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【Ⅰ】 調査の概要 

 

 

 （１） 調査の目的 

此花区では、平成 27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」「誰もがいきい

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」の４つの経営課題を運営方針に掲げ、各経営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・魅力を高め発展する

まち「このはな」の実現に向けて取組みを進めているところです。 

今回は、この取組みにつきまして、区民の皆さんから評価をお聴きし、成果検

証や、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 

      ①調査期間  平成２７年１２月２５日（金）～平成２８年１月８日（金） 

②方    法  郵送及び電子申請アンケートシステム 

③調査対象  此花区区民モニター３５１人 

④回答者数  ２８７人 

⑤回 答 率  ８１.８％ 

 

 

（３）区民モニターの登録者数と回答者数（年齢別） 

 

  
区民モニターの登録者数 回答者数 

男 女 計 男 女 不明 計 

計 146 205 351 118 168 1 287 

年齢別 

２９歳以下 7 20 27 3 14 0 17 

３０歳代 16 56 72 9 35 0 44 

４０歳代 37 45 82 26 42 0 68 

５０歳代 28 28 56 23 23 0 46 

６０歳代 32 30 62 32 26 0 58 

７０歳以上 26 26 52 25 28 0 53 

不明 0 0 0 0 0 1 1 

 


