
主なご意見 対応状況

 安全・安心のまちづくり

防災 ・災害で気になるのが大川。（氾濫して）避難するとなれば、学校まで行け
るかどうか、逃げ込むのはどこへ逃げ込んだらいいのか。住宅の1階建
て、2階建ての人が高いところへ逃げ込むことも本当に必要じゃないかとい
う気もする。
　【28年度 第1回 全体会議】

・津波などの水害から一時的、または緊急に避難・退避する必要が生じた
場合の施設として、小中学校や高校、マンションなどが津波避難ビルとして
指定されています。
・区民の皆さんが安全に避難して頂くために、引き続き、マンションや企業
などに津波避難ビルのご協力をお願いするとともに、近くの津波避難ビル
や高い建物に自主的に避難して頂くためにも、地域、隣近所とのつながり
の大切さを啓発してまいります。

・物品を揃えたり、啓発はされているが、福祉施設との提携や調整などは
どうしているのか。
今年から支援学校は全部府立に移管されて、市の管轄から外れた。そう

したら、市からの情報が入ってこない。災害が起きた時、そこ（支援学校）
が避難所になるかなど、府と市の連携について、熊本地震の問題点も見
ながら対策を考えて頂きたい。
　【28年度 第1回 全体会議】

・大規模災害時など、高齢者や障がい者など避難所生活において特別な
配慮を必要とする方々を対象とした受入れ施設として、「福祉避難所」等を
開設することとしており、現在、社会福祉施設などの協力を得て、22施設と
協定を締結しています。
・引き続き、福祉避難所開設訓練や情報伝達訓練を実施するなど、福祉施
設との連携を進めてまいります。
・学校が府に移管されましても市内に所在しますので、防災等市の情報に
ついては行っているものと考えています。なお、都島区内に支援学校はあ
りませんが、頂いたご意見については関係機関に情報共有しております。

防犯

（防犯カメラ）

・京橋で、防犯カメラでまちが守られているというシールを作って、200枚
貼っているが、死角は出てくる。去年、商店街で4台設置したが、3台、4台
でいいので、区予算で防犯カメラの死角になるところにつけてもらいたい。
ご存じのとおり、暴力団の抗争が起きているが、抑止力が大切。我々がま
ちを守っていることを見せるために防犯カメラはぜひお願いしたい。
　【27年度 第3回 全体会議】

・大阪市では、子どものための「見守り防犯カメラ」設置事業として、公園や
通学路などに28年度からの3年間で1,000台設置（公設公営）することとして
います。
・当区では、28年度に毛馬桜之宮公園など区内の公園１５ヵ所に設置しまし
た。
・29年度は大阪府警による犯罪情報等をもとに優先度を踏まえつつ、見守
りカメラの設置を進めることとし、引き続き、防犯カメラ設置補助も継続して
実施しております。今後とも警察や地域と連携した防犯対策の取組を進め
てまいります。

頂いた主なご意見と対応状況

27年度第2回～28年度第3回会議まで、委員の皆様から頂いた主なご意見と区役所の現在の対応・検討状況をお示ししました。

テーマ

資料 2
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主なご意見 対応状況テーマ

防犯

（パトロール）

・地域で走らせていた青色防犯パトロールが中止になった。この6年の間に
運行されていたボランティアの方が、大体3人1組で回っていたが、がっかり
されていて、生きがいをなくしたような方もおられる。何とか自転車で復活さ
せたいと思っているが、区として何か援助して頂けるか。
　【28年度 第1回 全体会議】

・区役所では、青色防犯パトロールカー2台で職員が巡回しているほか、深
夜時間帯の啓発として、委託事業者が週2回、22時～2時に年間で99回、
巡回しています。
・大阪市では、地域に暮らす市民の皆さんが安心して生活することができる
まちをめざして、市民の皆さんとの協働を基本とした地域安全防犯対策を
推進しています。新たに「防犯ボランティア活動団体」を立ち上げ、自主防
犯組織として登録して頂けましたら、大阪市市民活動保険が適用されること
となります。

自転車マナー ・自転車マナーについて、都島界隈を通る方はわかると思うが少し危ない
ところがある。ハード面をすぐ変えようというのは難しいので、啓発でコミュ
ニティをつくってから、ハード面をつくれたらいいのでは。
　【27年度 第2回 全体会議】

・スマホを見ながら、なおかつイヤホンとかヘッドホンをつけて自転車を運
転している。事故を起こしてからでは遅いので、行政と警察がもっと連携し
たり、警察の方も日常の中でモラルをもう少し向上させる取組が必要。
　【28年度 第2回 全体会議】

・28年4月より、大阪府において「自転車保険の加入義務化」や「交通安全
教室の充実」などが定められた「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例」が施行されました。
・自転車マナーの啓発につきましては、幼稚園・保育所・小学校での安全
教室を通じて保護者（大人）にフィードバックする取組や、区役所玄関ロ
ビーで自転車安全講習などを実施しています。今後とも警察と連携し、自
転車マナー向上に向けた啓発などに取り組んでまいります。

先日、交差点で老人の方と小学生、その母親などがいるところに、20歳
前後の女性が自転車で信号無視をした。そこで老人の方がポケットから笛
を出して吹かれた。注意喚起だけでなく、お年寄りの方には防犯にもなる。
その意味で笛を配るのもいいと思った。
　【28年度 第2回 全体会議】

・交通ルールを守るための取組は非常に重要と考えます。委員のご意見な
どを踏まえ、警察や子どもの見守り活動をして頂いている地域の方々の意
見もお聞きしながら、効果的な取組を検討してまいります。

駐輪対策 ・都島駅は自転車駐輪場は整備されているが、大阪駅から守口車庫行き
の路線のバス停付近はものすごく不法駐輪が多い。無理は言えないがで
きれば駐輪場設置をお願いしたい。工営所が黄色の附箋を張ってくれる
が、7枚か5枚に溜まらないと持っていってくれない。自転車放置禁止区域
になれば即日撤去できるので、検討してほしい。自転車レーンをつくる予算
があれば先にこっちをやってほしい。
　【27年度 第3回 全体会議】

・城北公園通のバス停留所周辺の駐輪問題は課題と認識しています。
・30年末におおさか東線の延伸、新駅の設置が予定されており、併行して、
駅前の駐輪対策も検討していく必要がありますが、駐輪場設置の検討に加
えて、（城北公園通も含めた）新駅までの導線等の駐輪対策についても検
討していく必要があると考えております。今後、関係機関と協議してまいりま
す。
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主なご意見 対応状況テーマ

 人と人がつながるまちづくり

地域活動 ・地域活動協議会を立ち上げたものの、これから5年後どうあるべきなの
か、10年後どうしていきたいのか見えない状況である。事務手続が多く、も
う少し簡素化にならないのかというのが現場の声。事務手続の簡素化、合
理化など、改善案が出てきていない。
　【28年度 第1回 全体会議】

・本市の方針として、将来的には人・もの・カネが地域内で循環する環境づ
くりをめざしています。支援のあり方も検討し、地域の皆さんと連携を密にし
ながら取り組んでまいります。
事務手続きについては、常に合理的な手法を考えながら業務を遂行してい
るものの、監査意見や市民からのご要望等により、補助金の適正執行及び
会計の透明性が一層求められております。今後も引き続き、状況に応じた
最適な手法を検討してまいります。

高齢者福祉 ・課題解決に向けて取り組む方向性について、要援護者や高齢者の認知
症問題などは、やはり地域と包括支援センター、社協も行政も含めて、3年
後、5年後、地域としてどんな取組をしていくのかをもう少し具体化して、毎
年見直し、次の方向性につなげていけばいいのでは。これからの地域の
高齢者対策はもっと密着型でやっていきたい。
　【28年度 第2回 福祉部会】

・18年の「地域福祉アクションプラン」策定以降、都島区では、地域福祉に
特化したビジョン等は策定してきませんでしたが、地域の高齢者対策をはじ
め、多様化・複雑化している地域課題の解決を図るため、30年度に向け、
「都島区地域福祉計画」の策定を検討しているところです。

高齢者福祉

（認知症対策）

・地域の何か行事があるときに、ゲーム感覚でできるような、周知と検査を
兼ねた企画を考えてはどうか。
　【28年度 第2回 福祉部会】

・区社会福祉協議会などが、認知症対策の取組として「都島区民まつり」
「みやっこみんなで健康づくりのつどい」などの機会に、ゲーム感覚でして
頂ける「脳活クイズ」を行っています。検査ではありませんが、本人の気づき
や、相談へのきっかけ作りに繋がるよう取り組んでいます。

障がい者福祉 ・行政のほうで、説明された内容を冊子か何かにして、もっと啓発というか
啓蒙をされたほうがよいのでは。一生懸命頑張っておられることをできるだ
け広めて、協力できるようになればいいと思う。
　【28年度 第1回 福祉部会】

・障がい者福祉の制度や支援内容などの冊子は、既に様々な内容のもの
が発行されています。
・しかし、依然として、知られていない、お伝え出来ていない実態があること
から、地域自立支援協議会の枠組みをはじめ、地域福祉コーディネーター
など、様々なネットワークと連携しながら、地道に啓発を行ってまいります。
・また、地域自立支援協議会の会議内容や活動内容を区のホームページ
に掲載してまいります。

・やはり地域の中にも差別、偏見が根強く残っている。そういう思いを家族
やご本人が感じているからこそ、ストレートに、私は障がいを持っていると
いうことを口に出さないというのが現実。もろちん区民だよりなどでその都
度、必要なことを書いていただいているが、まだまだ根強くあるという現実
は知っていただき、繰り返し差別をなくしていきましょうと力を入れて頂けれ
ばありがたい。
 【28年度 第1回 福祉部会】

・障がい者週間での啓発など、関係団体と連携した取組のほか、区広報誌
などを活用して、繰り返し、障がい者への理解を深める取組を続けてまいり
ます。29年2月には障がい者を題材にした福祉映画上映会「ウイニング・パ
ス」を開催しました。福祉部会でもご報告しましたが、今後も何らかの形で啓
発を継続してまいります。
・また、身近な相談窓口の充実と要援護者の見守りネットワーク強化事業と
連携して、障がい者の見守り支援体制を進めてまいります。
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主なご意見 対応状況テーマ

障がい者福祉 ・自立支援協議会が「障がいのある方が災害があった時に、何が一番心
配か、どこにどう避難したらいいか」などのアンケートを配付している。しか
し、委員のネットワークで配付するしか方法がなく、障がい者手帳をお持ち
の方全員にアンケート出来ない。その方たちの不安を吸い上げて頂けれ
ば、いざ何かあった時に具体的に何をすればいいか、考えて頂けるのでは
ないか。自立支援協議会で何かをやる時に、配付物ひとつ自分たちで配る
だけで、広報誌みたいに（区民）全員に行き渡らないのはどうなのか。答え
る・答えないは別にして、質問がそこに届かなければ返事はできない。意
見が届かない部分がたくさんあるので、29年度事業の中でも考えて頂きた
い。
　【28年度 第2回 全体会議】

・地域自立支援協議会が実施する、障がいをお持ちの方を対象としたアン
ケートにつきましては、現在、区内の障がい者福祉団体・事業所にご協力
を頂き、配付しています。
・しかし、委員のご意見の通り、障がいをお持ちの方全員にアンケートは出
来ていない状況です。
・そこで、障がいをお持ちの方に限定したアンケートの実施は困難ですが、
今後、地域自立支援協議会等でアンケートを実施する際には、全戸配付
の区広報誌を活用して、アンケート実施をお知らせし、事業所等での用紙
の配付をご案内するなどで、区内在住・在勤の障がいをお持ちの方にお知
らせや回答へのご協力を呼びかけしてまいります。

 ・（事業所などが掲載された社会資源）マップの作成とあるが、住所・電話
番号以外にも対象者や人数、活動内容、時間など詳しく載っている冊子を
他区では作成している。都島区では作れないのか。
　【28年度 第2回 福祉部会】

・地域自立支援協議会の事業所部会とこども部会で、冊子作成の話も出て
おり、利用者の方が施設に通所するような事業所を対象にどのような情報
を載せればいいか今後、何らかの検討を進めてまいります。

 ・障がい者手帳を頂く時に「福祉のあらまし」というのを頂くが、毎年新しく
なっていても、申し出ないともらえない。広報誌に載せて頂くとかできない
か。そうすれば、（区役所が）障がいの方が困った時に、気軽に相談できる
窓口だと思ってもらえるんじゃないか。とりあえず役所に行ったら何とか相
談に乗ってもらえるかもしれないというふうに思ってもらえるようなというの
であれば、工夫して頂きたい。
　【28年度 第2回 福祉部会】

・29年度は、これまでより情報発信の頻度を多くして、広報誌を通じて自立
支援協議会や「福祉のあらまし」などを周知をすることで、皆さんの手にとっ
て頂けるよう努めてまいります。
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主なご意見 対応状況テーマ

 明日に誇れるまちづくり

地域の活性化 ・京橋地域の活性化に取り組むということで、地域限定をしているような感
じだが、区内どこの商店街、市場を見てもシャッター通りになっている。区
全体としてどうサポートしていくか、都島全体をもう少し広く見て頂ければと
思う。
　【28年度 第2回 全体会議】

・京橋地域以外の各地域の活性化も必要と認識しております。
・区役所では、区長が区シティ・マネージャーとして権限をもつ経済戦略局
事業として、商店街等のにぎわい創出や地域課題の解決などに向けた自
主的な取組を支援する補助金制度（商業魅力向上事業）を予算計上して
おります。
・また、29年度は都島区全体の魅力発信などを目的にPR動画を作成予定
ですが、今後も引き続き、区全体の賑わい活性化につながる取組を進めて
まいります。

・今度、大東に新しい駅ができる。桜ノ宮、京橋というJRの駅もある、地下
鉄もある。都島は、いい立地条件にもかかわらず、ステーション開発がな
かなかできていない。都島区の魅力あるまちづくりのために、施設、ハード
面ももう少し力を入れて頂きたいのと、区民センターをもっといいものにし
て頂きたい。
　【28年度 第1回 全体会議】

・現在、「おおさか東線」の工事が進められており、平成30年度末には新駅
が開業する予定です。
・厳しい財政状況から、行政が主体となった駅前開発等は困難ですが、駐
輪場の整備要望など、鉄道事業者との調整は進めてまいります。
・また、区民センターについては27年に耐震工事を行いましたが、指定管
理者とともに、より利便性の高いものとなるようソフト面での工夫を図ってま
いります。

地域の活性化

（京橋） ば）京橋だけではなく、人の流れが大きく変わる。社員だけじゃなく関連の
人達が入ってくる。人をうまく地域に取り込んで、京橋を拠点に、区全体に
人がとまるよう是非活性化をお願いしたい。
　【28年度 第2回 全体会議】

・東野田4丁目のNTT大阪研修センタが増築工事を計画されており、オフィ
ス機能の強化が図られるとお聞きしています。
・また、京橋地域では、内閣府より「都市再生緊急整備地域（案）」等が公示
（6月）され、従来の「大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域」に
「大阪京橋駅」が新たに範囲に含まれています。
・京橋地域をとりまく官民の動きを注視しながら、人の流れを地域に取り込
み、まちの活性化につなげるようと考えてまいります。

（京橋地域では）場所が分からなくて、道を探してる方が非常に多い。ス
マホで見ながら探している。行き先を書いたもの(表示板)が少ないので、そ
れも整備して頂きたい。外国人の方も多く来ており、中国人が泊まるところ
を何回か教えたこともある。
　【27年度 第3回 全体会議】

昨年、外国人観光客が市内に約300万人弱、うち70％が大阪城に来られ
た。京橋にも観光客が流れている。昨年11月に商工会議所と一緒に留学
生がまち歩きをやったが、街を見て、どういう点が悪いかを聞いたところ、
案内が分からないと意見が出た。（改善を）お願いしたい。
　【28年度 第3回 全体会議】

・京橋地域には道路を所管する建設局により、多言語の歩行者案内標識が
複数設置されていますが、見直しが必要と認識しています。
・厳しい財政状況から、案内板の充実には中長期の取組が必要ですが、
府・市共通の戦略「大阪都市魅力創造戦略2020」（28年11月）でも「観光案
内板等の整備促進」が掲げられており、関係機関と調整しながら検討を進
めてまいります。
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主なご意見 対応状況テーマ

　

こどもの

体力向上

・体力向上と運動能力向上は話が別ではないか。走り方、投げ方が分から
ないといった部分では（この事業は）よいと思うが、体力向上は、普段どう
やって過ごすかが大切で、遊ぶ能力を覚えたけど、遊ぶ場所が無いという
ことになってしまう。

・都島は遊ぶところもない、また、子どもの声を騒音として捉えるケースもあ
る中で、子どもが遊び方を覚え、遊びたいとなったときに場所をどう考えら
れるのか疑問。
　【27年度 第3回 全体会議】

・保護者からは遊ぶ場所があっても、そこでゲームをしているというお話もあ
り、体を動かす楽しさを教えていくことも課題と考えています。
小学生体力・運動能力向上支援事業では、体を動かす楽しさやそのため
のスキルを教えることを目的としています。
・また、28年度は、教員を対象とした安全面に配慮した指導方法を教示す
る研修会や、桜宮高等学校人間スポーツ科学科の授業と小学校の体育の
授業を合同で行う交流授業を実施しました。
・子どもが自由に遊べる場所が少ないことについては、児童・生徒からも多
くの意見を頂いています。淀川連絡線跡地など、子どものスポーツ・遊び場
として活用できる可能性のある土地については、場所づくりの検討を進めて
まいります。

貧困対策 ・貧困がいじめになるのが一番怖い。貧困が嫌なマイナスイメージにつな
がりやすい、イコール負け組みたいな世の中になっていると思うので、子ど
もや家庭を変えるのではなく、まず地域の見方というのを変えていく、そう
いう社会をつくっていくというような、地域の教育力のような施策があれば
いいと思う。
　【28年度 第1回 教育部会】

・こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、
また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、日常的に取り組んでい
る相談等をはじめ、さまざまな市の施策を積極的に発信するとともに、区の
実情に即した施策を検討して、最優先で実施してまいります。
・29年度、家庭基盤の脆弱さや虐待、学校でのいじめ、その他教育・家庭
的要因による子どもの課題や問題を、学校、保護者、関係機関が連携協力
して解決するため、スクールソーシャルワーカー（SSW）を配置しました。

　

Web交流事業 ・小学校でも英語の授業が入っているので、これ（Web交流事業）を小学生
も対象に広めれば、興味を持つ年齢の子たちが英語を学んだり、どこの国
でも英語を話せるのは当たり前の時代になってきているので、いいと思う。
　【28年度 第1回 全体会議】

・中学生を対象に、コミュニケーション能力の醸成を目的に始めたこともあっ
て、英語力向上とは少し異なる部分もございますが、大阪市として、英語力
向上に小学校から取り組んでいることから、小学生を対象とする事業の実
施も選択肢のひとつとして検討してまいります。
・小学生の英語力向上に資する取組の一環として、29年度は、小学生やる
気アップ学習支援事業に英語に慣れ・親しむためのプログラムを盛り込み
ました。

学校給食 ・桜宮小学校の学校協議会では、親子方式の給食について、小学校で作
られた給食がコンテナで運ばれるが、段差をどう通るか、どこに給食を置く
のか、45分の昼休みで配膳が実際にできるのか心配をされていた。導入
時には、そういった面も含めてご一考をお願いしたい。
・桜宮中学校のアンケートでは、80％がお弁当にするというご意見だったよ
うに思う。やはり業者に対する不信感が強い。今度、移行するときには、小
学校で作るので心配はないと思うが、よろしくお願いしたい。
　【27年度 第3回 全体会議】

・学校調理方式（親子方式）の給食の導入にあたっては、校舎の構造なども
考慮したうえで、学校・事業者との事前調整を行い、可能な限り、円滑な配
膳等が出来るよう、教育委員会事務局に要望してまいります。
・その導入について、都島区では28年度2学期から桜宮中学校、29年度2
学期から高倉中学校・淀川中学校が移行します。また、31年度2学期まで
に、すべての学校が学校調理方式に移行する予定です。
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主なご意見 対応状況テーマ

　

自習室 ・高倉中学校でアンケートをとったところ、531名中75人が、平日の夜や土
曜日に区民センターに自習室があれば勉強したいという答えが出た。宝塚
市で公民館を開放している事例もある。仕組みづくりとか難しい面もあると
思うが参考にして頂きたい。
　【27年度 第3回 全体会議】

・（広報の仕方を）考えて頂きたい。もう少し（利用者も）増えると思う。
　【28年度 第2回 全体会議】

・学校に何らか通知して頂けないかとの意見も（学校協議会で）あった。も
う少し宣伝して頂ければ、自主勉強に使えるかと思う。
　【28年度 第3回 全体会議】

・まず、28年の夏に都島区民センター指定管理者の「都島区さくらネット
ワーク」と調整し、区民センターの自主事業として学校の夏休み期間にあわ
せた自習可能なスペースの提供を試行しました。
・次に、委員ご意見を踏まえ、冬の試行ではポスターを区内掲示板65ヵ所
に掲示したほか、区民センターツイッター、区役所フェイスブックなどで発信
しました。
・結果、区民センターの空き時間を活用するため、利用しにくい点もあった
かとは思いますが、延9名の利用に留まりました。
・計2回の試行検証から距離的な課題もあると考えており、こどもにより近い
場所、例えば学校の図書室なども使えないか検討しています。

・新たに29年5月から、都島区子ども・子育てプラザの図書室を自習室とし
て開放する事業を開始しています。
　対象：中学生・高校生
　時間：毎週水・金曜日　17時～20時

学校教育ICT ・学校教育ICTについて、非常に遅れているという感が否めない。まずイン
フラを整えてほしい。今は、コミュニケーション・ツールであるべき道具が、
全部個別にしか動いてない。都島区には都島工業高校という、コンピュー
ターに非常に強い学校もあるので、高校にも協力してもらうのはどうか。実
際にパソコンやタブレットが学校に配付されているが、箱物だけ渡されてい
る感じがするので、まずはインフラとソフト、せめて発表資料のテンプレート
作成ぐらいは教育委員会で推し進めてほしい。
　【28年度 第2回 教育部会】

・学校のLAN環境については、32年までに全校で教室までの有線のLAN
配線の整備を予定しています。Wi-Fiについても、タブレットを使う教室にア
クセスポイントを持ち込んで使うことが検討されており、教育委員会事務局・
教育センターに確認し、授業での効果的な使い方を学校現場に進めていく
よう調整してまいります。

学校・公共施設

のLAN環境

・学校のWi-Fi含めたインフラの整備を早くしていただきたい。区役所や区
民センターもオープンな環境にして頂きたい。フリースポットをつくるくらい
なら技術的な問題はないと思うので、（公共施設等のインターネット環境
を）もっと有効に使ってほしい。
　【28年度 第1回 教育部会】

・学校のLAN環境については、教育委員会事務局が順次整備を進めてい
ますが、今後の計画や現状等を確認し、適宜要望してまいります。
・また、公共施設については「大阪市ICT戦略アクションプラン」（28年3月）
では、公衆無線LAN等について、「市民ニーズを把握し、施設の目的や市
民の利用状況などからより効果の出る施設から優先して整備」となっており
ます。

学校選択制 ・学校選択制についてそろそろ検証してほしい。当然、デメリット・メリットも
あるはず。
　【28年度 第2回 教育部会】

・学校選択制について、教育委員会でアンケート等はしていますが、検証
にはまだ至っておりません。まずは、アンケート等を分析のうえ、最終検証
でなくても中間まとめ等をするよう教育委員会にも求めてまいります。
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主なご意見 対応状況テーマ

 区役所力の強化

広報誌

（内容）

・全戸配付はいいと思うが、電子媒体であれば、動画を配信したりとか、書
籍の中に音声も入れることができる。
　他にはない、広報イコール面白いとか楽しいという印象づけたらいろんな
方にも興味を持ってもらって読んでもらえる、目にとまる機会が多くなるの
ではないか。
　【27年度 第2回 全体会議】

・広報誌は現在デジタルブック版でも提供しておりますが、動画・音声の活
用など、他都市事例も参考にしながら、工夫を検討してまいります。
・また、誌面内容については、今後も区民アンケートによる効果検証や読者
からのお便りなどを参考に、見やすさ、分かりやすさなど、具体的な改善に
努めてまいります。

広報誌

（経費）

・予算全体の11％ぐらいを広報誌に使っているが、全戸配付の必要性があ
るのか素朴な疑問がある。
　（全戸配付で）どれくらいの効果を見込んでいるのか。コストも高くなると
思う。何か月か全戸配付で様子を見て、今までと変わりがないようであれ
ば、他に、例えば、福祉や子育てに予算を回すことはできないのか。
　【27年度 第3回 全体会議】

・広報誌の全戸配付は賛成だが、予算が（全体の）10分の1になっている。
全戸配付にして良かったとか、見直しとかしていくのか。
　【28年度 第3回 全体会議】

・近年の新聞購読者数の減少を踏まえ、区民の皆さまに必要な情報を公平
にお伝えするため、新聞折込から全戸配付に移行しました。

ち、75%が区役所からの情報を広報誌で入手すると答えておられ、全戸配
付の効果は一定確認できたと考えております。
・次にコストですが、全戸配付によって42,000部から60,000部に増えました
が、紙質の見直しや市場環境の変化によって1部当たり約39円から約21円
となり、、総額を約23％（契約ベース）減らすことができました。
・しかし、依然、区予算に占める割合が多いことから、29年度より広告を採
用して収入確保（総額の約12%）を図るなど、経費削減に取り組んでまいりま
す。

　

広報誌

（配付方法）

・配付事業者だが、例えば、シルバー人材センターとコスト比較してみては
どうか。シルバー人材センターの活性化にもなるし、それで、業者のほうが
安いならそれでいい。
　【27年度 第3回 全体会議】

・ネットワーク強化の為に（広報誌の）配付をうまく利用できないか。
　【28年度 第2回 全体会議】

・配付事業者の選定は公募としておりますが、今後、他事例も参考に様々
な配付手法を検討してまいります。

（高齢者の方などに）お声がけする、広報誌の「地域課題解決型配付」につ
いては、28年度から他区の先行事例をヒアリングするとともに、8月以降、各
地域活動協議会に情報提供をさせて頂きました。

は実施を見送る状況ですが、ネットワーク強化はもとより、地域の自主財源
確保の観点からも、その仕組みづくりや各地域への説明など、引き続き、検
討を続けてまいります。
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主なご意見 対応状況テーマ

窓口サービス

の向上

・私が（鶴見区で）経験した被後見人の手続きのことだが、窓口を行ったり
来たりした。民間企業では、一つの事例が起きれば、これだけの手続きが
必要だと分かっているが、区役所の強化というのであれば、もう少し横のラ
インを通してほしい。足を運ぶのも、1回か2回で済むように、高齢者に分か
りやすい手続きとなるようにしてほしい。
　【28年度 第1回 全体会議】

何年か前に区役所へ行った時、来庁者にアンケートを実施していて、「待
たせた時間はどうか」と聞かれた。急がれて事務処理を間違われるより、
間違えないようにやってくれと思う。一番困るのは、関連する窓口があるの
にそこへ案内しないこと。それもスキルアップ研修の中に盛り込んでもらい
たい。
　【28年度 第3回 全体会議】

・私は、精神障がい者の作業所の運営にも携わっているが、作業所の職
員から聞くと、区役所に電話をしても、説明してほしい内容について答えて
もらえない。区役所の職員の専門性を高めるための勉強会や研修会をし
て頂きたい。
　【28年度 第1回 全体会議】

・毎年、外部講師による接遇研修を実施していますが、基本的な接遇サー
ビスの向上はもとより、来庁者のニーズを的確に把握し、関係する該当窓口
を正確に案内することを、研修内容の中でもより強化してまいります。
・また、お客様アンケートでは、サービス向上のひとつの目安として、「お待
たせしたお時間」をお伺いしましたが、その他の視点も含め、窓口全体の評
価など、総合的満足度も把握し、改善につなげてまいります。

・専門性を高めるための勉強会等につきましては、関係局が実施するもの
の他、各職場ごとに実施しておりますが、人事異動による引継不足などが
ないよう、一人ひとりが業務に対する知識を高めるよう、取り組んでまいりま
す。

駐車場 ・（区役所駐車場）他区ではどうなっているのか。区役所に行く人が少なくな
ることにならないか。難しいかもしれないが、可能ならば無料化してもらっ
たほうがいい。
　【28年度 第1回 全体会議】

・大阪市では、市役所と半数以上の区役所が当区の実施前に有料化と
なっています。
・当区でも、適正利用や利便性向上等の観点から民間事業者による運営
管理に移行したため、一定の料金徴収はご理解頂きたいと考えておりま
す。
・尚、27年度に（駐車場利用有無を問わず）来庁者の方々を対象にしたお
客様アンケートでは、駐車場の有料化について、「よい」と回答された方が、
「よくない」と回答された方を2割程度上回る結果となっております。
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主なご意見 対応状況テーマ

 その他

公園 ・高齢化の予備軍がもう少し元気になるようにしてはどうか。公園も一般的
な遊具だけで、高齢者がちょっと体を鍛えようという道具は見当たらない。
少し揃えたほうがいいのでは。
　【27年度 第3回 全体会議】

り、ストレッチをしたり、体のツボを刺激したり、筋肉を鍛えたりなど、日常生
活での健康づくりを目的とした大人向けの遊具で、都島区においては都島
公園や友渕中央公園など６公園に設置しております。

設置することは行っておりませんが、公園の新設や大規模改修に合わせ
て、地域のご意見を伺った上で検討してまいります。（建設局公園緑化部）

淀川連絡線跡

地

・（淀川連絡線跡地）少しずつではあるが、マーケティング・リサーチをした
りとか、住民の声を聞いたりとか進んできているようだが、可能ならば、区
が提案をしている骨格で、市にも声を上げていってほしいと思う。
　【28年度 第1回 全体会議】

・淀川連絡線跡地については、26年度に区民意見募集を実施、27年度に
事業者を対象としたマーケティング・リサーチ（市場調査）を実施しました。
・現在、これらの結果も踏まえつつ、区政会議でもご意見を頂きました、子
どものスポーツ・遊び場なども含めた跡地活用方針をもとに事業スキームの
検討を進めております。

（26年7月）、区民説明会（28年8月）、区長出前講座などを、都度開催して
おります。

防災・学校 ・（学校ブロック塀）避難場所として小学校が指定されているが、小学校の
塀がブロックになっているのが多い。区役所単位で直すことは可能なの
か。区や市によっては、フェンス、網で、死角も無いようになっているが、そ
のようにしたほうがいいのではないかと思う。
　【28年度 第1回 全体会議】

・学校のブロック塀については、区役所単位での修繕は出来ませんが、教
育委員会事務局が、危険防止・安全確保のため定期的に点検整備を行っ
ています。
桜宮小学校のコンクリートブロック塀の状態に特段問題はないとのことです
が、今後、学校から老朽化に伴う修繕要望等があれば、適宜対応すること
になります。

区内案内板など ・地下鉄都島駅の4番出口をあがったところに都島の地図があるが、何に
も見えない。都島を活性化しましょうという意識のあらわれで作った看板だ
と思うが、できることからきちっとしてもらうのも一つの方法じゃないかなと
思う。

・都島本通の交差点の三菱東京UFJ銀行のところに歴史案内があるが、
文字が浮いてしまって読めない。改善をして頂きたい。
　【28年度 第1回 全体会議】

・史跡・旧跡案内板につきましては、区内の総合案内板3ヵ所、史跡説明板
11 ヵ所の現況を確認し、劣化が激しい都島駅総合案内板1ヵ所、青湾・櫻
宮・農業用水門・母恩寺の説明板4ヵ所について、29年1月に修繕を完了し
ました。

・町名街区案内板は、劣化が激しい8カ所の案内板について、所要経費を
確認したところ、所管する市民局の28年度予算での実施が困難な為、29年
度予算にて実施を予定しております。なお、大きく損壊し、安全上に問題の
ある京橋駅付近の案内板については、修繕を完了しました。

・この他、区内には広報板 65 ヵ所、歩行者案内標識 11 ヵ所がありますが、
この機会に現況を確認し、必要な改善を行ってまいります。.
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