
区民アンケートについて １

《プレテストの実施状況》

● プレテストの目的

● プレテスト対象者　　

● 回答数 回答数25件（男性12人、女性13人）

● プレテスト結果

～参考～　　回答結果の抜粋から

問３２

◎第１位として選択したもので最も多かったもの

○第２位として選択したもので最も多かったもの

１７％

△第３位として選択したもので最も多かったもの

選択上位（◎、○、△の選択合計から第３位まで）

　第１位
２４％

　第２位
１２％

　第３位
１０％

問３３ ①緑区の１０年後をイメージしたときに大切だと感じていること。
【自由意見】

　・「地域コミュニティの創生」が最重要、最終の課題。

　・「地域の支えあい」を進めていくためには、情報の共有、ソース化が必要。

②みどりのわ・ささえ愛プランや緑区政に対しての日頃感じていること。

　・高齢者が友達と気軽に話せる場と子供達と接することのできる場づくりがほしいです

　・世代間を越えて、地域のつながりやきづなを大切にした安全・安心のまち、緑区づくり。
　・これから増えてくる元気な高齢者をいかに活用するか。

基本目標２「一人ひとりの力」　小目標④（思いやりのある人を育てる地域をつくります。）

基本目標３「機会・場」　小目標③（世代間のつながりがもてるような機会や場づくりをすすめま
す。）

　・向こう三件両隣、相互扶助の気持ち。

基本目標３「機会・場」　小目標③（世代間のつながりがもてるような機会や場づくりをすすめま
す。）

◆　区民アンケート【プレテスト】の実施

　平成21年８月21日～８月31日において、区民アンケート調査票(案)について、第１期計画策定委員及びみどりのわ・さ
さえ愛プラン推進（策定）委員の方を対象にプレテストを実施しました。

本調査（10月)の実施前に、アンケートの試行実施を行い、ご回答・ご意見を参考に本調査時
のアンケート項目の精査として活用します。

第１期計画策定委員（H16～H17：22名）、みどりのわ・ささえ愛プラン推進（策定）委員（H18～
H21：23名）　　〔兼任者12名　対象者合計33名〕

　・プラン、システムづくりは行政の得意分野であり、これをもって事業完結としている。しかし事
業は運用されてこそ（ソフト）成果が得られるもの。

基本目標１「つながり」　小目標①（住民同士が顔見知りとなり、地域で支えあえる関係づくりをす
すめます。）

２０％

　・プランを実行できる取り組みが不足していると思います。いかに実行に移すかに重点を置いて
取り組んで欲しい。

　・健康づくりと近隣の方と顔見知りとなるラジオ体操が公園で実施されるようになればと思いま

　・高齢者が気軽に集まる場所で異世代特に子供たちと共に交流しあうまちになってほしい。

ご協力いただいた結果をもとに、区民アンケート調査票(案)を本調査として使用します。

３６％

１７％

２０％

基本目標１「つながり」　小目標①（住民同士が顔見知りとなり、地域で支えあえる関係づくりをす
すめます。）

基本目標１「つながり」　小目標①（住民同士が顔見知りとなり、地域で支えあえる関係づくりをす
すめます。）

基本目標２「一人ひとりの力」　小目標④（思いやりのある人を育てる地域をつくります。）

基本目標１「つながり」　小目標①（住民同士が顔見知りとなり、地域で支えあえる関係づくりをす
すめます。）

みどりのわ・ささえ愛プラン15の小目標の中で、今後、緑区の地域福祉を考えたときに重点を置
いて取り組み必要があると思われるものを上位３つまであげてください。

資料３-１



問３１

基本目標１「つながり」　小目標①（住民同士が顔見知りとなり、地域で支えあえる関係づくりをすすめます。）

基本目標２「一人ひとりの力」　小目標①（身近な地域でボランティアの仲介ができるようにします。）

基本目標２「一人ひとりの力」　小目標②（ボランティア活動に気軽に参加できる仕組みづくりをすすめます。）

基本目標２「一人ひとりの力」　小目標③（障がい児・者を支援するためのボランティアを育てます。）

基本目標２「一人ひとりの力」　小目標④（思いやりのある人を育てる地域をつくります。）

基本目標３「機会・場」　小目標①（身近な「場」を有効活用できるようにします。）

基本目標３「機会・場」　小目標②（同じような目的をもった人が集える機会や場」を増やします。）

基本目標３「機会・場」　小目標③（世代間のつながりがもてるような機会や場づくりをすすめます。）

基本目標４「情報」　小目標①（困ったときに身近な地域での相談先がわかるようにします。）

基本目標４「情報」　小目標②（福祉・保健に関する情報提供を、より積極的に行っていきます。）

基本目標４「情報」　小目標③（誰もが情報を入手しやすい環境整備をすすめます。）

基本目標４「情報」　小目標④（支援が必要な人の情報を地域単位で把握しやすくしていきます。）

基本目標５「安心・安全・健康」　小目標①（災害・緊急時や犯罪防止などに地域で対応できるように取り組みます。）

基本目標５「安心・安全・健康」　小目標②（誰もが安心して安全にでかけられるまちづくりをすすめます。）

基本目標５「安心・安全・健康」　小目標③（誰もが心豊かで、より健康に生活できるよにしていきます。）

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ４８% 、  　　どちらともいえない ３２%、 　　 　あまり進んでいない ４%、
進んでいない ４%、  　　　　　　わからない ４%、  　　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ０%、  　　ある程度進んでいる ３６% 、  　　どちらともいえない １２%、  　　あまり進んでいない ３２%、
進んでいない ４%、  　　　　　　わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ０%、  　　ある程度進んでいる ３６% 、  　　どちらともいえない １２%、 　 　あまり進んでいない ３２%、
進んでいない ４%、  　　　　　　わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる １６%、  　ある程度進んでいる ４８% 、   　　どちらともいえない １２%、  　　 あまり進んでいない ８%、
進んでいない ０%、 　　　　　　 わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ４０% 、  　　どちらともいえない １６%、  　　あまり進んでいない １６%、
進んでいない ８%、  　　　　　　わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ５６% 、  　　どちらともいえない ２０%、  　　　あまり進んでいない ０%、
進んでいない ８%、  　　　　　　わからない ８%、 　 　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる １６%、  　ある程度進んでいる ３６% 、  　　どちらともいえない ２４%、  　　あまり進んでいない ８%、
進んでいない ８%、  　　　　　　わからない ４%、  　　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ３６% 、  　　どちらともいえない ３６% 、  　　あまり進んでいない ８%、
進んでいない ８%、  　　　　　　わからない ４%、  　　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ４８% 、  　　どちらともいえない ２８%、  　　あまり進んでいない １２%、
進んでいない ０%、  　　　　　　わからない ４%、  　　　　　　　　無回答 ４%

第１期みどりのわ・ささえ愛プランでは、５つの基本目標を設定し15の小目標を推進しています。
策定前の４年前と比べて個々の取り組みはどの程度進んでいると思われますか

進んでいる ０%、  　　ある程度進んでいる ４０% 、  　　どちらともいえない ３６%、 　　　 あまり進んでいない ８%、
進んでいない ０%、 　 　　　　　わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ８%、  　　ある程度進んでいる ３６% 、  　　どちらともいえない ３２%、 　 　　あまり進んでいない ８%、
進んでいない ０%、  　　　　　　わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ３６% 、  　　どちらともいえない ２８%、 　　 　あまり進んでいない ４%、
進んでいない １２%、  　　　　　わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる １２%、  　ある程度進んでいる ４８% 、  　 どちらともいえない １２%、 　　 あまり進んでいない １６%、
進んでいない ０%、  　　　　　　わからない ８%、  　　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ４４% 、  　 どちらともいえない ２４%、  　　あまり進んでいない １２%、
進んでいない ４%、  　　　　　　わからない ８%、  　　　　　　　　無回答 ４%

進んでいる ４%、  　　ある程度進んでいる ３２% 、  　　どちらともいえない ２０%、  　　あまり進んでいない ２０%、
進んでいない ８%、  　　　　　　わからない １２%、  　　　　　　　無回答 ４%


