
(実施時期：令和元年9月）

　　１．住之江区区政会議は、現在、区役所や委員との間で活発な意見交換がなされているか。

回答数 占有率

3 15.0%

14 70.0%

3 15.0%

0 0.0%

回答数

占有率

（複数回答可のた

め、割合の総合計は

100%を超えます。）

3 15.8%

6 31.6%

12 63.2%

0 0.0%

0 0.0%

2 10.5%

1 5.3%

2 10.5%

1 5.3%

有効回答数 19

 区政会議に関するアンケート集計結果 （住之江区）全体会

選択肢
有効回答数 20

ア. 思う

イ. やや思う

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
85.0%

エ. 思わない

　　２．３．区政会議のより活発な意見交換に向けた課題と、改善のための取組や工夫

選択肢（課題）
改善に向けた

取組・工夫にかかる意見

ア　会議前に、十分資料を読み込む時

間がない。

イ　資料が多すぎる、または分かりに

くい。

・資料まとめの大変さを考えると、会議資

料のシンプル化が必要と思われる。

事前資料と当日資料は重複しているので、

変更箇所があればそれのみ当日配付して事

前資料は委員が持参すれば良いのではない

か。

ウ　意見を述べるために前提となる区

の現状や行政のしくみ等についての知

識が不足している。

エ　会議中に発言できる機会や時間が

少ない。

オ　特定の人だけが発言している。

カ　意見交換を行いやすい配席になっ

ていない。

キ　区役所側の説明が長く、意見交換

をする時間が短い。

ク　区政会議の開催回数が少ない。

ケ　意見を述べても、区役所側から明

確な回答が期待できない。

・区役所の方の回答が聞き取りやすい配置

も少し工夫しても良いのでは。ロの字型も

良いがコの字型で区役所の方の顔も見なが

らの回答が聞けたらもっと解り合えるのか

と思う。

参 考



1 5.3%

6 31.6%

（　　　　　　　　　　　　　）

回答数 占有率

4 21.1%

14 73.7%

1 5.3%

0 0.0%

　　６．　その他意見等

コ　意見を述べても、それがどう取り

扱われているかが分かりにくく、区政

に参画しているという実感が持てな

い。

サ　実質的な議論が部会で行われてお

り、本会議ではその報告が中心となる

ため、他の部会の議題について意見を

述べづらい。

・他部会のことは内容がよく分からないので、

他部会を開くときに全員に案内して、出席・傍

聴できるようにしてほしい。

・各部会のテーマの中には関連する内容もあ

り、事前に合同会議などを行い、その結果も含

めた報告を行ってほしい。

イ. やや思う

シ　その他 2 10.5%

・現行施策がベースとなることは理解でき

るが、住之江区の現状に立脚した今後の予

算要求の目玉であったり、大阪市・府そし

て国への要望を盛込むことができれば、今

以上の区政会議となるのでは。

（　　　　　　　　　　　　　）

　　４．区政会議において、意見や要望、評価について、適切にフィードバックがおこなわれているか。

選択肢
有効回答数 19

ア. 思う

・災害など身近に起こる可能性があるので、具体的に地域で取り組めるようにしてほしい。（普通の避難訓練では

実際役に立つのか心配）

・特定の議題についての会議を開く。また、現地視察みたいなのを他区はやっていると思いますのでそういう機会

も作ってほしいです。

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
94.7%

エ. 思わない

　　５．４について、なぜそのように思うか。

・前回の意見を次にきちんと取り入れてまとめていただいているので十分だと思います。

・さざんか等にちゃんと反映されていると思います。

・区の施策方針、予算編成等に表現されている。



(実施時期：令和元年9月）

　　１．住之江区区政会議は、現在、区役所や委員との間で活発な意見交換がなされているか。

回答数 占有率

3 50.0%

3 50.0%

0 0.0%

0 0.0%

回答数

占有率

（複数回答可のた

め、割合の総合計は

100%を超えます。）

3 50.0%

1 16.7%

5 83.3%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 16.7%

0 0.0%

0 0.0%

（　　　　　　　　　　　　　）

有効回答数 6

 区政会議に関するアンケート集計結果 （住之江区）子ども・教育部会

選択肢
有効回答数 6

ア. 思う

イ. やや思う

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
100.0%

エ. 思わない

　　２．３．区政会議のより活発な意見交換に向けた課題と、改善のための取組や工夫

選択肢（課題）
改善に向けた

取組・工夫にかかる意見

ア　会議前に、十分資料を読み込む

時間がない。

・子ども・教育部会での会議へ学校の先生も参加

していただき教育者としての意見等も聞いてみた

かった。例えば、咲洲みなみ小中一貫校の先生方

の話(取組など）、住之江区内の小中学校の先生

の話や意見等

イ　資料が多すぎる、または分かり

にくい。

・教育施策のプロではなく、もっと生活に密接し

た子育ての話からひきだしてもらえたらと思う。

堅い話は難しいので。

ウ　意見を述べるために前提となる

区の現状や行政のしくみ等について

の知識が不足している。

・映像を利用した説明があればわかりやすい。

・具体的にどのような意見がほしいのかがわかり

にくく、意見を出しにくい。

・全体会の時に質問票が置いてあるのですが、部

会の時にもあるといいかと思う。

エ　会議中に発言できる機会や時間

が少ない。

オ　特定の人だけが発言している。

カ　意見交換を行いやすい配席に

なっていない。

キ　区役所側の説明が長く、意見交

換をする時間が短い。

ク　区政会議の開催回数が少ない。
・全体会までに2回部会を開いて、1回は資料の説

明、2回目は議論にしたらいいと思う。

ケ　意見を述べても、区役所側から

明確な回答が期待できない。

コ　意見を述べても、それがどう取り扱

われているかが分かりにくく、区政に参

画しているという実感が持てない。

サ　その他 0 0.0%

（　　　　　　　　　　　　　）



回答数 占有率

3 50.0%

3 50.0%

0 0.0%

0 0.0%

　　６．　その他意見等

イ. やや思う

　　４．区政会議において、意見や要望、評価について、適切にフィードバックがおこなわれているか。

選択肢
有効回答数 6

ア. 思う

・いろんな地域や部会の話を聞くのは自分自身のために良いと思う。どこかで話せることもあると思うので生かしてい

きたいと思う。

・若い方、お子さんが小さい方もメンバーに入ってほしい。

・委員の皆さんへまた役所の方々へ「お疲れさまでした」と伝えたい。

・〝命を考える”事業を継続していただきたいと思う。

・海外研修についても以前個人負担を少し上げて人数を増やしたらどうか？等意見が出されていたが、とても良い事業

なので、たくさんの子どもたちが体験できるようにしていってほしい。

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
100.0%

エ. 思わない

　　５．４について、なぜそのように思うか。

・10年以上前住之江区の学校でも漢検・英検等をやってほしいと願って、先生方へも話をしていたが、なかなか伝わら

ず、今の子供たちは漢検・英検が受けられるようになったことは良いことだと思う。

・前回に出た意見や要望をきちんと次の会議の資料の中に取り入れてくれている。

・スライドによる区役所の取組の説明はとってもよくわかったので続けてください。

・学校の中での話で「これって前に話してたことかな」など思うこともある。

・漢検・英検等区内の全学校において実施されている区は（2年前だが）住之江区しかなかった等、評価されている事

業をきちんと広げていると思う。



(実施時期：令和元年9月）

　　１．住之江区区政会議は、現在、区役所や委員との間で活発な意見交換がなされているか。

回答数 占有率

0 0.0%

2 50.0%

2 50.0%

0 0.0%

回答数

占有率

（複数回答可のた

め、割合の総合計は

100%を超えます。）

1 25.0%

1 25.0%

4 100.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

2 50.0%

1 25.0%

0 0.0%

0 0.0%

（　　　　　　　　　　　　　）

有効回答数 4

 区政会議に関するアンケート集計結果 （住之江区）福祉・健康部会

選択肢
有効回答数 4

ア. 思う

イ. やや思う

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
50.0%

エ. 思わない

　　２．３．区政会議のより活発な意見交換に向けた課題と、改善のための取組や工夫

選択肢（課題）
改善に向けた

取組・工夫にかかる意見

ア　会議前に、十分資料を読み込む

時間がない。

イ　資料が多すぎる、または分かり

にくい。

ウ　意見を述べるために前提となる

区の現状や行政のしくみ等について

の知識が不足している。

分野で分けているが共通テーマ時には（災害等）、

皆さんで意見交換があっても良いと思う。

エ　会議中に発言できる機会や時間

が少ない。

オ　特定の人だけが発言している。

カ　意見交換を行いやすい配席に

なっていない。

キ　区役所側の説明が長く、意見交

換をする時間が短い。

ク　区政会議の開催回数が少ない。
・テーマによっては、集中審議（頻度を増やす）が

必要だと思う。

ケ　意見を述べても、区役所側から

明確な回答が期待できない。

コ　意見を述べても、それがどう取り扱

われているかが分かりにくく、区政に参

画しているという実感が持てない。

サ　その他 1 25.0%

（　　　　　　　　　　　　　）



回答数 占有率

0 0.0%

2 66.7%

1 33.3%

0 0.0%

　　６．　その他意見等

イ. やや思う

　　４．区政会議において、意見や要望、評価について、適切にフィードバックがおこなわれているか。

選択肢
有効回答数 3

ア. 思う

・私も含め市や区での取組内容等、現状を知らない委員が多く、具体的な検討に発展しない。もう少し、募集の段階で知

識を持った人を選任してほしいと感じる。

・議題を絞り資料を作成して会議で討議すればよいのではないか。

・研修的なこともあればよいと思う。

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
66.7%

エ. 思わない

　　５．４について、なぜそのように思うか。

・区政会議での意見や要望は次の会議資料に網羅されている。

（「ウあまり思わない」の意見）

・周知不足



(実施時期：令和元年9月）

　　１．住之江区区政会議は、現在、区役所や委員との間で活発な意見交換がなされているか。

回答数 占有率

1 20.0%

4 80.0%

0 0.0%

0 0.0%

回答数

占有率

（複数回答可のた

め、割合の総合計は

100%を超えます。）

0 0.0%

1 25.0%

2 50.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 25.0%

0 0.0%

0 0.0%

（　　　　　　　　　　　　　）

有効回答数 4

 区政会議に関するアンケート集計結果 （住之江区）魅力・ブランド部会

選択肢
有効回答数 5

ア. 思う

イ. やや思う

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
100.0%

エ. 思わない

　　２．３．区政会議のより活発な意見交換に向けた課題と、改善のための取組や工夫

選択肢（課題）
改善に向けた

取組・工夫にかかる意見

ア　会議前に、十分資料を読み込む

時間がない。

イ　資料が多すぎる、または分かり

にくい。

ウ　意見を述べるために前提となる

区の現状や行政のしくみ等について

の知識が不足している。

・行政のしくみや各部会での取組の流れをフロー図

で資料作成

エ　会議中に発言できる機会や時間

が少ない。

オ　特定の人だけが発言している。

カ　意見交換を行いやすい配席に

なっていない。

キ　区役所側の説明が長く、意見交

換をする時間が短い。

ク　区政会議の開催回数が少ない。

・部会1に対して全体会議1では部会開催回数は少な

いと思う。部会内容をもう少し掘り下げての討議の

場が必要ではないか。

ケ　意見を述べても、区役所側から

明確な回答が期待できない。

コ　意見を述べても、それがどう取り扱

われているかが分かりにくく、区政に参

画しているという実感が持てない。

サ　その他 1 25.0%

・区民に広く住之江の魅力、ブランドを聞くことも

必要だと思う。

（　　　　　　　　　　　　　）



回答数 占有率

3 60.0%

2 40.0%

0 0.0%

0 0.0%

　　６．　その他意見等

イ. やや思う

　　４．区政会議において、意見や要望、評価について、適切にフィードバックがおこなわれているか。

選択肢
有効回答数 5

ア. 思う

・小・中・高、企業等のご意見も聞いてみて、住之江区の新しい魅力・ブランドの発見、そして新しく作る活動に参加す

る区民を増やす。その活動の中で魅力・ブランドの意識が高まるような気がする。

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
100.0%

エ. 思わない

　　５．４について、なぜそのように思うか。

・要望や意見について適切に返答をしてくれている。わかりやすく丁寧に説明をしてくれる。

・区役所の担当の方からも丁寧な説明がいつもある。さざんか等にも反映されている。

・区政委員への対応は部会ごとに的確な資料でなされている。

・毎回・都度修正が加えられて議論されている。



(実施時期：令和元年9月）

　　１．住之江区区政会議は、現在、区役所や委員との間で活発な意見交換がなされているか。

回答数 占有率

3 60.0%

2 40.0%

0 0.0%

0 0.0%

回答数

占有率

（複数回答可のた

め、割合の総合計は

100%を超えます。）

0 0.0%

0 0.0%

3 60.0%

0 0.0%

0 0.0%

1 20.0%

0 0.0%

1 20.0%

0 0.0%

0 0.0%

（　　　　　　　　　　　　　）

有効回答数 5

 区政会議に関するアンケート集計結果 （住之江区）安全・安心部会

選択肢
有効回答数 5

ア. 思う

イ. やや思う

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
100.0%

エ. 思わない

　　２．３．区政会議のより活発な意見交換に向けた課題と、改善のための取組や工夫

選択肢（課題）
改善に向けた

取組・工夫にかかる意見

ア　会議前に、十分資料を読み込む

時間がない。

イ　資料が多すぎる、または分かり

にくい。

ウ　意見を述べるために前提となる

区の現状や行政のしくみ等について

の知識が不足している。

・区役所では対処できない意見がよく出る。そのための

事前送付、訪問はいいと思う。

・一部の専門的委員以外、一般的区民の委員は防災に関

する区、市、府等の体制、部署、業務内容が理解できて

いないと思われる。

エ　会議中に発言できる機会や時間

が少ない。

オ　特定の人だけが発言している。

カ　意見交換を行いやすい配席に

なっていない。

キ　区役所側の説明が長く、意見交

換をする時間が短い。

ク　区政会議の開催回数が少ない。

ケ　意見を述べても、区役所側から

明確な回答が期待できない。

コ　意見を述べても、それがどう取り扱

われているかが分かりにくく、区政に参

画しているという実感が持てない。

サ　その他 1 20.0%

・机上の空論ではなく、今回の台風19号による浸水被害

等具体論について検討していく必要があり、予算要求・

他機関への要請等を行う際の住之江区民現状認識として

取り扱うことが望まれる

（　　　　　　　　　　　　　）



回答数 占有率

3 60.0%

2 40.0%

0 0.0%

0 0.0%

　　６．　その他意見等

イ. やや思う

　　４．区政会議において、意見や要望、評価について、適切にフィードバックがおこなわれているか。

選択肢
有効回答数 5

ア. 思う

・大和川の意見、心配事が意見よく出る。区役所の対応は難しいですが国土交通省への働きかけ宜しくお願いします。

・今回の台風19号による浸水被害等は、住之江区にとって他人事ではない、現在大阪市の危機管理室から国交省近畿地方整備

局に大和川の補強・河川浚渫等を要望してもらっているが、今後の台風等の大型化に伴う線状降水帯の異常発達に対応できる

ように要望するとともに、不幸にして起きた際の対応を今一度検証する必要がある。

ウ. あまり思わない 肯定的意見

割合
100.0%

エ. 思わない

　　５．４について、なぜそのように思うか。

・意見や要望があった場合、その場や後日情報を調整してその場の担当者や副区長が結果報告している。

・区からの施策方針、予算編成等の取組や説明の中で変更・追加事項等明示されている。

・部会で提案された事項については、その都度調査いただいた結果を報告いただいているため。提案内容もすぐに区政に反映

できるものとそうでないものもあるので、対応としては充分と思う。

・担当者の努力により、前回議論と進捗状況が毎回示されている。


