平成 25 年度
第2回

区民モニター報告書

「安全安心で魅力あるまちづくり、
活力ある地域社会づくりに関するアンケート」

平成２６年２月実施

大阪市此花区役所総務課（総合調整担当）

も
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【１】 調査の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
【２】 調査結果
Ⅰ 安全安心まちづくりについて
問１ あなたは、ご自身の避難施設（収容避難場所・津波避難場所）をご存知ですか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
問２ あなたは、大地震等災害に対して、自宅等で何か備えをしていますか。
（例：持
出袋、水等）
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
問３

あなたは、区役所で、防災に関する計画やマニュアルが作成され、災害時の職
員動員体制が設けられていることをご存知ですか。
（１つ選んでください）
・・６

問４

あなたは、防犯対策のために区と地域団体が協働しながら取り組んでいる「区
民啓発パトロール隊」や「ひったくり防止カバー・二重ロック・防犯啓発のぼり
等の設置」等の取組が、街頭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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

問５

あなたは、防犯対策のため区や団体で取り組んでいる「青色防犯パトロール」
が、街頭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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

Ⅱ 魅力あるまちづくりについて
問６

此花区では、子どもたちの未来のために、小中学校への教育支援に関する次の
ような取組を実施しています。ご存知の取組は次のうちどれですか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

問７

此花区では、小学校を核とした生涯学習ルーム事業（大人向け）やはぐくみネ
ット事業（子どものみ、もしくは子どもと大人の参加）や学校体育施設開放事業
（学校の体育館や運動場を利用したスポーツ活動）を実施しています。ご存知の
取組は次のうちどれですか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・１３

問８

あなたは、地域・家庭・学校が連携して一体となった教育コミュニティづくり
ができていると思いますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・１４

問９

此花区では、青少年の非行防止と健全育成を図るため、次のような取組を実施
しています。ご存知の取組は次のうちどれですか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

問 10 青少年健全育成を行っていく上で、あなたができる（できそうな）活動は、次
のうちどれですか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
問 11 此花区内の魅力は 1 年前より高まっていると思いますか。
（１～６まで複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
問 12 あなたは、環境問題への関心やまちを美しくする意識がありますか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
問 13 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ご存知ですか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
問 14 此花区では、まちの美化など環境問題に関心を高めるため次のような取組を行
っています。ご存知の取組は次のうちどれですか。
（複数回答可）
・・・・・２４
問 15 まちの美化など環境問題の関心を高めるためにはどのような取組をすべきと思
いますか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
問 16 あなたは、環境への負荷を軽減する取組を実践していますか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
Ⅲ 活力ある地域社会づくり・自律した自治体型の区政運営等
問 17 新たに設立された各地域での地域活動協議会が様々な団体により構成され、活
動内容や会計の状況を知る機会が増えるなど、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）
・・・・・・・・・・・・・・・・２８
問 18 あなたが住んでいる地域で、地域活動協議会において、盆踊りやまつりなどの
事業が行われていますが、これらの事業を通じて、地域コミュニティの活性化が
図られ、日ごろから地域の人と話をする機会が増えたと感じますか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

問 19 現在、地域活動協議会では、次のような活動などを行っています。これらの活
動に関して、あなたが今後とも必要と思われる活動は、次のうちどれですか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２
問 20 あなたは、地域活動を始めたい時にどうすればよいかなど、地域活動に参加し
やすい環境がこれまで以上に整ってきていると感じますか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３
問 21 あなたの此花区内の地域活動への関わり方は、次のうちどれが最も近いですか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
問 22 あなたは、地域のまちづくり関する活動が、地域団体（振興町会など）をはじ
め NPO、企業など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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
問 23 あなたは、お住いの地域において、地域の実情を踏まえてまちづくりに取り組
むことができる人が活躍していると感じますか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８
問 24 あなたは、地域における雇用の創出やヒト・モノ・カネ・情報などの資源の循
環による地域経済の活性化のために大阪市が進めている、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ご存知ですか。
（1 つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０
問 25 あなたは、区役所の効率的な業務運営に向け、此花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）
・・・・・・・・４１
問 26 あなたは、
「市政改革プラン」をご存知でしたか。
（1 つ選んでください）
・４４
問 27 あなたは、
「市政改革プラン」について、何でお知りになりましたか。
（複数回答可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５
問 28 あなたは、
「市政改革プラン」について、わかりやすい情報発信が行われている
と思いますか。
（１つ選んでください）
・・・・・・・・・・・・・・・・・４７
「安全安心で魅力あるまちづくり、活力ある地域社会づくりに関するアンケート」
・・・４９

【Ⅰ】調査の概要
１

調査の目的
此花区では、平成 25 年度、災害に強く、犯罪の少ない安全安心なまちづくり、
「自
らのことは自らの地域が決める」という自律的な運営による活力ある地域社会づくり、
かつての工場の街のイメージを転換し区内の魅力を再発見するとともに魅力の発信力
を高めるため、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、環境問
題や緑あふれるまちづくりに関する地域活動の啓発及び推進、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を運営方針として掲げ、具体的な取組を進め
ています。
そこで今回、これらの取組が具体的にどの程度の成果を挙げているのかを検証する
ための材料として、まず、現時点での区民意識の現況などを数値的に把握するために、
アンケート調査を実施し、今後の安全安心で魅力あるまちづくり、活力ある地域社会
づくりのための基礎資料として活用するため、平成 25 年度第 2 回此花区民モニター
を実施します。

２

調査の実施状況
調査期間：平成２６年２月２４日～平成２６年３月７日
方

法：郵送及び電子申請アンケートシステム

対

象：区民モニター登録者（４０４名）

回 答 数：３４３票（なお、各質問の有効回答をｎ＝３４３と表記する）
回 答 率：８４．９ %
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。

