
令和３年度 第２回
住之江区民アンケート

インターネットでもお答えいただけます。
（くわしくは1ページをご覧ください）

設問は全部で20問で、

回答にはおよそ６分かかります。

住之江区役所
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住之江区役所では、「住之江区民アンケート」として、大阪市住民基本台帳から無作為に抽出

した18歳以上の区民の皆さんにアンケート調査を行います。

皆さんからいただいたアンケートの回答については、住之江区の今後の施策の参考とさせてい

ただきますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

アンケートの趣旨

回答方法

各問の選択肢のうち、あてはまる番号に○を付していただきますようお願いいたします。
回答が終わりましたら、同封の返信用封筒（切手不要）にアンケートを入れてご返送いただきま
すようお願いいたします。

インターネットでもご回答いただくことができます

ご自宅のパソコンやスマートフォンからでも当アンケートにご回答いただくことができます。
下記二次元バーコードを読み取っていただくか、住之江区役所ホームページ「住之江区民アン

ケート」ページ内のURLをクリックいただくことで、当アンケートページ画面に入ることができ
ます。

利用方法
二次元バーコードを読み込んでいただくと、アンケート画面になりますので、
認証番号2021と入力のうえアンケートのご回答をお願いいたします。

お忙しいところ恐れ入りますが
令和４年１月１４日（金）までにご回答をお願いします。
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２

（１）まちの魅力と地域への愛着に関すること

住之江区役所では、地域固有の個性豊かな歴史的・文化的資源を活用したまちづくりを進めて
いるところです。
今後の魅力向上の取組みの参考にさせていただくため、皆さんのご意見をおうかがいします。

問１ あなたは、現在お住まいの地域に愛着や親しみを持っていますか？

１. 持っている ２. どちらかというと持っている

３. どちらかというと持っていない ４. 持っていない

５. わからない

問２ 問１で「①持っている」「②どちらかというと持っている」とお答えされた方に
質問します。 その理由は何ですか？ （複数回答可）

１. 自然が豊かだから ２. 文化や伝統があるから

３. まちなみが美しいから ４. アートが盛んだから

５. 生まれ育ったところだから ６. 長年住んでいるから

７. 近隣の人や地域で交流があるから

８. その他（ ）

１. 住之江区の代名詞となるような名所が少ないから

２. イベントや祭りが少ないから

３. 近隣の人や地域での交流が少ないから

４. その他（ ）

問３ 問１で「③どちらかというと持っていない」「④持っていない」とお答えされた方に
質問します。 その理由は何ですか？ （複数回答可）



（２）地域福祉活動に関すること

住之江区では、あらゆる人が地域で安心して暮らしていくことのできる社会の実現のため、高齢者や障
がいのある方など、すべての人々が、お互いに支え合い、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送ること
ができる地域づくりをめざしています。
今後の取組みの参考にさせていただくため、皆さんのご意見をおうかがいします。

問４ 住之江区の小地域（おおむね小学校区）では、住民が互いに支え合うために、さまざま

な地域福祉活動が展開されています。次の地域福祉活動について、どのくらい関心があ

りますか？

問５ 問４にあるような地域福祉活動に参加したことはありますか？

１. 参加している（現在も続けている。）

２. 参加したことがある（現在は参加していない。）

３. 参加したことはない

問６ 問４にあるような地域福祉活動やふだんの生活を通じて、お住まいの近所や地域とのつながりを

感じますか？

１. 感じる ２. どちらかといえば感じる

３. あまり感じない ４. 感じない

３

地域福祉活動とは

●高齢者食事サービスに関する活動
（高齢者の孤立を防ぐためにおこなう食事サービス）

●ふれあい喫茶などのサロン活動
（喫茶などを通じて地域で暮らす人たちが交流することができる場）

●地域住民による日常的な訪問などによる見守り活動
●地域防災に関する活動（訓練や地区防災計画策定など）
●子育てサロンに関する活動
（身近な地域で子育ての悩みや楽しさを地域の方や親同士で共有できる場）

●児童の登下校時の見守り
●こども食堂などのこどもの居場所づくりに関する活動

１. 関心がある ２. ある程度関心がある

３. あまり関心がない ４. 関心がない

https://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/cmsfiles/contents/0000162/162415/dl09.gif


４

１. よく知っている

２. 名称は聞いたことがある

３. 知らない

地域活動協議会とは
校区等地域（おおむね小学校区）単位で、地域団体（連合町会やPTA
など）やNPO、企業などいろいろな団体が集まり、話し合い、協力しながら、
地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいくための仕組みで、住之江区内に
１４地域あるよ。
問４であげた活動のほかに、地域運動会や夏祭り、敬老会のイベントなどにも
取組んでいるよ。

（３）住民による地域活動に関すること

住之江区役所では、地域団体などが、企業・ＮＰＯなどと連携することにより、自らの課題を、
自らで解決することのできる地域運営の実現を支援しています。
今後の地域支援の参考にさせていただくため、皆さんのご意見をおうかがいします。

１. 思う （理由： ）

２. どちらかといえば思う （理由： ）

３. あまり思わない

４. 思わない

５. わからない

問７ あなたは、問４にあるような活動を行っている「地域活動協議会」を知っていますか？

問８ 地域活動協議会の活動は、各団体により地域の特性や課題に応じて進められていると

思いますか？

https://www.city.osaka.lg.jp/suminoe/cmsfiles/contents/0000162/162415/dl09.gif


５

（４）防災に関すること

住之江区は海や川に面しており、大規模地震発生時には地震による揺れだけでなく、津波によ
る被害、大雨や台風等による被害も懸念されていることから、自助、共助、公助によって防災力
が強化されたまちをめざしています。
今後の防災の取組みの参考にさせていただくため、皆さんのご意見をおうかがいします。

問９ あなたのご家庭では、どのような災害対策ができていますか？
あてはまるものをすべてお選びください。

１. 知っている ２. 知らない

問10 住之江区役所では、水害による浸水範囲を示した「水害ハザードマップ」を公表して
いますが、あなたは自宅の浸水想定を知っていますか？

１. 避難カードの準備 ２. 非常備蓄品の準備
３. 非常持出品の準備 ４. 家の安全対策（家具の固定など）
５. 避難場所・経路の確認 ６. 何もできていない
７. その他（ ）

問11 「共助（地域の皆さんで互いに助け合うこと）による備え」についてお尋ねします。
お住まいの地域では、共助による備えができていると思いますか？

１. 思う ２. どちらかといえば思う
３. あまり思わない ４. 思わない

問12 「公助（国や市の行政機関が行う活動）による備え」についてお尋ねします。
住之江区役所は、公助による災害対策ができていると思いますか？

１. 思う ２. どちらかといえば思う
３. あまり思わない ４. 思わない

問13 住之江区役所が行っている災害対策の啓発活動は、あなたや区民の皆さんの防災意識の

向上に役立っていると思いますか？

１. 思う ２. どちらかといえば思う
３. あまり思わない ４. 思わない



6

１. 区役所子育て支援室 ２. 子育てサロン

３. 子ども・子育てプラザ ４. つどいの広場

５. 乳幼児健康相談（保健師） ６. 地域子育て支援センター

７. 大阪市こども相談センター（児童相談所） ８. どれも知らない

（５）子育て情報に関すること

住之江区では、子育てがしやすいまちづくりをめざし、様々な子育て支援を行っています。

今後の取組みの参考にさせていただくために、皆さんのご意見をおうかがいします。

１. 知っている

２. 少し知っている

３. あまり知らない

４. 知らない

問14  あなたが知っている子育てに関する相談機関はどれですか？

あてはまるものをすべてお選びください。（複数回答可）

問15  住之江区役所の子育て支援室において、問14の②や③などの地域と密着した取組み、

子育て情報誌「わいわい」の発行、子育て情報の発信などの取組みを

行っていることを知っていますか？

子育て情報の発信

住之江区役所では、子育て支援情報紙「わいわい」や「住之江子育てマップ」を、
それぞれ紙とデータで発行しています。

「わいわい」では、子育てサロンの開催日程など、みんなで子育てを楽しむための
情報を発信しています。

「住之江子育てマップ」には、住之江区内での子育てにまつわる施設の位置などを掲
載しています。データ版の地図上でマークをクリックすると、施設の外観写真などが
見られます。

そのほか、区役所のホームページでさまざまな子育て情報を発信していますので、
ぜひご覧ください！



当アンケート最後の設問です。あなた自身について質問します。

子育て中の方や高齢の方など、区民の皆さまの暮らしに合わせた区政を進める上での参考にさ

せていただきます。ご協力をよろしくお願いいたします。

問16 あなたの性別を教えてください。

１. 男 ２. 女 ３. その他

問17 あなたの年齢を教えてください。

１. ２０歳代または以下 ２. ３０歳代 ３. ４０歳代

４. ５０歳代 ５. ６０歳代 ６. ７０歳代

７. ８０歳代以上

問1８ 今の地域にお住まいになってからの年数を教えてください。

１. １年未満 ２. １年以上１０年未満 ３. １０年以上

問19 あなたは現在、子育て中ですか？

１. 子育て中である ２. 子育ではない ３. 妊娠中である

問20 あなたと同居されている方をすべてお選びください。

１. 一人暮らし ２. 配偶者

３. こども（０～５歳） ４. こども（小学生）

５. こども（中学生） ６. こども（高校生）

７. こども（大学生・社会人） ８. 親

９. その他（ ）
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ご協力ありがとうございました。

その他、ご意見がございましたらお書きください。（自由記入）



ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
住之江区役所 総務課 ☎ 06-6682-9683
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氏名 様

住所
〒 ー

合計

３ 名様０

アンケート回答者の中から抽選で30名様に

NTTドコモレッドハリケーンズ大阪

のグッズをプレゼントします。

プレゼントを希望される方は、この用紙の下部

に氏名と住所をご記入ください。

※収集した個人情報はアンケートと切り離し、プレゼントの発送以

外に用いることはありません。

※当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただき

ます。

アンケートに答えて

プレゼント をもらおう！

南港を拠点に活動するラグビーチームです。

社会貢献活動を積極的に行っており、地域清掃や

小学校への出前授業など、さまざまな取組みを

行っています。

令和4年1月開催の「ジャパン ラグビー リーグ

ワン」では、強豪がそろうディビジョン１に所属

します。

ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ大阪


