に「公平性」と「透明性」を失わ

ないように徹底してほしいと思います。今後は、健康に留意されまして、益々ご活躍されますこ

とを心よりお祈り致します。 

・共働きでも子育てができる環境を充実させて欲しい。 

・防災対策をしっかりやって下さい。 

・尐しでも此花区が良くなる様、区民のために頑張って下さい。 

・明るくて安心して住める街づくりをお願いしたいと思います。 

・公園の設備、プール（市営プール）を作る、（ただ木や花をきれいに植えるのではなく緑化する）、

子どもや老人の住みやすい此花区にしてほしいです。 

・西原区長がやって行きたい３つのテーマに今回のアンケートは、尐しもふれてないですね。 

・西九条駅から阪神難波・近鉄に直行している事を知らない方が多い。もっと宣伝してほしい。そ

して、西九条駅のまわりを活性化してほしい。 

・今まで区長さんの顔も知らなかったが、公募制度で顔がわかる様になり良かった。もっと区でや

っている事を解りやすく知りたい。震災がれき受入れを此花区長としてどうお考えでしょうか。 

・此花区は、駅周辺、商店街、そして、街全体が活気がなく、働く場所や憩いの場所もないので、

もっと元気で明るい街になるといいと思います。 
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・津波発生時の避難マップの作成（より細かい物）。区長として何に取り組むのか、取り組みに対

しての達成度等、区民にわかりやすく公表してほしいです。 

・区民モニターをしている人と（全員）意見交換する場をもってもらってもいいのではないでしょ

うか。 

・西九条にスポーツセンターがありますが、利用しようと思ってもリピーターの方が多く、予約し

に行ってもいっぱいで中々空いている日がありません。また、同じ所に格安で食事が出来たら、

区外に出て行かなくてもと思うのですが。 

・私は区内のデイ・サービス（社会福祉協議会内）に勤務しています。一時は、会社の運営もわか

らない、厳しい話ばかり聞こえてきました。高齢者が安心して過ごして頂き、明るい此花区にな

るよう願います。 

・此花区が、子ども達の教育や町の安全などを含めて、もっともっと住みやすい町になってほしい

です。 

・生活保護及び母子家庭の不正受給者の調査を徹底的に行って下さい！真面目に働くのがばからし

くなりそうですから！ 

・回覧板やチラシで伝達（通達）だけじゃなく、此花区が何をしてるか、分かりやすくしてほしい。

ベイコム（11ｃｈ）とかで。 

・小１と小３の息子を持つ母親です。私の住むユニバーサル地区は、マンションが増えたのもあり、

子どもが多くなってきています。島屋南公園に子ども達は毎日のように遊びに行ってますが、小

さなお子さんもたくさん来てたり、高学年の子達ももちろん遊びに来てるので、サッカーや野球

をするのにも、場所の取り合いでけんかになる事もあるようです。もちろん、お互いゆずり合っ

て使うのが一番いいと思いますが、ボール遊びなどができるスペースみたいなのがあれば子ども

達も喜ぶと思います。 

・スポーツ振興（特にソフトボール）に注力して頂きたい。 

・安治川トンネルの所に橋を渡して、車でも通れるようにしてほしい。保育園に入りやすいように

してほしい。 

・区役所の職員の仕事態度改善。税金の無駄遣い。 

・ユニバーサルだけでなく、他にも大型ショッピングモールみたいな人が集まる施設を作って欲し

い。 

・コミュニティが必要なのか… ムダな予算をつかわずに支援する方法があればと思います。 

・①森林のような公園の整備 

②土のウォーキング道路の整備 

③サイクリング道路の整備 

海岸線とか川沿いとか広い場所がありそうなので、そういうところに緑を多くできるとうれしい

と思います。 

・区長のメッセージの言葉（この区の未来を自分事に思って考えて…ぜひ当事者意識を持って）を

区長にお願いしたい。私は此花区で生活している者が区長になるのが理想だと思っていますが、

区民を自分の家族・子どものように考えて対忚していただきたい。期待しているからこそ、あえ

て辛口の失礼な発言をいたしました。また、メッセージの一つ目ですが、よく若い人に夢や希望

が持てる…と言いますが、もちろんそうですが、子ども達や若者は大人の姿、背中を見て育ちま

す。大人、特に老人が心豊かな老人として安心して生活できる社会、地域でなければならないと 
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考えます。老人の中には、多様な力を持った人がいるはずです。身体が不自由でも何か人の役に

立ちたいと考えている老人もいると思うので、そういう思いを生かせるような社会を望みます。

合理性や時代の変化を求めるだけでは達成できないものも多いと考えます。 

・母と年が 5つしか変わらない若い区長ならではの事をして欲しいです。保守的ではなく、新しい

事に取り組んで頂きたいです。 

・略歴すごいですね。オドロキました。私は「電プレ」にイラストかいてます。 

・区役所に行った時の待ち時間が長いので、職員さんの機転でもう尐し動いてほしい。 

・梅香中学の夜間遠足に行かれたので、おどろいています。区の行事に積極的に参加されるのはう

れしく思いました。 

・私は、色々と考えることが好きです。例えば人間としての（行為）することの究極は四つしかな

いと思います。ヒントとして英語の頭文字にすると「ＲＡＱＳ」ラックスとなります。Ｓはスポ

ーツ全般を表しています。又、江戸時代から今日迄続く、経済の三つのファクター（要因）は何

でしょうか。これ等が今日の人間社会の不公平の原因にもなっています。これ等をどのように改

善すれば、我々の社会が住みやすくなるのが、考え努力する必要があります。ヒント「千三屋」

「口入れ屋」「高利貸」消費者金融の利息は。29.2％から 20％以下に下げ、総量規制で所得の３

分の一以下に抑えられました。 

・私が見たところ、伝法・酉島地区の淀川河川敷で、多くの方がウォーキング・ジョギングを行っ

ておられます。ただ、公共のトイレが全く設置されていないので、皆さん困っておられます。 

区民の方の多数が、健康向上を考えておられるので、トイレの設置を要望いたします。  

・西原区長にあいたい、区民として住んでよかった、ずっと住みたい、そんな区になるようがんば

る。 

・福島区なんかと比べると、ガラの悪いイメージがあるので、明るく、いいイメージになるような

まちづくりをしてほしいです。 

・もうちょっと町の利便性という点が向上すればよいなと思っています。 

・此花区は大阪湾に近いので、震災時の津波がとても心配です。特に防災に力を入れてください。  

・ユニバーサルの園は何時もきれいに清掃されておりますが、一旦外に出ますと、周囲の歩道は目

にあまる草の散乱です。尐しでも美しい歩道車道にしていただけたらと思います。 

・公立の幼稚園を増やして下さい。そして、金額は安くお願いします。伝法が上がると聞きました。

上げずにお願いします。 

・①此花区役所の人の態度を変えてほしいです。 

②新しい此花区を作ってください。よろしくお願い致します。 

・区民のためによろしくお願い致します。大いに期待しています。 

・プールなどの削減が言われていますが、自分勝手ですが、西九条のプールがどうなるか心配です。

残る様にお願いします。 

・今まで経験された事を生かして新しい感覚で頑張ってほしいと思います。 

・もっと安く遊べるところなど、プールをおねがいします。 

・民間より選出されたと聞いています。若い区長だからこそ出来る事があると思います。色々と取

り組んでみて下さい。 

・此の度は此花区長にご就任おめでとうございます。私も今回モニターに選んでいただき光栄です。

此の機会に日頃の不満に思っている事を聞いていただきたいと存じます。私は主人と二人年金生 
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活で暮らしていますが、色々と病気があって決して生活は楽ではありません。子ども二人は家の

ローンや学費に追われ共稼ぎをして居ります。 

①先ず第一に思う事は生活保護の件ですが、年金生活者との逆転現象を見て若い元気そうな人達

が一日中パチンコ店に行っているそうです。（主人の話）又あの人達の話を聞いているとある

党員に頼めば楽に認定してもらえるとの事、福祉に力を入れてくれるのはありがたいですが、

もっと区役所の福祉の窓口できびしくしてほしいと思います。 

②第二の件ですが、民生委員の事で困っています。自分の住んでいる町会の民生委員は、最近手

術して痩せてもやっているので、そんな人が町会の人の世話が出来るのかと町会長や役員の方

に相談しましたが、厚生省の管轄と云う事でそのままの状態です。私の近所は高齢者の一人暮

らしや夫婦二人暮らしが多く皆病気もちです。近所の人にも挨拶せず私はもっと元気でよく動

いてくれる人と代わってほしいと思いますが、区長さんはどう思われますか。 

第三の件ですが此花区民六万六千人に対して救急車が一台しかない事、最近主人も私も救急車に

お世話になりましたが、その時は福島区の救急車でした。タクシー代りに利用する人もいると

聞きますが、尐しでも有料にしてもう一台～二台ほしいものです。他区に迷惑をかけずに暮ら

したいと思います。最後にモニター千人を５０～１００人位に分けて一度区長さんと懇談会で

も開いて戴きたいと思います。 

・過去バブル期に大阪市が企画した事業は殆ど関空を始めとした、臨空タウン、ＷＴＣ、霞町のＦ．

Ｇ、住吉車庫跡地のビル、長堀地下街、南港の和船展示館等、総て時代の変化について行けず、

失敗に終わり、膨大な累積赤字の原因になっています。何故でしょうか。皆さまがご存知の１０

０年先を見通したかのような、御堂筊を作られた関一市長は偉大でした。私が一番残念に思うの

は、２５０億も投資して作ったフェスティバルゲート（Ｆ．Ｇ）です。私の試算では、尐なくと

も６０億円の価値を見出すことのできる物件を、たった１４．５億円で、パチンコ屋に売却して

しまいました。新たにカラオケやボウリングの建設と言っていましたが、大半はパチンコホール

になるのでしょう。これ程大阪市の無為無策と市民を翻弄した話はありません。残念極まりませ

ん。これから大阪都構想全体から見て、これからも大阪をどうするかと言うことです。一兆円以

上の赤字のある関空を潰す訳にもいきませんが、立地条件の悪さもあり、これ以上の資本投下を

しても、大きく発展は望めないと思います。ましてや、伊丹空港の売却代金で、リニア建設費に

５０００億円も掛けて敷くことは、経済的に合わないと思います。仮にリニアの運賃が４千円～

５千円ほどかかれば、今ではＬＣＣ等で、北海道から九州まで行くことが可能です。これからは

大阪市や此花区の発展のためには、尐なくとも、新大阪、北大阪（北梅田）、鷺洲、海老江、大

開、千鳥橋、島屋、ユニバーサルシティ、舞洲、夢洲経由での地下鉄建設を大阪此花区の発展を

希望しています。 

 舞洲の埋立地はオリンピック招致の為に、色々なスポーツセンターを建設されましたが、休日

には多尐利用されていますが、どちらかと言えば侘しく残っています。その他倉庫群ですが、リ

ーマンショック後はどうなっていますか。倉庫群が建つと云うことは、その土地が衰退している

と言う証拠になります。私はできれば、伊丹空港の廃港したお金の一部を、夢洲に３０００ｍの

滑走路を造り、ＬＣＣ航空やプライベートジェットの滑走路や、できれば羽田空港のような近郊

空港を望んでいます。勿論、風向や騒音の公害も考慮が必要です。その他スペインのサグラダフ

ァミリアの様な何か、歴史に残るようなもの、日本であれば奈良の東大寺のような大仏様は、今

でも人々は愛しています。皆で１００年経っても陳腐化しないものを考えましょう。 
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・此花区で生まれ、そして此花区で 46年間生活して参りました。この町も私が育ってきた頃は昔か

ら生活をなさっている方が多く、顔見知りの方が多く生活する町でありました。それが近年、生

活保護を受給する為であったり、偽装離婚で母子手当を受給する為に転居をしてくる人間が多く

いると聞きます。確かに噂に過ぎないかも知れませんが、モラルの低下は長年生活しております

とここ数年、酷く感じられます。自転車のマナー、交通法規の遵守も大阪市の中でも特に意識の

低さを感じます。個々の健康管理も高齢化社会に於きましては重要課題であります。しかし、若

い人を育てていく事、また安心して生活が出来ると言う事がすべての年代には、何よりも大切だ

と考えます。豊かさとは何かを今一度考え、此花という名に恥じない街作りを期待します。  

・西原区長が多くの人に意見を聞いて、どんどん前に進んでほしいです。 

・市バスなど無料なものは一切なくしてほしい。若い人の負担をへらしてほしい。例え、１００円

でも５０円でも老人も努力するべきと思う。 

①１０年後若い人の方が多い区になっていてほしい。これは例えばですが、此花区民はユニバの 

年パス半額とか、ユニバ特典をつけるなど此花区しかないものを活かす。 

②舞洲に子どものため、小学校以上のプール・勉強・スポーツなどまとめていけるところ。 

③学力を上げる地域作り。此花区は子どもが多いので子どもに力をつけさせてほしい。ユニバや  

舞洲でイベントなど。舞洲に塾など作ってほしい。 

・教育に力を入れて欲しい。此花区は、教育レベルが低すぎる。  

・区長さんは庁舎内の時間を尐なくして、区の催し物にはなるべく多く参加して下さい。区民のふ

れあいが一番大事です。一度顔を見たいです！ 

・まず区長の権限で何が出来るかを教えて欲しいです。 

・何にでもがんばってほしい。若い方の様なので期待を持ちたいと思います。 

・①此花区に出産出来る産婦人科を増やしてほしいです。 

②公園の雑草が伸びておりますので、伐採をお願いいたします。  

・民間出身者ならではの視点で行政を変えてくれればと心から思います。 

・①待機児童解消策として保育所の増設 

USJ周辺には新しいマンションも多く、若い世帯も数多く暮らしています。共働き家庭の増加も

あるので、安心して子育てができる街づくりとして保育所の増設を希望します。 

②USJを中心とした街づくり 

此花区には関西が誇るテーマパークの USJが存在します。シティウォーク内のテナントやホテ

ル京阪前の土地を有効活用することによって活気ある街づくりを期待します。  

・若者が住み易い此花区に期待します。 

・意見交換会。  

・此花区の方針が分からないので、西原区長さんに期待する事が出来ない。課題を３点上げていま

すが・・・。 

・区が発展するようにいろいろなアイデア 
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平成２４年度第１回 

 

 

 

此花区民モニター質問書 
「区民の健康づくり（運動習慣）等に関するアンケート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項： 

・質問書は必ずモニターご本人で回答してください。 

・回答は□の中に数字をご記入ください。 

・質問書は同封の返信用封筒に入れて９月７日（金）までにお送りください。 

 

 

 

 

此 花 区 役 所 



登録番号        
認証番号        
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登録番号・認証番号は 
必ずご記入ください。 

問１ あなたの１週間あたりの就労日数と１日あたりの就労時間は次のうちどれですか。 

（１つ選んでください） 

 

１．週５日以上で、１日あたり４時間未満                           

２．週５日以上で、１日あたり４時間以上８時間未満 

３．週５日以上で、１日あたり８時間以上 

４．週５日未満で、１日あたり４時間未満 

５．週５日未満で、１日あたり４時間以上８時間未満 

６．週５日未満で、１日あたり８時間以上 

７．就労していない 

                    

 

 

問２ 運動（ウォーキングやスポーツなど）に関心がありますか。（１つ選んでください） 

 

１．関心があり、行っている 

２．関心があり、行いたいと思う 

３．関心があるが、できない 

４．関心がなく、行っていない 

 
 

 

問３ 次のうち、日頃行っている運動はありますか。（複数選択可） 

 

１．ウォーキング 
２．ランニング・ジョギング 
３．体操（ラジオ体操・健康体操・職場の体操・ストレッチなど） 
４．ゲートボール・グランドゴルフ 
５．水泳（水中ウォーキングなど） 
６．室内の運動器具を使ったトレーニングやスポーツ施設（フィットネス）の利用 
７．その他（：                              ） 
８．特にない 
 

 
 

 
 

 

※裏面にも質問があります。 
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問４ 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） 

 

１．行っており、１年以上継続している 

２．行っているが、１年未満である 

３．行っていない 

  

 

 

 

【問５は、問４で選択肢１・２「運動を行っている」とお答えの方にお聞きします。】 

問５ 運動を継続している理由は、次のうちどれですか。（複数選択可） 

 
１．健康・体力づくりのため 
２．運動不足を解消するため 

 ３．肥満解消のため 

 ４．美容のため 

５．ストレス解消のため 
 ６. 家族・友人・仲間とのふれあい・交流として 

 ７．楽しみとして 

 ８．その他（：                               ） 

 ９．特に理由はない 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※右頁に続きます。 
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【問６は、問４で選択肢１・２「運動を行っている」とお答えの方にお聞きします。】 

問６ 運動を継続して、どのような効果がありましたか。（複数選択可） 

 

１．体重が減少した 
２．体力が向上した 
３．血圧が下がった 
４．血液検査の結果が改善した 
５．肩こり・腰痛が改善した 
６．よく眠れるようになった 
７．気分転換、ストレス解消になった 
８．家族や友人など、一緒に運動する仲間ができた 
９．その他（：                               ） 

１０．特にない 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問７は、問４で選択肢１・２「運動を行っている」とお答えの方にお聞きします。】 

問７ 運動（ウォーキングやスポーツ、体操など）は主にどのようなところで行っていますか。 

                                       （１つ選んでください） 

１．公園など公共の場所（自宅周辺を含む） 
２．区内のウォーキングコース 
３．地域の集会所 

 ４．大阪市のスポーツ施設（此花スポーツセンター等） 
 ５．民間のスポーツ施設（フィットネスクラブ等） 
 ６．その他（：                               ） 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
※裏面にも質問があります。 



 

 53

【問８は、問４で選択肢３「運動を行っていない」とお答えの方にお聞きします。】 

問８ 運動を行う習慣がない主な理由をお聞かせください。（複数選択可） 

 

１．運動する施設や場所がない、または知らない 
２．運動の方法がわからない 
３．一緒にする仲間や相談者がいない 
４．時間がない 
５．お金がかかりそう 
６．疲れている 
７．面倒だから 
８．運動が嫌い、苦手である 
９．健康上の理由で運動ができない 

１０．特に理由はない 
 
 
 
【問９は、問４で選択肢３「運動を行っていない」とお答えの方にお聞きします。】 

問９ 運動を行うきっかけとして、どのようなことが充実すればよいと思いますか。（複数選択可） 

 
１．運動に関する講座やイベントの開催 
２．親子（子育て世代）で参加できる講座 
３．各地域（身近な場所）でのイベントの開催 
４．ラジオ体操やウォーキングを行っている仲間（グループ）の交流会 
５．運動できる施設や場所の情報発信 
６．区保健福祉センターが作成しているウォーキングマップの充実 
７．運動の講座に参加しポイントがたまると景品がもらえるような取組み 
８．その他（：                               ） 
 

  
 

 

 

 

 

問１０ あなたは年１回以上、ウォーキングを実施されていますか。（１つ選んでください） 

 

１. 実施している 

２. 実施していない 

 

 

※右頁に続きます。 
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問１１ 区保健福祉センターでは、平成２２年度にウォーキングコースを掲載した「健康づくり MAP」を作成

しましたが、ご存知ですか。（１つ選んでください） 

 

１．知っており、ほしい 
２．知っているが、ほしくない 
３．知らないが、ほしい 
４．知らないし、ほしくない 
５．すでに持っている 
 

  
  
 
 
【問１２は、今秋以降に此花区で開催予定の「健康ウォーキング」（区内の３コースをウォーキング）につい

てお聞きします。】 

問１２ 参加してみたいと思う開催日程は、次のうちどれですか。（１つ選んでください） 

 

１．平日の午前 

２．平日の午後 

 ３．土・日・祝日の午前 
 ４．土・日・祝日の午後 
 ５．その他（：                              ） 
 

 

 

 

 

 

【問１３は、今秋以降に此花区で開催予定の「健康ウォーキング」（区内の３コースをウォーキング）につい

てお聞きします。】 

問１３ 参加してみたいと思うウォーキングの距離は次のうちどれですか。 （１つ選んでください） 

 

１．２㎞未満（３０分未満） 

２．２㎞以上～４㎞未満（３０分以上１時間未満） 

 ３．４㎞以上～６㎞未満（１時間以上 1 時間３０分未満） 

４．６㎞以上（１時間３０分以上） 
 
 

 

 

※裏面にも質問があります。 
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問１４ 保健福祉センターで実施してほしい健康講座の内容は次のうちどれですか。（複数選択可） 

 

１．ウォーキング 

２．健康体操 

 ３．がん予防 

４．生活習慣病予防（メタボリックシンドローム・高血圧症・糖尿病・脂質異常症など） 
５．健康的なダイエット 
６．調理実習を取り入れた食生活 
７．こころの健康 
８．骨粗しょう症予防 
９．認知症予防 

１０．高齢者の転倒予防 
１１．その他（：                              ） 
 

 

 

 

問１５ 区保健福祉センターが取組んでいる「健康づくり」事業に関して、ご意見・ご要望などがあれば、ご

自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

問１６ あなたが西原区長に期待すること・望んでいることがあれば、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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