
タイトル

概要

対象者数：213 有効回答数：137 回答率：64.3%

回答 選択人数 ％

男性 39人 28.47%

女性 98人 71.53%

回答 選択人数 ％

20代 14人 10.22% 40代 26.3%

30代 34人 24.82% 30代 24.8%

40代 36人 26.28% 50代 19.7%

東大阪市が実施している緑化活動の取組みに関するアンケート

みどり景観課で進めているボランティア活動についての認知度を確認するととも
に、どういった形で緑化施策を進めていくべきかを検討するためのアンケートで
す。

1. 会員番号を入力してください。

(会員番号はメール本文に記載しています) （必須。3文字以内。半角英数(記号)）

2. 性別を教えてください。 （必須）

女性 71.5%

　男性 28.5%

3. 年齢を教えてください。 （必須）

50代 27人 19.71% 60代 14.6%

60代 20人 14.60% 20代 10.2%

70代以上 6人 4.38% その他 4.4%

回答 選択人数 ％

知っている 34人 24.82% 知らない 75.2%

知らない 103人 75.18% 知っている 24.8%

緑化ボランティアの育成していることについては、まだ知らない方が３／４もおられる。本事業開始から５年
が経過するが、まだまだ認知度が低いことがわかった。今後は、市民の皆さまへの周知に努め、より多くの
方に取り組みに参加、協力していただけるよう努める必要がある。

4. 東大阪市で「緑化ボランティア」の育成をしていることを知っていますか。 （必須）



回答 選択人数 ％

市政だより 25人 73.53% 市政だより 73.5%

市ホームページ 4人 11.76% 市ホームページ 11.8%

PRチラシ 1人 2.94% その他 11.8%

緑化イベント 0人 0% PRチラシ 2.9%

「緑化ボランティア」が
おこなっている活動を
通じて

0人 0%

その他 4人 11.76%

回答 選択人数 ％

知っている 17人 12.41% 知らない 87.6%

知らない 120人 87.59% 知っている 12.4%

5. 問4で「知っている」と回答された方に質問です。

どこで知りましたか。

市民の方への周知方法として市政だよりが大きな役割を果たしていることが分かった。イベントや活動を通
じたＰＲも実施しているが伝えきれていないことが分かる。

6. 東大阪市に緑化ボランティア団体「花とみどりいっぱいに会」があることを知っていますか。 （必須）

知らない 120人 87.59% 知っている 12.4%

回答 選択人数 ％

市政だより 8人 47.06% 市政だより 47.1%

市ホームページ 3人 17.65% その他 23.5%

東大阪市市民活動情
報サイト「スクラムは～
と」

0人 0% 市ホームページ 17.6%

花壇に設置されている
「花とみどりいっぱい
に会」の看板

1人 5.88% 花壇に設置されている「花とみどりいっぱいに会」の看板 5.9%

「花とみどりいっぱい
に会」がおこなってい
る活動を通じて

1人 5.88% 「花とみどりいっぱいに会」がおこなっている活動を通じて 5.9%

その他 4人 23.53%

緑化ボランティア団体も結成から約4年が経過するが、まだまだ認知度が低い。団体との協働事業を増や
す等積極的にＰＲ活動にも協力し、団体の活性化にもつなげていく必要がある。

7. 問6で「知っている」と回答された方に質問です。

どこで知りましたか。



回答 選択人数 ％

参加したいと思う 65人 47.45%
　参加したいと
 　思わない 52.6%

参加したいと思わない 72人 52.55% 　参加したいと思う 47.4%

市民の方への周知方法として市政だより、市ホームページが大きな役割を果たしていることが分かった。
ボランティア団体の活動場所は増えてきているものの、活動の認識はまだ低いため、今後も積極的にPRを
おこなっていく必要がある。

8. 問7で「その他」と回答された方に質問です。

具体的な内容を教えてください。 （40文字以内）

回答

元会員

10. 問9で「参加したいと思う」と回答された方に質問です。

回答者：4人(100％)　 未回答：0人(0％) 

どのような活動に参加したいですか。 （複数回答可）

ローカルテレビで活動紹介されてたと思う

知人から

j:comチャンネルの　東大阪版の放送で。

9. 「緑化ボランティア」の活動に参加したいと思いますか。 （必須）

緑化ボランティアについての認知度は低いが、回答いただいた方の約半数が緑化ボランティアの取り組み
に参加したいと思っていることが分かった。今後、積極的な広報を進めていく中で、より多くの市民と協働で
緑化活動を進めていくことが出来ると思われる。参加希望者には積極的に参加していただける仕組みづく
りやイベントを開催していく必要がある。

回答 選択人数 ％

花壇等への水やり 19人 21.11% 種から育てる花苗の育成 31.1%

花壇等の草抜き 12人 13.33% 花苗の植え付け 28.9%

花苗の植え付け 26人 28.89% 花壇等への水やり 21.1%

種から育てる花苗の
育成

28人 31.11% 花壇等の草抜き 13.3%

その他 4人 4.44% その他 4.4%

未回答 1人 1.11% 未回答 1.1%

種から育てる花苗の育成や花苗の植え付け等、実際に花に触れる活動に対する希望が多かった。水や
り、草抜き等維持管理の部分については花をきれいに維持するために不可欠な部分であるため、最初の
一歩として実際の花苗の育成の部分から始めて、その楽しさを理解してもらうという進め方が必要ではな
いかと考える。



自身のスキルアップを希望される方もおられた。また、助成することでの支援を望まれる方もおられること
が分かった。今後、こういった希望を受けてボランティアの活動を支援していくことも検討する必要がある。

11. 問10で「その他」と回答された方に質問です。

12. 問9で「参加したいと思わない」と回答された方に質問です。

その理由を教えてください。 （40文字以内）

回答者：67人(93.06％)　 未回答：5人(6.94％) 

育児に手一杯で、残念ながらボランティアをしている余裕がない

どうしたらいいかわからないから

具体的な内容を教えてください。 （40文字以内）

回答者：4人(100％)　 未回答：0人(0％) 

自宅の外に面した庭に植える花の育て方など講習があれば参加したい

今よりももっと緑化運動をしたい（公園や道路に植林等）。

要望があれば助成させていただきます。

園芸の勉強になるのなら参加してみたい

回答（一部抜粋）

回答

休日は、こどもたちとの時間に費やしたい。

自分の子供が一緒にできる年齢になればしたい。大人1人で参加するのは躊躇する。

他にやりたい活動があるから

交通費がかかるので

参加の年齢層が高そうなので、他の参加者の方々となじめない気がする

仕事と他のボランティアをしているから

育児や仕事等で時間がない方もおられるが将来的には参加してくれる方もおられると思う。どうしたらいい
かわからないという方に対しては始めのきっかけとして一度参加してもらえるような機会をつくり体験しても
らうことでその後も継続的に続けていただけるよう取り組みを検討していきたい。



回答 選択人数 ％

緑化に関する相談の
窓口

31人 7.28%

緑化に関する講習会
の開催

46人 10.80%

緑化に関する情報の
収集・発信

40人 9.39% 緑化イベントの開催 18.5%

緑化イベントの開催 79人 18.54% 花苗等の資材や機材の提供・貸与 14.8%

市民活動(他分野を含
む)の交流場所の提供

32人 7.51% 自然体験や環境学習の提供 12.2%

ボランティア等の人材
育成

31人 7.28% みどりを活かした生活文化・ライフスタイルの提案 11.7%

自然体験や環境学習
の提供

52人 12.21% 緑化に関する講習会の開催 10.8%

みどりを活かした生活
文化・ライフスタイルの
提案

50人 11.74% その他 31.9%

花苗等の資材や機材
の提供・貸与

63人 14.79%

その他 2人 0.47%

13. 東大阪市では、市民の緑化活動の支援及び地域からのみどりの取り組みを推進するために、

「(仮称)緑化センター」にどのような機能を求めますか。 （必須。複数回答可）

緑化センターに求める機能としては、体験型の緑化活動を望んでいる方が多い。みどりを活かした生活文
化・ライフスタイルの提案も求める方が多いことから、生活の中にみどりを取り入れたいと考えている方も

「(仮称)緑化センター」の建設を進めています。

化・ライフスタイルの提案も求める方が多いことから、生活の中にみどりを取り入れたいと考えている方も
多いと思われる。今後は、集計した意見を踏まえながら緑化センターの運営について検討していきたい。

14. 問13で「その他」と回答された方に質問です。

具体的な内容を教えてください。 （40文字以内）

回答（一部抜粋）

回答者：2人(100％)　 未回答：0人(0％) 

小中学校での緑化に関する体験等の教育

花、植木の販売



15. 「緑化ボランティア」についてご意見・ご要望等がございましたら、ご自由にご記入ください。
    （1000文字以内）

回答（一部抜粋）

回答者：54人(39.42％)　 未回答：83人(60.58％)

東大阪市は広いので、色々な場所で開いて参加しやすくしてほしい。
幼稚園児に苗などを配り、育成の教育に結びつけてほしいです。

どんなことをするのかが不透明。

楽しみながら出来るようなら参加しやすいかも

春から新しくボランティアを始めるのと、別の有償ボランティアを月２回出席するかもしれないので、予定は
立てにくいけれど、少しは参加できるかもと、思っています。

全くのボランティアをしてくれる人は愛ガードさんも少ないですし人が偏るのではないでしょうか

一年草を植えているのは、一年で入れ替えしなきゃならないし、費用と手間がかかりもったいないなぁ、と
感じています。長持ちするタイプを植えたり、手入れが少なくて済むものを選ぶのはどうかなぁ、と思いま
す。花壇を毎年綺麗に、というより、自然豊かな東大阪、みたいに出来たら、と思います。

気軽に参加できるように、パンフレットなどが該当に設置されていたら嬉しいです。土いじりが好きなママ友
と一緒に参加もしやすいと思います。

緑化ボランティアはとてもいいことだと思っています。四季を感じられ、街が彩られるから。短期的でなく長
期的な活動になればいいと思っています。

活動をもっとアピールしてほしい

どのような活動をしているのか、ほとんど知らない市民が大半だと思われます。せっかく市のため、地球の
ために環境の良いことをされてるのに伝える側(行政)の伝え方に工夫がないのだと思います。ボランティア
をされてる方のためにも、是非行政にがんばってもらいたい。

駅前の花壇や近くの公園など、ボランティアの方がとてもきれいにして下さっているのはいつも目にしま
す。とてもありがたいと思います。

緑化には興味があるけれど、まだ子供が小さいのでなかなかボランティア活動には参加できません。
子供も一緒にできる活動があれば参加したいです。ボランティア活動されてる皆さんには感謝です。

私は今は時間的余裕が無く参加できないが、すばらしいことだと思うので、育成は続けてほしいです。

町で掃除をされている方や、団体で菜の花などを植え付けされている方などを見ると、心が安まります。東
大阪をゴミなしで花がいっぱいの町にしたいです。

緑豊かな自然が身近に感じることで、子供たちが健やかに過ごせるように。

ボランティアといってもすべてが無料ではなく、交通費は出すべきだと思います

やはり町には緑があるとないでは全く違う。
でもメンテナンスが大事だと思うのでボランティアさんなどの活動継続が重要では。

子どもたちを対象とした緑化活動を期待します。市政だよりをみていると、緑化活動やボランティアは高齢
者参加率が高いように思います。時間も平日の昼間など、子どもが参加できない日程もあり、対象者が限
られるように思います。ぜひ子どもや就労している父親や母親も一緒に参加できるような日程で企画される
とよいと思います。

2019年にはラグビ－のワ－ルドカップが開催されますので海外の観光客はワ－ルドカップが終わってもも
う一度大阪に観光に来たいと思えるような大阪にこれから緑化活動も力入れて自然に満ちた大阪にしてし
ていきたいですね。

私は今は時間的余裕が無く参加できないが、すばらしいことだと思うので、育成は続けてほしいです。
一ヶ所だけでなく、市内に窓口を何ヵ所かあれば。

緑化ボランティアに対する意見は好意的なものがほとんどであった。継続的に取り組む課題だという認識
も多く、交通費の支給や新たなボランティアを増やすなど長期的に取り組むための工夫を求める意見も多
かった。
次世代を担う子どもたちとともに取り組むべきだという意見もあり、開催の日程等の工夫も必要であると考
える。

自宅近くであれば良いと思います。

軌道にのったら、これからの未来を担う子供たちがグループでボランティアに参加できるような企画をして
ほしい。友達と学び、色んな意見を聞くことで緑化の大切さを自ら考えてほしいから

まずは、興味はあるが自信がないなどという人が、参加しやすいようなワークショップなどを開催してはどう
か。鉢への土の入れ方や水のあげかたなど。市内の緑化も大切だが、ヨーロッパのように、各家庭で素敵
な緑化を定着できればよいのだが。



16. 「(仮称)緑化センター」についてご意見・ご要望等がございましたら、ご自由にご記入ください。
　　　 （1000文字以内）

回答（一部抜粋）

回答者：49人(35.77％)　 未回答：88人(64.23％)

無駄な建設にならないようにして欲しいです。

幼稚園や保育園や小学校の子供達が気軽に参加(または各学校で)できる、緑化イベントが定期的にあれ
ば、子供達も環境を考えるいい機会になっていいと思います。

目的や活動をわかりやすくし、マスコットキャラクターなどを設置することで、市民に身近なものと感じてもら
えるよう努力することが必要だと思います。

わざわざ建設をするのはまた税金が使われるのが勿体無いと思います。今ある色々な施設、自治会館な
どあまり活用されていない施設を使った方がいいと思います。また一つのところに集約するのでは行きや
すい相談しやすいところにはなれないと思います。ボランティアをする方は高齢者の方が多そうですし、、
東大阪は広いので市に何箇所かある方が活動しやすいと思います。

器だけ立派、という事にならないようにお願いします。公共の場だけでなく、教育現場での、緑化運動を望
みます。保育所~高校まで、緑に囲まれた環境にしてあげてください。どこの学校も校庭には緑が少なす
ぎると思います。子供たちには、育てる面白さを、中学生以上には世話をする大切さ楽しさを味あわせてあ
げてください。

あまり土に触れる機会がない親子を対象にしたサークルがあると、嬉しいです。

人が集まるようなイベントをたくさんやってください。
緑が増えると人も増えると思います。

色んな世代が楽しめるイベントを企画してほしい

こどもが気軽に出入りできるような環境を作ってもらいたい。そこから地域や学校に広がっていき緑化が進
んでいくこともあると思います。

大人ばかりで物事をかんがえるのではなく、様々な世代を巻き込みながらやっていってもらいたいと期待し
ております。

緑化センター建設、大変結構な話で期待しております。

センターは入りやすく、集まった仲間の語らいがゆったりとできることを願う。
緑化センターからの情報を知りたいです

堺市の大仙公園にも緑化センターがありますが、訪れる市民は「植物の展示」が楽しみな様子です。相談
員が配置されていますが、ほとんど利用がなく手持ち無沙汰な様子です。

※「％」は小数点第3位を切り捨てしているので、合計値に+-0.1％の誤差が生じる場合があります。

緑化ということに関しては良いことだと思いますし、ボランティアも推進すべきだとは思いますが、「緑化セン
ター」の存在意義があまりわかりません。市役所内の担当部署を作るということではダメなのでしょうか。経
費削減という点でもわざわざ建設しなくてもと思いますが。

緑化センターに求める機能として、様々な世代が利用しやすい施設にしてほしいという意見が多かった。東
大阪市はみどりが少ないというイメージがあり、子供たちには小さいうちからみどりに親しみ、環境につい
て考えるきっかけになったらという意見があった。
その他の意見として、建設に対する費用についての言及があった。建設後も市民の皆さんに積極的に利
用していただけるよう、運営についてはきっちり検討していく必要があると考える。

立派なものを建てても中で働いてる人が無駄に時間を過ごしていたらとても無駄な施設になってしまいま
す。市民の方が親しみを持って意見が交換できる施設になって欲しいと思います。

気軽に問い合わせや機具の貸出し等出来るような、オープンで明るい緑のある施設を希望。

緑化センターと合わせて植物園みたいな年中親しめる空間があればいいと思います。

市営の建物はたいてい平日のみ空いていて利用がしにくいように感じます。もっと気軽に利用でき、交流で
きるようにオープンになると良いと思います。また気軽に利用できるようなカフェのような、飲食系のものが
そばにあると利用しやすいのでは。例えば大阪府が「中ノ島」界隈を「水都」として発展していけるような街
づくりをしていますが、東大阪市もラグビー場界隈を「緑都」として発展していけるような街づくりをすすめる
のもよいと思います。

緑化センター建設、大変結構な話で期待しております。
今までに行った都市でキレイだなーと感心した街は、道路の緑化と清掃、そして公園等の樹木及び草花の
手入れが徹底されているように思いました。　一部ですが北海道の各町・仙台・東京・金沢・赤穂等々。

緑化センターができることはうれしいし、活動の拠点になることを期待している。


