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令和４年３月３日 

 

あなたの声をつなげ隊 

「地域活動協議会」に関するアンケート結果 
 

 

 

● 期間  令和４年１月７日(金)～１月２７日(木) 

 

 

● 大阪市行政オンラインシステムにて実施 
（LINE、ツイッター、ホームページ等でアンケートの呼びかけを行った） 

 

● アンケート回答者属性 
 

◎ 回答者数  ７７人  
 

◎ 年代 
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あなたの年齢を教えてください （人）
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◎ 居住地等 

 

 
 

● アンケート集計結果 

「地域活動協議会」では、さまざまな立場の人が話し合い協力して、身近な地

域課題に取り組まれています。 

皆さまのご意見を参考に、今後の地域活動協議会の活動に役立てていきたいと

考えております。 

 

１ 地域が自主的に取り組まれている次の地域活動について、知って

いる又は参加したことがある活動はどれですか？（複数回答可） 

 

  □地域防災訓練                …  ４４人 

□街路防犯灯の維持管理            …  ２９人 

□歳末夜警・防犯パトロール          …  ４８人 

  □登下校時の子ども見守り活動         …  ５１人 

□子育て支援サークル             …  ３９人 

□校庭キャンプ                …  ２７人 

  □ふれあい喫茶・高齢者食事サービス      …  ４３人 

 □ペットボトル、古紙などのコミュニティ回収・地域清掃活動  …  ３８人 

  □地域清掃活動                …  ３３人 

  □地域ふれあい祭り・もちつき大会       …  ４８人 

□その他                   …   ５人 
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「その他」を選んだ方は具体的な内容をご記入ください 

・唄おう会ブーケ、介護予防教室、福祉健康研修会、等  

・公園の花の水やり 

・百歳体操、子ども会、青少年指導委員会活動 

・知らない、参加もしたことがない 

・どれも地域活動とは、知りませんでした。 

 
２ 地域のまちづくりやつながりづくりに役立っていると思う活動

はどれですか（複数回答可） 

  □地域防災訓練                …  ４６人 

□街路防犯灯の維持管理            …  ３６人 

□歳末夜警・防犯パトロール          …  ４６人 

  □登下校時の子ども見守り活動         …  ５６人 

□子育て支援サークル             …  ４２人 

□校庭キャンプ                …  ２２人 

  □ふれあい喫茶・高齢者食事サービス      …  ４４人 

 □ペットボトル、古紙などのコミュニティ回収・地域清掃活動  …  ３７人 

  □地域清掃活動                …  ４３人 

  □地域ふれあい祭り・もちつき大会       …  ５０人 

□その他                   …   ５人 
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「その他」を選んだ方は具体的な内容をご記入ください 

・年末に引っ越してきた 

・成人の日のつどい 

・特に実感するものはない。 

 

 

３ 地域活動の情報はどちらから得ていますか（複数回答可） 

  □地域の掲示板                …  ４８人 

□回覧板                   …  ２８人 

□区広報紙                  …  ４５人 

□区ホームページ               …  ２１人 

□区役所                   …   ８人 

  □ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッターなど）  …  ２０人 

  □ケーブルテレビ(Ｊ：ＣＯＭ等)        …   ３人 

  □知人・友人を通じて             …  １４人 

  □その他                   …   ７人 
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「その他」を選んだ方は具体的な内容をご記入ください 

・地域活動協議会の運営委員で立ち上げから活動に運営委員で参加しています。  

・小学校で貰ってくるプリントで。 

・ぎゅっと 

・PTA活動や子ども会活動を通じて、地域から参加や協力要請があるため。 

・特に得ていない 

・どこからも得ることはなかったです。 

・上八町会ＨＰ 

 

４ 地域活動の担い手、世話役をしたいと思いますか 

  □すでにしている   …  ２５人 

□したいと思う    …  １８人 

□したいと思わない  …  １９人 

□わからない     …  １５人   （合計＝７７人） 
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５ 地域活動協議会の担い手の中心となっている町会（地域振興町

会）に加入していますか 

  □加入している   …  ４３人 

□加入していない  …  ２８人 

□わからない    …   ６人   （合計＝７７人） 
 

 
 

 
６ あなたの年齢を教えてください →（集計結果は１ページ） 

 

 
７ 「地域社会づくり」のために地域でどのような取組があればよい

と思いますか？ その他、自由意見があれば記入してください。 

 

・一般人が道路や公園などの公共財の不備や故障の通報システム 

・町会のしきたりに縛られる事なく、もっとオープンに誰でも参加できる組織にできる

よう、地域の担い手は公募制にしたらいいと思います。 町会長の推薦とかにしている

と前向きな改革はできません。 

・若い世代にも参加してもらえる様な企画や取り組みをしたら参加してくれる方が増え

るかも。 

・こども 110 番の家になってくださっている方に、子どもたちが親しみを持てるよう、

ハロウィンなどでそのお宅を訪問する 

・取り組みは必要かと思いますが従来のやり方だと若い世代や単身者の参画が難しく地

域組織は先細りやと思います。ボランティアで地域の意識ある個人の能力や資質に依

存するやり方を抜本的に見直す必要があるのでは無いでしょうか。 
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・中学生以上の若い世代の災害救助少年部。 

・もっと若い方達が楽しく参加して頂けるような事業と、アピールの仕方を工夫と呼び

かけ方を考えて、行かなければと思っています。 

・町会に加入しない世帯やマンション一棟ごと脱会するケースが増えております。はっ

きりした理由は解りませんが価値が感じられない様な事を言われて退会や入会されま

せん。価値を感じて貰える様な取組は逆に知りたいです。個人的には、防災訓練に絡ん

だ取組が無いので残念です。ひょっとしたら答えの一つは防災絡みかもしれません。

コロナ禍で実現しておりませんが 2022年度は町会で取組たいと思います。 

・もっともっと情報発信の頻度を多くされたらいいと思います。 

・外出や買い物困難な高齢者支援。 

・子供たちが、「楽しい」「大人になれば、手伝いたい」と思えるよーに、大人がまずイベ

ントを楽しむ事。 

・孤立や孤独死を 1 人も出さない、高齢者が地域でいきいきと過ごせるような、イベン

トや取組、コロナでも工夫して出来ること。 

・IT 技術を活用し、若者や若い世帯も参加しやすくする。その為にも、プロボノ活動を

されている組織(サービスグラント等)などに協力をあおぐ。 

・子どもたちと、手作りおもちゃ、マジック、昔遊び、読み聞かせ、など、一緒に活動す

る世代間交流の機会をもっと増やしてほしい。 

・SNSがあるのに活用されていない。 

・地域に入りやすい環境。新参者や若い人は入りにくい。 町会組織のあり方も検討しな

いといけない。 若い団体を取り込める形が必要と思われる。 地域活動協議会が訳わ

からん。 

・町会に入るためにはマンション単位で入る必要があるがハードルが高く入りたくても

入れない世帯があると思う。引落やキャッシュレス決済を利用して、会費を支払う事

により世帯ごとに入れる仕組みがあればと思う。 

・現状以上の不審者やホームレス対応。 

・きっちりとした会議のような雰囲気ではなく、10 人程度で区民で気さくに話し合える

場があれば良い。役所の人も一人二人参加で。 きっちりとした場だと話す事に億劫に

なり話しにくい。和気あいあいとした雰囲気の方が話しやすいと思う。 参加していた

だきたい方へ打診をして参加を募るほうが良い。 最初から 1年限定で区政参加を、な

ら重いと思う人もでる。 「今回のみ色々意見を下さい」、で参加を募るほうが良い。 

毎回違う人が来ることで多数の考えを持った人の意見も集まると思う。 

・盆踊り 季節に応じた子供が喜ぶようなイベント。 

・地域のことを主体的に考えさせる取り組み 。取り組み内容は問わない。 
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・人手のこともあるので現在の状況でいいのでは。何かするとなれば、町会に人手のし

わ寄せが来る。 

・誰もが参加しやすい雰囲気づくり。 

・食生活改善推進委員 ヘルスメイトや障がい者スポーツ指導者を障がい者や無職の方

に担って貰いクレオ大阪などで色々なイベントをすることで社会的弱者を中心とした

平日自宅にいがちな人の繋がりを作る。もっと府立職業訓練施設、国立施設と連携を

密に取る。 

・社会教育、生涯学習施設の設置本来の役割である公民館活動を考え直す。インクルー

ジブスポーツなどで介護予防を含め地域に縦横の繋がりを。私立国立学校を包摂した

取り組みをし、孤立しがちな障がい者など巻き込む。 

・地域での祭りやいろんな事の催し物などがあればいいのでは。 

・子どもたちが自由に宿題出来たり、塾に行けない子どもたちに教えてあげられる場所

づくり。 

・他区ではコロナ禍における地域活動を継続させるため、積極的に ICT の導入を進めて

おられますが天王寺区ではそうした取り組みが進んでおらず（知らないだけかもしれ

ませんが）、大変残念に思います。地活の担い手の方が地縁の濃い方々で独占されてお

り、しかも皆さん大変高齢です。マンション住民などスキルや能力の高い人材がたく

さん住んでいる地域なのにどうしたことでしょう？長年の凝り固まったやり方をこの

際、180度転換してほしいと常々感じています。区役所職員の方からはきっと「猫の鈴」

をつける人がいないと思いますのでこちらに書かせていただきました。 

・公園のゴミひろい。食べ物のプラごみがひどい時があり微力ながら清掃する時もあり

ますが定期的にはできていません。地域の高齢者の方や某団体の皆さんがしてくださ

っているのを時々みて感謝しています。  

・新たな取り組みを始めるより、地域の共通する課題と考えられる防災をとっかかりに

繋がりを広げられたらいいかな。 すでに繋がりのあるグループを維持する。地域支援

部局だけでなく、他の部局でも様々な地域活動のグループがあると思われるので、そ

れらの担い手や取り組みを共通することができれば地域にとっても有用だと思う。 

・一人暮らしの高齢者の会話不足、コミュニケーションが必要。 積極的な地域の清掃。 

日曜日の太鼓練習。音の配慮。 

 

 

※いただいたご意見については、趣旨を踏まえ要約や一部表現の変更を行ってい

る場合があります。 

 


