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対応方針
分
類

外部評価意見への対応方針

番
号

項目
年
月

外部評価意見

・各地域の事情を踏まえて一緒に検討していく。

H28.9

「積極的自律的なまちづくり活動」という言葉を入れ
ては。計画の「自助共助」の考え方を浸透させてい
けたらいい。
(魅力あるまちをつくろう！部会学習会)

・東淀川区地域保健福祉計画へ集約
【H29運営方針　1-3-1「区地域保健福祉計画に基づく地域の
取り組み支援」】

・区民で実行委員会をつくり賛同者を掘り起こしな
がら、地域の魅力を集め発信する「東淀川区検定」
のようなことができないか。やりたい人がした方が盛
り上がる。地域の人を中心に、実行委員会をつくっ
て、色んなことに詳しい方を発掘し、増えていけば地
域とのつながりも増える。10年後20年後、東淀川区
を支える力になるのでは。
(魅力あるまちをつくろう！部会学習会)

・11月15日講演会「“なんかおもろい”まち東淀川」において、
アンケートと賛同者募集をするなど、取り掛かりができないか
と考えている。
【H29運営方針　1-2-1・1-2-2】
「東淀川区魅力発信プロジェクトの実施」

H28.4
・10年後の将来の具体的予想データをもとに考える
べき(健康・福祉部会学習会)

まちの
にぎわい
や魅力に
ついて H28.4

・東淀川区は交通便利、買物も豊富、大学も２つあ
り、犯罪率も他区と比べて高くなく安心安心。生活し
やすい便利なまちである。いいところや特色をもっと
効果的に発信すべき。イメージを明るくすることが必
要。
（魅力あるまちをつくろう！部会学習会）

【Ｈ29運営方針　1-2・1-2-1】
戦略として「にぎわいのあるまちづくり」、具体的取組として「新
たな担い手と魅力発掘支援」を新設
【H29運営方針　1-2-1・1-2-2】
「東淀川区魅力発信プロジェクトの実施」

H28.9

東淀川区の広く誇れる伝統や技術、歴史、芸術、ス
ポーツなどまちの素晴らしさ「まちの宝」を区内外に
伝える。また新しくまちの魅力をつくることが、こども
の夢や健やかな成長につながる。
(教育・子育て部会にて今までの意見を「方向性」に
集約)

【Ｈ29運営方針　1-2・1-2-1】
戦略として「にぎわいのあるまちづくり」、具体的取組として「新
たな担い手と魅力発掘支援」を新設
【H29運営方針　1-2-1・1-2-2】
「東淀川区魅力発信プロジェクトの実施」

H28.10

・新たな担い手の発掘について、区役所を通じての
結びつきは結構あるのでは。そんな人材のデータ
ベースを作っては。
・学生などの担い手育成も大事だが、既存のものの
活用が大事。
・他の地活協と協働で取り組むなどできないか。
(魅力あるまちをつくろう！部会)

・できるだけアンテナを張り、情報を集めて活かしていきたい。
区役所でもうまくつなげる仕組みをつくっていければいい。

H28.4
H28.9

H28.6
H28.9

・地域活動に携わっていない人への効果的な情報
発信ができないか。またSNSなどをもっと活用すれ
ば若い人が地域活動に参加してくれる可能性が高
まるのでは。
(魅力あるまちをつくろう！部会学習会・部会)

・地域の方同士で「特殊詐欺に気をつけて」「歩くと健康にい
い」など言い合ってもらう方が区役所が「特殊詐欺に注意」と広
報するより有効。広がっていく。共助にもつながる。
【Ｈ29運営方針　1-1-1「地域活動協議会を中心とした地域活
動への支援」】
区広報誌やHP・SNSをはじめ様々な媒体を活用し、活動への
参加を呼びかける。

H28.8

・各地域の活動情報を集め、区内各所にいつでも元
気な活動があることを感じるようなことができない
か。(いつどこ元気東淀川∞(ｴﾝﾄﾞﾚｽ)フェス）
（魅力あるまちをつくろう！部会学習会）

【Ｈ29運営方針　1-2・1-2-1】
戦略として「にぎわいのあるまちづくり」、具体的取組として「新
たな担い手と魅力発掘支援」を新設

・そもそも「地域活動協議会」が区民に浸透していな
い印象がある。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

・地域活動協議会について説明するパンフレットを作成中。
【Ｈ29運営方針　1-1-1「地域活動協議会を中心とした地域活
動への支援」】
「地域活動協議会の活動紹介パンフレットの活用」

H29.3

H28.8

・区民まつりの活性化。
(魅力あるまちをつくろう！部会学習会)

・区政会議魅力あるまちをつくろう！部会から2名の委員に、区
民まつり実行委員会企画部会に参加していただき、意見を直
接提案できるようにした。
【H29運営方針　1-2-1・1-2-2】
「区民まつりの実施」

・区地域保健福祉計画に将来推計を掲載

H28.8

・10年20年後も安心して普通に暮らせるまちづくり
((魅力あるまちをつくろう！部会学習会)

・東淀川区地域保健福祉計画へ集約
【H29運営方針　1-3-1「区地域保健福祉計画に基づく地域の
取り組み支援」】

H28.9

・2025年には、高齢者自身で問題意識をもって自発
的に関わっていく人が出てくると期待している。今活
動している地域の宝のような素晴らしい方を見つけ
てノウハウを伝え後継者を養成することも課題で
は。　（健康・福祉部会）

・団塊の世代の方が高齢者になったとき、健康づくりをしたうえ
でお互いに支え合えるように、もっと身近なところで、どう自助・
共助を膨らませ、どう公助するか一緒に検討していく。
【H29運営方針　1-3-1「区地域保健福祉計画に基づく地域の
取り組み支援」】

地域活動
について

東淀川区
地域保健
福祉計画
について

・計画における地域の役割を知りたい。
(健康・福祉部会学習会)

H28.4
H28.5
H28.6
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H28.6

・がんだけでなく全体的な医療や他の健診の対策も
必要。　（健康・福祉部会）

・医療を含めて全ての健診を捉えることができればいいが難し
い。
・健康格差は経済格差といっても、病気の分析など格差を縮
める対策の提案はできる。
【H29運営方針　2-2-1】
具体的取組「健康格差の解消に向けて」を新設

H28.9

・なぜこの計画が必要だとか担い手になる高齢者へ
の呼びかけ、困窮者がどこに助けを求めたらいいか
などわかるように広報することが必要。
（健康・福祉部会）

・地域に区役所が入って説明したり一緒に考えていく。皆さん
に知っていただく広報の方法も工夫していく。
【H29運営方針】
1-3-1「区地域保健福祉計画に基づく地域の取り組み支援」
1-1-2「地域担当制による協働のまちづくり」に記載

H28.8

H28.4
・ライフステーション事業は有効なツール。広げてい
くべき。　(健康・福祉部会学習会)

H28.4

・一般企業も協力できる。
(健康・福祉部会学習会)

・ライフステーション事業は、キーホルダー事業で緊
急時の対応ができるなど大変有効である。
・ライフステーションの数が足りないのでは。東西に
長い区なので別の団体や法人にも協力を求めて
は。(健康・福祉部会)

H29.2

・もっと周知してほしい。地域や町会単位で、敬老大
会や回覧などでの周知が必要では。
・参加していない人への認知度の検証や周知状況
の把握が必要では。
(健康・福祉部会)

・地域保健福祉計画に基づき地域包括ケアシステムの構築に
向けた取り組みを進めていく。
【H29運営方針　2-1-1「要援護者の見守りへの支援」】
「区内2か所の見守りの拠点（ライフステーション）で実施してい
る見守りキーホルダー等の見守り活動を支援する。（区ホーム
ページや地域行事等(敬老大会など）での広報周知、関係機関
との連携など）
区民モニターアンケート等を活用した、事業実施による効果の
分析。」

H28.10

・相談先がわからない人もいる。相談先のパンフ
レットやマップを事業所等にも配置しては。
(健康・福祉部会学習会)

H29.2

H29.2

・相談者には今日食べるものがないというような
困っている方がたくさん来ている。重要な事業であ
る。
(健康・福祉部会)

・ハローワークや就労準備事業の委託者、法律相談事業の弁
護士、就業訓練事業実施施設など18箇所の事業所と連携。備
蓄用のアルファー米などの提供も行っている。
【H29運営方針　2-1-3「生活困窮者の自立支援」

H28.6

・区役所の相談支援機能として複合的な課題のある世帯に対
して世帯単位で支援する体制の強化・充実を行う。
【H29運営方針　2-1-2】
具体的取組「複合課題世帯への支援」を新設。

H29.3

・地域の取り組み支援について、具体的な例があっ
た方がいいのでは。

【平成29運営方針　1-3-1「区地域保健福祉計画に基づく地域
の取り組み支援」】
「民間事業者を活用した勉強会など、地域版計画の策定を支
援する」

東淀川区
地域保健
福祉計画
について

健康に
ついて

地域包括
ケアシス
テムの構
築・ライフ
ステー
ションに
ついて

・各種検診についてしっかり周知してほしい。
・かつては近くの小学校で受診できた。住まいの近
くで検診が受けられないか
・たばこが健康に及ぼす害が大きいのでは。分煙や
喫煙マナー向上の取り組みも必要では。
　（健康・福祉部会）

・地域包括支援センターなどの関係機関や行政等
の連携が必要。
(健康・福祉部会)

・高齢者については会議等もあるが障がい者につ
いてケース検討のしくみがない。
(健康・福祉部会学習会)

H28.8

・複合的な課題を持つ高齢者世帯が多く、せめて虐
待ケースでは個々の家族を支援する担当を決める
べき。　(健康・福祉部会学習会)

・大阪市の検診受診率は全国的にも低い傾向にある。広報を
充実させていく。
【H29運営方針　2-2-1「健康格差の解消に向けて」】
・総合検診の実施回数増（6回⇒7回）やレディースデーの実施
（平成26年度より実施）を引き続き確保するとともに、小中学校
で乳がん検診、新たに淡路出張所で特定検診を実施すること
により、より受診しやすい体制を整える。
・重複予約、予約忘れなどによる検診直前キャンセルの件数
を減少させることにより、より多くの方に受診機会を増やすた
め、がん検診の予約方法を一年間分一括受付から半年ごと受
付に分ける。
・がん検診ポスターデザインを活用しカード等、より手に取りや
すい啓発グッズを作成し、より多くの方にがん検診の大切さを
普及させていく。
・区内地域及び区内大学に出向き、血管年齢測定、骨粗しょう
症検査やスモーカーライザー(呼気中のCO濃度測定機)による
禁煙の動機づけなど、幅広い年齢層に健康や検診の啓発を
実施していく。
・地域の健康を意識した飲食店に食生活への意識づくりの取
り組みを協力していただくことにより、普段の生活に身近な場
所でいつでも自分自身の健康について考えられる機会を増や
していく。

H29.2

生活困窮
者自立支
援につい
て

複合的な
課題のあ
る世帯へ
の支援に
ついて
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27 ②

28 ①

29 ②

30 ①

31 ①

32 ②

33 ⑤

34 ②

35 ②

36 ②

介護予防
について

一時預か
りについ
て

H29.2

・東淀川区独自の2時間単位での一時預かり保育
事業について、事業を知らない人が多い。ニーズは
あると思われるのに、周知ができていないのでは。
(教育・子育て部会)

【Ｈ29運営方針3-2-2「多様な保育ニーズへの対応」】
「乳幼児健診でニーズ調査を行うとともに周知を行う。」「乳児
での利用希望が増加しているため、こんにちは赤ちゃん事業、
母子手帳交付時面接での出生時事業手続き案内「みのりちゃ
んＢａｂｙファイル」などを活用した周知を行う。」

・介護する側へのサポートは長期的な観点で検討していきた
い。
・区役所で「元気アップリーダー養成講座」を8回コースで開催
し地域人材を育成している。
・総合事業では市の検証を受けた事業所に専門資格がなくて
もできる業務を住み分けしたい。地域の中での共助も大事。
バックアップしていきたい。
・介護ポイント事業は一昨年開始の大阪市の事業。当区では3
月に研修があるので周知する。
【H29運営方針　2-2-2】上に同じ

H28.9

・高齢者の食事サービスでの健康づくりとの連携や
運動の普及も何かできないか。
(健康・福祉部会学習会)

・食事サービスでも担当保健師が健康相談をしている。しかし
食事サービスの地域の担い手が高齢化して後継者問題もあ
る。
【H29運営方針　2-2-2】上に同じ

【Ｈ29運営方針】
戦略3-3「こどもの生きる力の育成（自尊感情向上の取り組
み）」に反映
具体的取組3-3-1「『こどもと地域を結ぶ居場所』づくり・学習支
援事業」・3-4-3「体験型食育推進事業」を新設

H28.9

・こどもとともに家庭や地域が自ら学び育てあう「共
育」を進め、さらに次の世代のこどもたちの「子育
ち」につながるように。
(教育・子育て部会にて今までの意見を「方向性」に
集約)

【Ｈ29運営方針】
戦略3-3「こどもの生きる力の育成（自尊感情向上の取り組
み）」に反映。

H28.10
H29.1

・サポートする側の支援・教育・人材育成も考えてほ
しい
・医者だけでなく介護など高齢者の体の特徴を知っ
ている人の意見も聞いてはどうか。
・将来介護が必要な人が増え、担い手が減る。資格
を持たなくてもできる仕事やそれを担う人が必要。
専門的資格を持つ人は専門的な介護に回るように
しなければ。
・百歳体操もふれあい喫茶もボランティアが高齢
化。
・介護予防ポイント事業は資格がなくても講習だけ
で従事でき、最高80ポイントで8千円還元。もっと周
知すれば興味を持つ人がいるのでは。
(健康・福祉部会・学習会)

H28.9

・百歳体操などシニア向けの健康づくりについて知
らない人が多い。浸透していない。
(健康・福祉部会学習会)

・百歳体操はもともと老人クラブ連合会や地域の団体が入った
「区民会議」で取組みを決めて始めた経過があるが、6年経
ち、アピール方法を考えていきたい。
【H29運営方針　2-2-2】上に同じ

H28.5

・高齢者が集まり健康指導員がいて元気に活動して
いるようなまちづくりが重要。
(健康・福祉部会学習会)

・健康寿命が長いことが重要。重点的に保健と福祉の担当で
力を合わせ課全体で進める。
【H29運営方針　2-2-2「いきいきとした暮らしに向けた連携強
化」】
「高齢者が身近な場所に週１回以上集い、介護予防となる科
学的な根拠のある活動（いきいき百歳体操等）を地域展開する
ため、サポーター養成講座やリハビテーション専門職の派遣
等の支援を行う。」

子どもの
居場所に
ついて

H29.2

・子どもの気持ちが見えづらい。
・地域みんなで見て子どもを孤独にしないこと。
・ニーズは多種多様。多様な居場所が必要。
・登録等ではない、ゆるい居場所が必要。
・学習支援をするには財政的にも人的にも難しい。
・地域と関係ない人にアドバイスしてもらうより、地
域に直接支援できないか。

・開設準備予算と民間事業者によるアドバイザー派遣。学習支
援でもアドバイザーによる支援ができれば。また大阪市のバウ
チャー制度も地域でも事業者登録により使用できる。
・学校や要対協・民生委員などの情報も地域へつなぎ、連携し
て育んでいきたい。
・学校とも意見交換していきたい。
【H29運営方針　3-3-1「『こどもと地域を結ぶ居場所』づくり・学
習支援事業」】

こどもと
おとなが
互いに元
気になれ
るまちづ
くりにつ
いて

H28.9

・家庭だけでなく、こどももおとなも安心して自然に
声をかけあえる関係を地域で培い、「こどもも親も周
りから見守られ支えられている」という安心感のあ
る、地域ぐるみの子育てが重要。
(教育・子育て部会にて今までの意見を「方向性」に
集約)

【Ｈ29運営方針3-1・3-4】
戦略「切れ目のない子育て支援」、「こども青少年の健全育成・
非行防止」に反映。

H28.9

・いつでも誰にでも開かれた地域の居場所で世代を
超えた人の輪で子どもが見守られ支えられながらこ
どももおとなも一緒に元気になる「場づくり」をそれぞ
れの地域で進めることが必要。
(教育・子育て部会にて今までの意見を「方向性」に
集約)

【Ｈ29運営方針3-3・3-3-1】
戦略「こどもの生きる力の育成（自尊感情向上の取り組み）」に
反映
「『こどもと地域を結ぶ居場所』づくり・学習支援事業」を新設

すべての
こどもが
「生きる
力」を身
につける
子育ち、
「共育」の
まちづく
りについ
て

H28.9

・全てのこどもが基礎学力や体力、基本的生活習慣
など、これからの社会を健康で心豊かに力強く生き
抜き、未来を切り拓く力を身につけられるよう、子育
ち・子育ての取組みを進めていく必要。
(教育・子育て部会にて今までの意見を「方向性」に
集約)
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44 ①

45 ①

46 ②

H28.6

・災害時には区役所はすぐ来られない。まずは自助
共助。地域住民で話しておくことが必要。タンスを固
定するなど、生き残ってこそ(防犯防災部会学習会)

子育てに
ついて

H29.2

・学力や運動能力の向上についての課題に直接関
係する施策があってもいいのでは。
・校庭を閉めたりボール遊びできない公園が多い大
阪市では体力が落ちている。
・親に教育することがあってもいい。テレビをつけな
い日キャンペーンなど、子育てはこうしたらという情
報発信も必要では。
一時預かり事業に関して、ニーズがあるはずだが知
られていないのでは。周知が必要。
・ゲストティーチャー事業に関して、情操教育は思春
期からしても遅いのでは。小さいうちから必要では。
（教育・子育て部会・学習会）

【H29運営方針】
3-1-4「子育てに活かせる知識・情報の発信」
3-2-2「多様な保育ニーズへの対応」
3-3-4「ゲストティーチャー派遣事業」

防災・
減災につ
いて

H28.8

H28.8

・地域にいる身障者の方をどう助けるのか。自分も
逃げないといけない。

・要配慮者についてまず地域で把握し、平常時から顔の見え
る関係を作ることが大事。要援護者名簿を整備中
【H29運営方針　4-1-1「地域防災・減災力の向上」】
「高齢者、障がい者などの要配慮者に対する支援を想定した
防災学習・訓練の実施支援」

H29.2

・区民アンケートでは転倒防止対策の認知度が3割程度。避難
所の認知度も低かった。まず自分の命を守ることが大事。
【H29運営方針　4-1-1「地域防災・減災力の向上」】
「防災フェアの開催」

・訓練参加者が同じ。参加しない人にどうしたら来て
もらえるか。学校と連携した訓練をすると多くの人が
集まる。休日にするとか大学で若い人に周知して
は。(防犯・防災部会学習会)

・自分の命を自分で守ることを参加していない層にも発信が必
要。各地域ごとのリスク（ここは浸水しやすいとか）は地域から
も発信してほしい。普段から話し合いしていただきたい。
【H29運営方針　4-1-1「地域防災・減災力の向上」】
「地域特性や夜間・水害など様々な事象を想定して、地域が主
体的に関係機関と連携するなど、訓練参加者の増加をめざし
た多様な訓練を実施する。」
「防災フェアの開催」

H28.6
H28.8
H28.11

・避難所がいっぱいの時他地域に受け入れてもらえ
るかなど横のつながりも必要。区一斉の大きな訓練
をしてもいい。
・今年は災害が多く、防災への関心が高まってい
る。
・男性より女性の方が物資の分配など適した判断が
できる。女性に特化した訓練も必要では。
(防犯・防災部会学習会)

・地域の避難所数も様々。中学校単位の合同訓練するといっ
たことなど連携は必要。区全体になると相当な規模になる。各
地域で違いもあり、まず各地域に必要な支援をしている。区役
所側は全職員の訓練を年2回実施している。
【H29運営方針　4-1-1「地域防災・減災力の向上」】
「地域が主体的に関係機関と連携するなど、訓練参加者の増
加をめざした多様な訓練を実施する。」

H28.8

・地域によっては、河川に近い・大学がある・戸建て
でなくマンションが多いなど状況が違う。地域実情に
応じた訓練が必要(防犯・防災部会学習会)

・多くの市営住宅などが水害時避難ビルの指定をさ
れたとのことだが、地域への周知が必要では。
(防犯・防災部会)

防災マップを更新し周知する。
【H29運営方針　4-1-1「地域防災・減災力の向上」】
「防災マップの配付による、避難場所や避難ビルなどの周知」

H28.8

・大規模地震想定の訓練が多いが、熊本地震を想
定した夜間訓練や水害・火災など多様な訓練が必
要。水がどう流れるかを調べ避難経路について「逃
げる地図」づくりなども。いざというとき命を守れる訓
練が必要(防犯・防災部会学習会)

・大阪府が作成したハザードマップなどがある。ホームページ
でも標高は出ている。淀川が決壊したら区役所周辺も浸水す
る。氾濫する前に情報をつかみ垂直避難することが大事。ま
た、危機管理室が区内の市営住宅を水害時避難ビルに指定
の動きもある。
【H29運営方針　4-1-1「地域防災・減災力の向上」】
「地域特性や夜間・水害など様々な事象を想定して、地域が主
体的に関係機関と連携するなど、訓練参加者の増加をめざし
た多様な訓練を実施する。」
「防災マップの配付による、避難場所や避難ビルなどの周知」

・青少年育成事業について、スポーツ大会などに集
まるのは課題のない子。サポートが必要な子にどう
アクセスするかが重要では。
（教育・子育て部会・学習会）

【H29運営方針　3-4-1「青少年育成推進会議」】
「警察署や学校などと連携し、問題行動のある生徒・児童に対
する取り組みを年１回以上」

・区でサポートし、全7地域で実情に応じた訓練を実施してい
る。
【H29運営方針　4-1-1「地域防災・減災力の向上」】
「地域特性や夜間・水害など様々な事象を想定して、地域が主
体的に関係機関と連携するなど、訓練参加者の増加をめざし
た多様な訓練を実施する。」

・食育には既に「男の食育教室」など様々な取り組みを行って
いる。今回の事業は自分から参加するような方ではなく誰にも
相談できていないような方をターゲットにしている。幼少期の食
生活が人生のステージで大きな影響があることからターゲット
を絞り、小さいお子さんに正しい食育を推進し将来正しい食生
活を送っていただくことをめざしている。
【H29運営方針　3-4-3「体験型食育推進事業」】

青少年育
成につい
て H29.2

H29.1

・3歳児の親子が対象とのことだが、心臓疾患など
は30～40代が多い。もっと幅広い年齢にあわせた
食生活指導などはできないか。
(健康・福祉部会学習会)

体験型食
育推進事
業につい
て
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防犯に
ついて

H28.6
H28.7

・防犯カメラは必要不可欠。地域ではなく行政が設
置し管理するべき(防犯・防災部会・学習会)

・Ｈ24年度までは地域への設置補助事業だったが、Ｈ25年度
より行政設置になっている。26年度の3区防犯プロジェクトで
は、区が区境に防犯カメラを30台つけた。警察から照会がか
なりあり、検挙につながるなど有効に使われている。大阪市で
も公園や通学路へのこども見守りカメラ設置の取り組み（３年
で全市で1,000台）を予定している。
【H29運営方針　4-2-1「地域防犯対策」】
「犯罪抑止のために懸念箇所へ区防犯カメラを設置するととも
に、維持管理、運用を継続して実施」

H28.7

・学生のまちで若い女性が多い。大学から駅間な
ど、東淀川区ならではの効果的なエリアに防犯カメ
ラ設置してはどうか(防犯・防災部会学習会)

・街頭犯罪7手口のうち、他の犯罪は減った。特にひったくりは
ピーク時（H12)の12分の１に減った。しかし府の重点犯罪にも
指定された女性や子どもを狙った性犯罪は依然として発生し
ており、体感治安は改善したとは言えない。
【H29運営方針　4-2-1「地域防犯対策」】
「犯罪抑止のために懸念箇所へ区防犯カメラを設置するととも
に、維持管理、運用を継続して実施」
「子どもや女性を狙った性犯罪防止教室」
「効果的な犯罪防止啓発ポスターなどを作成し、施設や各地
域集会所、大学等へ設置」

H28.7

・深夜帯は地域の青パトが回れない。委託の夜間
防犯パトがあることで、併せて相乗効果がある。続
けてほしい(防犯・防災部会)

・夜間防犯パトロールは、夜11時から朝9時まで週2回6区域の
事業者委託事業として実施。年間112回。日によって違うエリ
アを回る。駅周辺を重点ポイントにしている。
【H29運営方針　4-2-1「地域防犯対策」】
「夜間の青色防犯パトロールの実施（業務委託）」

H28.7
H28.11

・肝心の女性が無防備。情報発信と啓発が必要。多
発地域に看板や大学や美容室に啓発物を貼って啓
発しては。デザインも大学と連携して効果的なもの
を
・子育てプラザなどで女性が集まる地域の会館や区
内２つある大学でも啓発を行ってはどうか。男子学
生にも形式を変えた講習が必要では。
(防犯・防災部会学習会）

H28.7

・特殊詐欺は店員が防ぐことも。目につくところに啓
発物をもっと貼っては(防犯・防災部会学習会)

・広報紙9月号1面で防犯関係について取り上げるなど周知。
・警察ではスーパー店員にたすきをかけて業務してもらうなど
の防犯キャンペーンも実施している。
【H29運営方針　4-2-1「地域防犯対策」】
「効果的な犯罪防止啓発ポスターなどを作成し、施設や各地
域集会所、大学等へ設置」

H28.7
H28.11

・紙と口よりも、高齢者には寸劇やDVDなど映像で
講習しては。ふれあい喫茶などに映像を流し続けて
もいい。
・（配付後）配付してもらった防犯ビデオはよくわかっ
たという声あった。
(防犯・防災部会学習会)

・全地域へ映像ＤＶＤを配布した。
【H29運営方針　4-2-1「地域防犯対策」】
「効果的な犯罪防止啓発ポスターなどを作成し、施設や各地
域集会所、大学等へ設置」

若年層へ
の防災訓
練につい
て

H28.6
H28.8

・地域単位・町会単位なので小学校下が基本。避難
所としての学校と地域の関係が課題。中学校下で
連携してするなど地域の実情に応じてやりやすい方
法ですればいい。
(防犯・防災部会・学習会)

・避難所の管理運営は地域（小学校校区）の協力が不可欠。
小学校は地域との関係も密接だが中学校は複数の小学校区
になるため、地域との連携が難しい。瑞光中学校のように３地
域合同での取組みが進んでいるところもある。学校や地域に
協力を得て連携や訓練などの環境を築いていきたい。
【H29運営方針　4-1-2「若年層への防災訓練」】
「担い手となりうる中学生や小学生が自ら考え命を守る行動が
できるよう、学校や地域、関係機関と連携した防災訓練や防災
研修を実施する。」

H28.8

・大阪府の880万人訓練（9月5日）について、「警報
が鳴る」だけで終わっている。東淀川区全体で11時
に机にもぐるなど一体感ある取組みができないか。
(防犯・防災部会学習会)

・今回の訓練行程（想定）は訓練前・訓練中・訓練後にすること
を家族で話し合い検証する。それぞれが災害時どうするかを
考えてほしい。大阪は参加率低い。
・区内小中学校に、「同時に行動を起こす」取り組みへの依頼
を行った。

H28.6
H28.8
H28.10

帰宅困難
者対策に
ついて

H28.6
H28.8
H29.3

・企業と地域と行政の架け橋にもなる。BＣＰ（事業
継続計画）だけでなくBＣＭ（事業継続マネジメント）
も必要。企業も災害時に食料や資材など提供する
備えや計画が必要(防犯・防災部会学習会)
・ＢＣＰよりＢＣＭの方が望ましいのでは。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

・災害時は新大阪駅で数万人の帰宅困難者が出る。一斉に帰
宅すると大混乱になる。滞留する人のスペースや備蓄確保。
企業側も避難所に避難する場合もある。周辺企業やJR、阪
急、地域活動協議会に学習会やワークショップなどを実施し連
携して取り組んでいただいている。
【H29運営方針】
経営課題１「自助共助を担う地域力の向上」において「区BCP
（区BCM）の推進｝とした。
・4-1-3「帰宅困難者対策」】

熊本地震では避難所運営を中学生が中心でしてい
たという。守られる立場だけでなく自分たちは力にな
るという教育・訓練が必要
・集合するだけでなくこどもたちが自発的に行動を
考える、自らも考え自らの命を守る行動ができるよ
うにというニュアンスも入れてはどうか。
(防犯・防災部会・学習会)

・区では中学生に土曜授業で防災授業をし、ＡＥＤや避難所の
役割などの教育をしている。規模や内容も学校による。中学
校・地域・区役所・消防が連携して取組んでいる。
【H29運営方針　4-1-2「若年層への防災訓練」】
「担い手となりうる中学生や小学生が自ら考え命を守る行動が
できるよう、学校や地域、関係機関と連携した防災訓練や防災
研修を実施する。」

H28.9

・青パト統一デーとして全地域一斉に出たら意識付
けになるのでは(防犯・防災部会)

・区役所が各地域と協力して、打ち合わせや意見交換をしなが
ら、うまい方向になればいい。
【H29運営方針　4-2-1「地域防犯対策」】
「東淀川区一斉青色防犯パトロールの実施」

H29.2

・防犯対策である以上、アンケートではなく、犯罪発
生件数の抑制を目標にすべきでは。
(防犯・防災部会）

【H29運営方針　4-2-2「地域防犯対策」業績目標】
「女性被害犯罪の発生件数を平成２８年（85件）比10％減」
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※分類
　　①当年度（28年度）において対応　　②29年度運営方針に反映または29年度に対応予定
　　③29年度では対応できないが、今後引き続き検討　　④対応困難または対応不可
　　⑤その他

自転車利
用適正に
ついて H28.5

H28.6
H28.7
H28.11
H29.2

・危険運転が多い。自転車条例も知らない人が多
い。傘差しなどの禁止事項もまた日常化してきてい
る。マナー教室をどんどん実施していただきたい。
・スケアードストレート講習（スタントマンによる事故
の再現）は非常に印象に残る公衆だった。もっと参
加者があればよかった。
・保護者世代のマナー改善も必要。そこから子ども
へ裾野が広がる。
(防犯・防災部会・学習会)

・街頭犯罪は減ったが自転車盗が多い。
・自転車条例については、広報紙9月号1面で防犯関係につい
て取り上げるなど周知していく。
【H29運営方針　4-2-2「自転車利用適正化対策」】
「高齢者や小・中学生、高校生を対象に交通安全教室や自転
車盗難防止・自転車利用マナー向上の自転車利用キャンペー
ンを実施」
「警察署や地域と連携した春・秋の交通安全運動の実施」

H28.6
H28.7
H29.2

・建設局の撤去やサイクルサポーターの配置で放
置自転車がかなり減ってきていると思う。地域にとっ
てはありがたい
・放置自転車減少が犯罪件数の減にもつながる
(防犯・防災部会・学習会)

【H29運営方針　4-2-2「自転車利用適正化対策」】
「・放置自転車の多い駅周辺に啓発指導員を配置（業務委
託）」

H29.3

・コンビニで証明発行ができることやコンビニで発行
した方が窓口発行よりも手数料が安くなることにつ
いて、もっと周知すべきでは。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

・地域振興会での回覧やポスター掲示をしている。コンビニも
検討する。
【Ｈ29運営方針】
「証明書発行場所及び手数料改定に関する周知場所の拡大」

H29.3

・既に目標を達成していたり、より適切な目標指標
のあるものは、違うものに見直しが必要では。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

・今回の案（目標値）は1月に作成したもので、2月に実施した
年度内振り返りの達成状況は未反映。次回見直す。
【Ｈ29運営方針　1-1-1、3-4-2、3-4-3、3-4-4、4-1-1、4-1-
2、4-2-1、5-1-1、5-2-1、5-2-2】
・各項目での該当する目標値について見直しを実施。

区民の利
便性向上
について

運営方針
について

区役所を
担う職員
づくりに
ついて H29.3

・どの職員が対応しても同じ対応にしてほしい。マ
ニュアル・チェックリストで効率化できないか
・同じような処理誤りが起こらないよう、小さな単位
で情報共有すべきでは。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

・マニュアル化や引継ぎもしっかり行っていきたい。
【Ｈ29運営方針】
「作業要領（マニュアル、チェックリスト）などを整備し、作業効
率を向上させ、業務ラインなどの単位での情報の共有を徹底
し、担当者間で発生するムラや引継ぎ・制度改正時などに発
生するリスクの低減を図る」

H28.6

・ルールを守らない人はそもそも自転車マナー講習
に来ない。ほかの研修と一緒にするなどしては。
(防犯・防災部会・学習会)

・警察と連動した自転車マナーの講習に組み込んで実施して
いく。
【H29運営方針　4-2-2「自転車利用適正化対策」】
「防災・防犯面での学習会等の地域住民が集まる場所での自
転車利用マナー向上の啓発（マナー向上講習参加者以外にも
啓発を広げる）」
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