
問1 中区の誇れるところ、良いところは何だと思いますか。（○はいくつでも）

１　就業の機会が豊富である ２　交通の便がよい

３　住環境がよい ４　買い物する場所などが近くにあって便利

５　教育環境がよい ６　子育て環境がよい

７　福祉や医療体制が充実している ８　建物や歩道のバリアフリー化が進んでいる

９　街並みが美しい 10　治安がよい

11　地震や風水害など災害への備えが十分である

12　スポーツ・文化・芸術的な施設や催し・イベントが多い

13　観光名所が豊富である 14　歴史や伝統が感じられる

15　街にごみがなく衛生的である 16　どの国・どの地域の人にも優しい

17　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

問2 中区の悪いところ、嫌いなところは何ですか。（○はいくつでも）

１　就業の機会が不足している ２　交通の便が悪い

３　住環境に問題がある ４　買い物する場所などが近くになく不便

５　教育環境に問題がある ６　子育て環境に問題がある

７　福祉や医療体制が不充分である ８　建物や歩道のバリアフリー化が遅れている

９　街並みが美しくない 10　治安が悪い

11　地震や風水害など災害への備えが不十分である

12　スポーツ・文化・芸術的な施設や催し・イベントが少ない

13　観光名所が少ない 14　歴史や伝統が感じられない

15　街にごみがあり不衛生である 16　他の国・地域の人に冷たい

17　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　 ）

問３ あなたが、中区に住むようになったのはなぜですか。（○は１つ）

１　通勤・通学のため ２　結婚、介護など家族との同居のため

３　子育てのため ４　子どもが自立したため

５　生まれてからずっと住んでいる ６　老後の生活のため

７　生活しやすいから ８　特に理由はない

９　その他　（　　　　　　　　　　　　　 ）

問４ あなたは、中区は「住みやすい」と思いますか。（○は１つ）

１　住みやすい ２　どちらかといえば住みやすい

３　どちらかといえば住みにくい ４　住みにくい

５　わからない

中区区民アンケート票

中区の魅力について



問５ あなたは、中区に「自分のまち」としての「愛着」を感じていますか。（○は１つ）

１　感じている ２　どちらかといえば感じている

３　どちらかといえば感じていない ４　感じていない

５　わからない

問６ 中区に「魅力」や「愛着」を感じるために、あなたが行政に望むことは何ですか。

問７ あなたは、日常生活で外国人（あなたが外国人の場合、日本人）とどのような関わりが

ありますか。またはありましたか。（○は１つ）

１　とてもある（例：知人、友人、親戚等）

３　関わりはほとんどない（顔を知っている程度）

４　関わりは全くない

問８ ＜問７で「１」、「2」、「3」のいずれかと答えた方にお聞きします。＞

日常生活で外国人との間で（あなたが外国人の場合、日本人との間で）、戸惑ったり

困ったりしたことがありますか。それはどのような内容ですか。（○はいくつでも）

1　ごみ　　　　２　騒音　　　　３　仕事　　　　４　交通マナー　　　５　宗教

６　言語　　　　７　習慣　　　　８　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９　ない

問９ 中区では、目指すべき中区の将来像とその実現に向けた令和２年度から

５年度までの中長期の取り組みを示した「中区将来ビジョン2023」を

策定・公表していますが、ご存知ですか。（○は1つ）

１　知っている　　　（→次は問１０にお進みください。）

２　知らない　 　（→次は問１１にお進みください。）

問10 ＜問９で「１」と答えた方にお聞きします。＞

どのような手段でお知りになりましたか。（○はいくつでも）

１　広報なごや 　　２　区公式ウェブサイト ３　区役所の情報コーナー

４　区役所以外の施設（生涯学習センター、社会福祉協議会、コミュニティセンター等）

５　区役所等の会議　　　　　 ６　家族・知人

７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

２　あいさつする程度の関わりがある（例：近所の住民であいさつする）

中区の区政運営について

中区将来ビジョン2023



問11 あなたは、今後どのようなまちづくりに力をいれて取り組んでほしいですか。

（○はいくつでも）

１　災害に強いまちづくり ２　犯罪や交通事故のないまちづくり

３　衛生的で快適に過ごせるまちづくり ４　生涯にわたり健康で暮らせるまちづくり

５　障害者が安心して暮らせるまちづくり ６　高齢者が安心して暮らせるまちづくり

７　安心して子どもを育てられるまちづくり ８　子どもが健やかに育つようなまちづくり

９　誰もが意欲を持って働けるまちづくり 10　生涯にわたり学ぶことやスポーツのできる

　　 まちづくり

11　差別や偏見がないまちづくり 12　外国人との交流がすすんだまちづくり

13　歴史・文化などの魅力が高いまちづくり 14　地域が主体となったまちづくり

15　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

問12 令和元年度に区役所の独自の予算でさまざまな事業を行いました。

以下の事業番号1～20の事業について、「拡充して欲しい」、「現状のままでよい」、

「廃止・縮小して欲しい」のいずれかに○印をつけてください。
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1 帰宅困難者対策の推進

事業者や通勤・通学者に対し、一斉帰宅抑制の重

要性について周知し、駅周辺や路上で滞留による

混乱、二次災害が生じないよう対策に取り組みま

した。

総務課

2
健康危機管理講習会の

開催

南海トラフ巨大地震に備え、地域住民などを対象

に避難所における健康管理や平常時からの食の備

えの必要性について普及啓発し、発災時の自助力

を高める講習会開催したり、感染症や食中毒の予

防について区民に対し分かりやすく普及啓発を行

い、発災時に効果的な行動がとれるようにする講

習会を開催しました。

保健管理課

保健予防課

3

安心・安全・快適なま

ちづくりフェスタの実

施

犯罪や交通事故のない地域づくりとして、防犯・

交通安全の被害にあわないよう意識啓発をするた

め、幅広い年齢層の方が参加できるイベントを開

催しました。

地域力推進室

4 区民の健康づくり事業

区民の健康づくりを図るため、身近な地域や多数

の人が集まる場で、ロコモティブシンドロームや

健康づくりに関する知識の普及啓発を行いまし

た。また、各種健康教室における託児ボランティ

アを派遣しました。

保健予防課

5
中区障がい福祉サービ

スガイドブックの作成

障害福祉サービスを提供する事業所の情報を掲載

した「中区障がい福祉サービスガイドブック」を

作成し、障害者が生活状況や希望に合わせて自主

的に事業所を選択できるよう支援しました。

福祉課
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6
子育て家庭の支援と児

童虐待の発生予防

子育て相談窓口を掲載した「子ども医療証カ
バー」や「吸着シート」、子育て情報等を掲載し

た「子育てマップ」の作成、「中区子育てフェス
タ」、「なかっこ広場」、「子育てサロン」や子

育て支援のための教室を開催しました。また、新

生児・乳幼児訪問、育児教室における通訳を配置

しました。

民生子ども課

保健予防課

7
ぱくぱく教室の開催
（乳幼児期における食

育の推進）

離乳食が適切な時期に始められるよう離乳前後の
離乳食指導、歯科指導、個別相談を行う教室を託

児スタッフを配置して実施し、離乳食に関する不

安の軽減に努めました。

保健予防課

8

外国人への子育て支援

（マミーズクラスの開
催）

外国人の母親が育児の基本やポイントなど健康生
活全般について助産師・保健師・管理栄養の講話

を通じて学習し、不慣れな日本の生活での育児不
安や育児困難感を乗り越え、安心して子育てがで

きるように支援しました。

保健予防課

9
若者の芸術活動発信の

場づくり事業

市内で活動する若者が、中区の魅力を知り、モ

チーフとしてデザイン作品を作成する機会を設

け、その創造活動の発信の場を提供しました。Ｐ

Ｒ用ポスターの作成をしました。

地域力推進室

10
生涯スポーツの普及に

向けた講習会の実施

区民の生涯スポーツの取り組みとして、レクリ
エーションインディアカの振興及び指導活動の促

進と指導体制を確立するため、地域のスポーツ施
設、団体及び学校等において、指導員の養成を行

いました。

地域力推進室

11
外国人との共生と交流

のまちづくり事業

日本人と外国人との区民の交流を促進し、お互い

の文化や考え方を尊重できる多文化共生のまちづ

くりをすすめるため、多文化共生交流会や多文化
共生推進講演会を開催しました。

地域力推進室

12
中区の成り立ち・歴
史・文化をいまに伝え

る事業

中区の歴史への関心を高めるための事業として、
堀川文化講座や堀川文化歩こう会の実施、歴史を

題材とした紙芝居の動画を作成しました。

地域力推進室

13
中国語及びフィリピノ
語通訳の配置

市内16区で最も外国人人口が多く、その中でも特

に多い中国とフィリピンの方の窓口対応を円滑に
行うため、保険年金課及び民生子ども課を中心に

通訳者を配置しました。

企画経理室

14
地域の絆づくり支援事
業

地域団体等が行う夏祭り、防犯教室、スポーツ大
会など、「人と人とのつながりや絆を深めるため

の活動」を支援しました。

地域力推進室

15 区政運営方針の作成

区政運営について広く区民に周知するとともに、

方針に対する意見をいただくため冊子と概要版
（A3両面）を作成しました。概要版ではデザイン

に中区広報大使OS☆Uを用いたり、やさしい日本語
版を作成して周知を図りました。

企画経理室

16
区民アンケート調査の

実施

今後の区政運営の取組みや、区役所窓口サービス

の改善策等につなげるため、「区政運営方針」や

「今後の区政運営」に関するアンケート調査を実

施しました。

企画経理室
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問13 あなたは、これまでに地域の防災訓練へ参加したことがありますか。（○は１つ）

１　参加したことがある ２　参加したことがない

問14 あなたは、家庭内において、災害に対する備え（家具の転倒防止※、水や食料などの

備蓄など）をしていますか。（○は１つ）

※家具の転倒防止…家具を固定する、家具を置かない、家具の配置を変える、背の低い

　　　　　　　　　家具に換えるなど、倒れた家具の下敷きにならないための対策

１　はい ２　いいえ

問15 <問14で「はい」と答えた方にお聞きします。>

災害に対してどのような備えをしていますか。　（〇はいくつでも）

１　水や食料などの備蓄品の備え

２　寝室の家具の転倒防止

３　各種防災マップの保管（「あなたの街の洪水・内水ハザートマップ」など）

４　寝室以外の場所の家具の転倒防止

５　家族防災会議の実施（避難先や連絡方法などを話し合うこと）

６　その他　（　　　　　　　　　　　　　 ）

問16 防災・減災対策を進めるためにどのようなことにより力を入れてほしいですか。

（○は1つ）

1　家具の転倒防止や備蓄物資の用意など、家庭でできる災害対策の推進（自助）

２　指定避難所開設運営訓練など、地域が実施する防災訓練の支援（共助）

３　災害対策本部の訓練や職員研修など、行政機関の災害対応能力の向上（公助）

４　通勤・通学者、買い物客向け啓発キャンペーンなど、帰宅困難者対策の推進

５　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問17 「名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により平成29年10月1日から

自転車損害賠償保険等の加入が義務化されましたが、ご存知ですか。（○は１つ）

１　知っている ２　知らない

問18 あなたは自転車の事故に備えた保険に加入していますか。（○は１つ）

１　自転車の保険に加入している（他の保険の特約等で備えているものも含む）

２　加入していない ３　加入しているかわからない

問19 「名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」において自転車利用時に

65歳以上の方はヘルメットを着用するよう努めなけれなならないと定められていますが、

ご存知ですか。（○は１つ）

１　知っている ２　知らない

事業への参加意識、情報提供の満足度、その他について



問20 あなたは、自転車利用時にヘルメットを着用していますか。（○は１つ）

１　着用している ２　着用していない ３　自転車を利用しない（乗らない）

問21 ＜40歳以上の方にお聞きします。＞

認知症や要介護状態になったときに、いきいき支援センターなどの相談先があることを

ご存知ですか。（○は１つ）

１　知っている ２　知らない

問22 中保健センターに「子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）」があることを

ご存知ですか。（○は１つ）

１　知っている ２　知らない

問23 子育てしやすい社会を作るためにはどのようなことにより力を入れてほしいですか。

（○は１つ）

１　多様な保育サービスの充実や、放課後児童に対する施策の充実

２　安心して出産や子育てができる医療サービスの充実

３　経済的な支援の充実（児童手当制度の充実や税制度での優遇など）

４　子育てしやすいまちづくり（住環境や遊び場・公園の整備など）

５　子育てについて相談できる機関やサービスの充実

６　その他　（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ）

問24 あなたは、近隣住民との「ご近所づきあい」がありますか。（○は１つ）

１　はい　　　　　（→次は問２5にお進みください。）

２　いいえ　 　（→次は問26にお進みください。）

問25 ＜問24で「１」と答えた方にお聞きします。＞

あなたの「ご近所づきあい」で、該当するものに○をつけてください。（○はいくつでも）

１　町内会、老人クラブ、子ども会など地域の活動

２　学校活動、PTA活動 ３　子育てサロン、高齢者サロンなどの集いの場

４　買い物、通院など日常生活を通した知り合い ５　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

問26 ＜問24で「２」と答えた方にお聞きします。＞

「ご近所づきあい」がない理由について該当するものに○をつけてください。

（○はいくつでも）

１　必要性を感じないから ２　地域活動に参加する負担が大きいから

３　わずらわしいから ４　引っ越してきたばかりだから

５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問27 あなたは、日常生活で困ったことを家族以外に相談できる人がいますか。（○は１つ）

１　いる ２　いない



問28 ＜問27で「１」と答えた方にお聞きします。＞

該当する人に○をつけてください。（○はいくつでも）

１　近隣住民　　　２　友人（近隣住民ではない）　　　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問29 あなたは、地域活動やボランティア活動に参加したいと思いますか。（○は１つ）

１　進んで参加したい（すでに参加している） ２　条件があえば参加したい

３　参加したくない

問30 あなたは、「広報なごや中区版」をお読みいただいていますか。（〇は1つ）

１　毎月、すべてを読む　　　　    ２　毎月、興味のある記事のみを読む　

３　年に数回は読む　　　　　      ４　読んだことがない

問31 今後、「広報なごや中区版」で、どのような記事を読みたいですか。（〇はいくつでも）

１　防災　　　　２　交通・生活安全　　　　３　環境衛生　　　４　福祉や健康づくり

５　子育て・教育　　　６　歴史・文化等の魅力　  　　７　イベント情報

８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問32 あなたは、区役所の催し・イベント等をどのような手段でお知りになりましたか。

（○はいくつでも）

１　広報なごや 　　２　区公式ウェブサイト ３　区役所の情報コーナー

４　区役所以外の施設（生涯学習センター、社会福祉協議会、コミュニティセンター等）

５　区役所等の会議　　　　　 ６　家族・知人

７　その他　（　　　　　　　　　　　　　　 　　 ）

問33 あなたが、区役所の催し・イベントを知るために力を入れてほしい情報提供手段は

何ですか。（○はいくつでも）

１　広報なごや 　　２　区公式ウェブサイト ３　区役所の情報コーナー

４　区役所以外の施設（生涯学習センター、社会福祉協議会、コミュニティセンター等）

５　区役所等の会議　　　　　　 ６　ＳＮＳ（フェイスブック等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　その他　（　　　　　　　　　　　　　　 　　 ）

問34 区役所からの区民の皆様への催し・イベントなどの情報提供についてどのように

感じますか。（○は１つ）

１　満足　　　２　やや満足　　　３　普通　　　４　やや不満　　　５　不満

問35 中区役所・中保健センターに対するご意見・ご要望がありましたら、ご自由にお書き

ください。



問36 あなたの性別をお聞かせください。

１　男性 ２　女性

問37 あなたの国籍をお聞かせください。

１　日本国籍 ２　外国籍

問38 あなたの年齢は何歳ですか。

１　18～19歳 ２　20～29歳 ３　30～39歳 ４　40～49歳

５　50～59歳 ６　60～64歳 ７　65歳～69歳 ８　70歳以上

問39 あなたの職業は何ですか。

１　会社員 ２　公務員 　　　３　自営・自由業　　　４　アルバイト・パート

５　家事専業 ６　学生 　　　７　無職 　　　８　その他（　　　　　　　　　　　）

問40 お住まいの学区（小学校区）はどこですか。

１　名城 ２　御園 ３　栄 ４　新栄

５　千早 ６　老松 ７　大須 ８　松原

９　橘 10　平和 11　正木

学区がわからない方は住所をご記入ください。　　町名（　　　　　　　町　　　　　丁目）

問41 あなたは、中区にどのくらいお住まいですか。（中区内での転居を含む）

１　１年未満 ２　１年以上３年未満 ３　３年以上10年未満

４　10年以上20年未満 ５　20年以上

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

最後に、あなたご自身についてお聞きします。


