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あなたの声をつなげ隊        未来人材育成施策・子育て支援施策への意見聴取(２６年９月)結果 
 

 

１ 意見聴取人数   ３０６人（男１５人・女２９１人） 

 

２ 事業へのご意見（関心あり・関心なし）    ※〔   %〕はご意見数(関心あり計 599件、関心なし計 458件)に対する割合 

 

《事業別の「関心あり」「関心なし」の比率》  ※関心あり率は、関心あり件数÷(関心あり件数＋関心なし件数)で算出。関心なし率も同様に算出。 

小学生向け社会の仕組みを学ぶ体験学習(関心あり率 75%・関心なし率 25%)          中高生向けインターンシップ(関心あり率 59%・関心なし率 41%) 

子育てスタート応援事業(関心あり率 63%・関心なし率 37%)                 英語による即興型ディベートスクール(関心あり率 53%・関心なし率 47%)  

子育て愛あいフェスティバル(関心あり率 63%・関心なし率 37%)                子育てナビゲーション〔スマホ・アプリ版〕(関心あり率 49%・関心なし率 51%)  

子育て情報博覧会(関心あり率 37%・関心なし率 63%)                                     天王寺区ジュニアクラブ (関心あり率 39%・関心なし率 61%)  

 

 

 

    事業名 

※「関心あり」のご意見が

多い順に掲載 

 

関心あり 

のご意見 

 

計５９９件 

関心ありの理由  

関心なし 

のご意見 

 

計４５８件 

関心なしの理由 

 

よい取組

みだから 

子どもに

参加・体

験させた

いから 

経済的に

助かるか

ら 

便利そう、

期待して

いるから 

参加した

いから 

参加した

ことある、

今後参加

してみた

いから 

 

その他 

 

「その他」の 

主なご意見の内容 

 

子どもが

対象年齢

でないか

ら 

 

その他 

 

「その他」の 

主なご意見の内容 

 

小学生向け社会の仕組みを

学ぶ体験学習 
121件〔20%〕 38件 49件 - - - - 34件 

回数増やして(8件) 

学校と連携必要(3件) 
41件 〔9%〕 32件 9件 

日程があわない 

(3件) 

中高生向け 

インターンシップ 
 99件〔17%〕 35件 38件 - - - - 26件 

受入人数増やして(3件) 

小学生にも実施を(3件) 
69件〔15%〕 55件 14件 

予算かけすぎ(5件) 

学校で実施を(4件) 

子育てスタート応援事業 
 94件〔16%〕 26件 - 14件 - - - 54件 

対象年齢拡大を(26件) 
55件〔12%〕 45件 10件 

内容がよくわからな

い(2件) 

英語による即興型 

ディベートスクール 
 81件〔13%〕 23件 24件 - - - - 34件 

英語力は大切(15件) 
71件〔16%〕 43件 28件 

レベルが高すぎる 

(11件) 

子育て愛あい 

フェスティバル 
 69件〔11%〕 12件 - - - - 39件 18件 

親子で交流できる(3件) 

回数増やして(3件) 
41件 〔9%〕 29件 12件 

内容がよくわからな

い(4件) 

子育てナビゲーション 

〔スマホ・アプリ版〕 
 68件〔11%〕 17件 - - 19件 - - 32件 

配信情報充実を(10件) 
70件〔15%〕 49件 21件 

情報は自分で入手で

きる(9件) 

子育て情報博覧会 
 34件〔6%〕 14件 - - - 6件 - 14件 

情報が一度にわかるのが

よい(2件) 
59件〔13%〕 40件 19件 

内容がよくわからな

い(9件) 

天王寺区ジュニアクラブ 
 33件〔6%〕 12件 13件 - - - - 8件 

ボランティアに興味あり

(2件) 
52件〔11%〕 31件 21件 

ボランティアに興味 

なし(11件) 
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３ 主な事業へのご意見(役に立つ・役に立たない)   ※〔   %〕はご意見数(計 305人)[無回答 1人除く]に対する割合  

事業名 役に立つ 役に立たない 

子育てスタート応援事業 ２６７人〔88%〕 ３８人〔12%〕 

小学生向け社会の仕組みを学ぶ体験学習 ２６４人〔87%〕 ４１人〔13%〕 

中高生向けインターンシップ ２４４人〔80%〕 ６１人〔20%〕 

英語による即興型ディベートスクール ２２８人〔75%〕 ７７人〔25%〕 

 

 ①「中高生向けインターンシップ」での、今後の受入れ先へのご意見  ご意見数 計 168件 ※〔   %〕はご意見数(計 168件)に対する割合     

医療・福祉[病院・介護施設など](30件)〔18%〕                   官公庁[警察署・消防署など](28件)〔17%〕     

小売業[スーパー・百貨店など](16件)〔10%〕                    製造業[工場など](15件)〔9%〕      

IT・通信関連[コンピューター会社・マスコミなど](11件)〔7%〕          飲食店[レストラン・すし屋など](9件)〔5%〕 

運輸業[鉄道会社・航空会社](7件)〔4%〕                                  教育関連[保育所・幼稚園など](7件)〔4%〕                               

農業(6件)〔3%〕                                                        銀行(5件)〔3%〕                                                      

      その他[大学研究室・建設業・プロ野球球団・ホテル・商社・お寺など](34件)〔20%〕                                                      

 

②「子育てスタート応援事業」「小学生向け社会の仕組みを学ぶ体験学習」の、全市展開へのご意見  ※〔   %〕はご意見数(応援事業計 250件、体験学習計 249件)に対する割合 

事業名 全市を対象とした方がよい 天王寺区民だけでよい どちらでもよい その他 「その他」のご意見 

子育てスタート応援事業 

(ご意見数 計 250件) 

 

205件〔82%〕 

 

23件 〔9%〕 

 

17件 〔7%〕 

 

5件〔2%〕 

・事業自体必要がない 

・所得の高い家庭は対象外にすべき 

・予算に余裕があるのなら 

・お金を配付するよりも、みんなが利

用できる施設を建設するほうが良い 

・全市展開より支給年齢を広げて 

小学生向け社会の仕組みを学ぶ 

体験学習 (ご意見数 計 249件) 

 

182件〔73%〕 

 

34件〔14%〕 

 

28件〔11%〕 

 

5件〔2%〕 

・各区の判断でよい 

・それぞれの区で判断すればよい 

・他区からも実施希望があるのなら 

・予算が確保できるなら 

・大阪市全体が集合したらどうか 
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４ その他(自由意見)    ご意見数 計７９件   ※〔   %〕はご意見数(計 79件)に対する割合 

ご意見の区分 主なご意見 

子育て・教育(14件)〔18%〕 
・小学生の短期留学に区が補助金を支給してほしい   

・スポーツを取り入れた、親子で参加できるサッカー教室等を開催してほしい  

・天王寺区は子どもが多いから、どんどん子どもの未来育成に取り組んでほしい   など 

公園・遊び場(14件)〔18%〕 
・公園にごみが多いので清掃をしてほしい（特に、土日に） 

・公園にトイレを増やしてほしい 

・室内で遊べる施設を増設してほしい     など 

保育所(10件)〔13%〕 
・保育所の数を増やしてほしい 

・保育所の定員を増やしてほしい 

・保育所の入園条件を緩和してほしい     など 

区役所(7件)〔9%〕 
・開庁時間を１９時までに延長して欲しい 

・区役所の駐車場が狭い 

・住民登録担当の事務処理の時間がかかりすぎです  など 

医療・検診(6件)〔7%〕 
・高校生まで医療費を無料にしてほしい 

・医療費の無料化（小学校卒業まで） 

・検診時間を、午前・午後にしてほしい   など 

イベント(5件)〔6%〕 
・区民まつりとかのイベントでは、障がい者ブースを設置してほしい 

・障がい者でも参加できるイベントを検討してほしい 

・スポーツ選手を呼んでの講演を開催してほしい  など 

その他(23件)〔29%〕 
・スーパーマーケット等にも区の情報ポスターを掲示してはどうか 

・公園に防犯カメラを設置してほしい 

・赤バスが廃止されて不便を感じる  など 

 


