
【様式４】

①

外部評価意見への対応方針

番
号

外部評価意見 対応方針
分
類

1

【防災について】
・地域の防災訓練への参加者が減少しているのを懸念している。
訓練内容の充実のため、訓練メニューを増やしてきたが、メニュー
を実施するために四苦八苦する状態で、本当に住民のための訓
練を実施する必要がある。
発災時は、隣近所の人がいかに助け合うかなど、自助・共助の大
切さを防災訓練で周知するのが大切である。

・発災時に自主防災組織の活動基準がなく、うまく動けなかった。
また、通信手段が寸断され、うまく情報が伝わらなかったので、ガ
イドライン的なものが必要ではないか。

・南海トラフ巨大地震が発災したら、隣接区から多数の方が阿倍
野区に避難してくることが想定されるため、隣接区の方を受け入
れる訓練も重要だと思う。

〇災害に備え、日頃の備えや「自助（自身、家族）」、「共助（近所、
地域）」の大切さ、「各地区防災計画」や、災害時の避難場所（一
時集合場所、一時避難場所、災害時避難所等）など区民一人ひと
りの災害に対する知識やスキルの習得及び防災力のさらなる向
上を図ってまいります。
・区のホームページや区広報紙等で周知
・まちなか防災訓練・防災研修会・防災関係会議参加者への啓発

〇地域の災害時対応のスキルの向上や地域コミュニティの醸成を
図っていくこととします。
・避難所開設運営マニュアルを活用した実践的な避難所開設・運
営訓練の実施
・地域の自主防災組織が実施する「まちなか防災訓練」等の地域
の取組み支援
・複数地域や他区の地域と連携・協働で行われる防災の取組み支
援
・災害時に防災活動の中核となる地域防災リーダーの防災活動に
必要な訓練や研修の実施

【元年度具体的取組1-1-1】

①

年
月

H30.7

5 H30.8

【交通安全について】
・外国人の住民も増えてきているので、日本人だけでなく外国人向
けにも自転車利用マナーなどの交通安全啓発を行うべき。

・平成30年度内から、外国人向けの交通安全啓発の取り組みを進
めてまいります。
【元年度具体的取組1-2-2】 ①

2 H30.7

【防災について】
・平成19年度から地域単位での防災訓練が始まった。平成24年に
避難所開設・運営マニュアルを策定したが、6月19日の大阪府北
部地震の際にマニュアル等が活かせたのか。実際に生かせるマ
ニュアルが必要。

○平成30年度に避難所開設運営マニュアルを策定しています。
・地域別に避難所運営にかかるワークショップを１回以上開催：全
地域
【30年度具体的取組1-1-2】

〇地域の災害時対応のスキルの向上や地域コミュニティの醸成を
図ります。
・平成30年度に策定した避難所開設運営マニュアルを活用した実
践的な避難所開設・運営訓練を実施：全10地域
【元年度具体的取組1-1-1】

①
②

4

【防犯について】
・自転車の前かごカバー取り付け活動以外にも、自転車の前かご
に「見守り中」と書かれたシートを多くの区民に取り付けてもらえれ
ば、町中でいつもみんなが見守っている雰囲気が醸成されるので
は。

・区民への取り付けを行っているひったくり防止カバーのデザイン
に「見守り中」の言葉を入れるなどの方法により、町中でみんなが
見守っている雰囲気の醸成に努めてまいります。
【元年度具体的取組1-2-1】

3 H30.8

【防犯について】
・自転車の前かごカバーの取り付け活動を始めてから、ひったくり
被害が減少していると確信している。この活動は、実害を防止する
だけでなく、防犯意識の向上にも寄与しており、非常に大事な取組
みである。

・ひったくり防止カバーの取り付けは、実被害の防止および防犯意
識の醸成に有効であると考えており、次年度以降も引き続き取り
組んでまいります。
【元年度具体的取組1-2-1】 ①

②H30.8

7 H30.8

6 H30.8

【交通安全・市民協働型自転車利用適正化事業について】
・「自転車利用マナーを守りましょう」と啓発することに併せて、駐
輪場などの環境整備も大事では。

・駐輪場の整備については、駅ごとの駐輪需要と施設台数のバラ
ンスを確認しつつ、引き続き地域の実情に応じた駐輪場の整備を
進めていくことができるよう建設局と連携し、取り組みを進めてま
いります。

②

【特定空家等対策事業について】
・特定空家の要件である「保安上危険」、「衛生上有害」、「景観阻
害」、「生活環境上不適切」の４つのいずれかに当てはまれば区役
所で対応しているが、その要件に該当しない空家は、何か現実に
事故が起きたり、台風が来たり、地震が来たりし危ない状況になっ
た時に初めて関係機関へ通報することになるので、地域としては
事前にその物件について認識しておく事が大切である。

・地域での情報共有は大切なことであり、区としても区民や地域等
からの相談・通報及び、職員の巡回により特定空家等の情報が寄
せられれば、特定空家法に則り、現地確認、所有者調査、助言・
指導等事務を適切に進めてまいります。
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【様式４】

9 H30.10

【子ども一人ひとりの状況に応じた学力向上への取組について】
・松虫中学校と文の里中学校で行われている民間事業者を活用し
た課外学習支援事業「阿倍野学習クラブ」の見学では、先生の迅
速な対応、臨機応変な質問回答体制が整えられていることが印象
に残った。

・個別指導の効果が、「勉強の仕方がわかってきた」、「授業がわ
かるようになった」という回答に表れていると感じた。できるだけ広
い範囲の生徒が受講できるよう、工夫して取り組んでほしい。

・子どもの習熟度に応じた少人数制の個別指導など、きめ細やか
な学習支援を実施し、子どもの基礎学力の向上や学習習慣の定
着を図っています。

・引き続き、生徒へのチラシの配付、中学校でのポスターの掲示、
区広報紙、区ホームページなどを通して、多くの生徒や保護者へ
伝わるよう周知を行います。

【30年度具体的取組2-1-4、元年度具体的取組2-1-4】

①

8 H30.10

【安全で安心できる学校、教育環境の醸成について】
・学校の教育課題については、しっかり地域と結びつき、連携して
取り組んでいく必要がある。

・いじめについては、学校現場において個々に応じて適切に対応
することが必要である。いじめは同質的な集団で起きやすい。学
校だけでなく地域においても、異年齢の子どもが集って交流できる
居場所を設けるなど、多様性を認めることにつながる場を多く用意
するべきである。

○学校・地域等から定例的に意見聴取できる場を活用し検討を進
めます。
・阿倍野区教育会議及び学校見学等の場での意見交換会の開催
・阿倍野区教育行政連絡会の開催
【元年度具体的取組2-1-2】

○各学校園で開催される学校協議会に参画し、意見聴取するとと
もに、学校や地域との結びつきを深めます。

○年間を通じ、ＰＴＡ組織との連携を図ります。

①

12

10 H30.10

【就学前教育について】
・就学前の乳幼児の時期は、子どものその後の人生を決定づける
ような最も重要な時期だと思う。可能な限り豊かな刺激に満ちた物
的環境と、子どもと一緒になって興味を示し楽しむ大人がいる人的
環境が必要である。

・「親力アップ」講演会が、親同士で気持ちを共有しリフレッシュで
きる場になればよい。

・「親力アップ」講演会が、仲間づくりの場にもなってほしい。

・区の教育事業予算の幼児教育に関する講演会を引き続き開催
するうえで、親同士で気持ちを共有しリフレッシュできる場や仲間
づくりの場となるようとなるよう工夫してまいります。

①

H30.10

【国際社会において生き抜く力の育成について】
・英語学習をはじめ、いろいろなプログラムにより子どもたちが体
験して学べる機会を充実してほしい。

・ネイティブスピーカーとのふれあいにより、授業では体験の少な
い英語に触れる場の提供を目的とし「グローバル人材育成支援事
業」を実施することにより、語学力の向上及び異文化への理解を
促進します。
【元年度具体的取組2-1-1】

・生涯学習推進事業予算の地域教育資源ネットワーク事業として
アベノキッズサマープロジェクトを開催します。

①

11 H30.10

【就学前教育について】
・幼稚園・保育園等情報フェアについて、保護者にとっては非常に
メリットが多い。情報を一括で見られるという説明を受け、これはよ
い試みだと思った。来られなかった人に対しても情報提供できるよ
う、工夫して続けてほしい。

・幼稚園・保育園等情報フェアに来れなかった方のために、実施後
に区ホームページに各施設のパンフレット等を配架している旨掲
載します。
【元年度具体的取組2-2-2】 ①

14 H30.7

【認知症高齢者等に対する施策について】
・以前のアクションプランの時の向こう三軒両隣の声掛け運動をも
う一度みなさんと一緒に考えて、小さいネットワークをだんだんつ
なげていって、お互いに一人住まい、障がいの方、高齢の方など、
ご近所からつながっていくようなシステムづくりをしていけたらいい
なと思う。

・認知症高齢者等が行方不明になった時、事前に登録しておくこと
で協力団体・協力者にメールを配信し早期発見につなげる「あべ
のオレンジメール」を平成30年10月より開始しました。
【30年度具体的取組3-1-1、元年度具体的取組3-1-1】

・日常の業務の中で高齢者等の異変に気付いたときに専門機関
に連絡いただく仕組み「あべの　あんしん　ステーション」を立ち上
げ、地域における見守り体制の充実を図ります。
【元年度具体的取組3-1-1】

①
②

13 H30.7

【認知症高齢者等に対する施策について】
・こども110番の家のように認知症の方が立ち寄る先（スーパー・コ
ンビニ・銀行・病院・商店など）また町の電気屋さんがテレビの調子
がおかしいということで自宅を訪問した時に異変に気付いてもらえ
るような仕組みとして認知症高齢者110番の家のようなものがあれ
ばよいと思う。

・認知症高齢者110番の家という名称は駆け込み寺的なものでは
ないかと誤解を招きかねないので、誤解を生じさせないような名称
を検討して浸透させていく必要があると思う。

・名称を「あべの　あんしん　ステーション」として、日常の業務の中
で高齢者等の異変に気付いたときに専門機関に連絡いただく仕組
み立ち上げ、地域における見守り体制の充実を図ります。
【元年度具体的取組3-1-1】

②
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【様式４】

20 H30.8

19

【路上喫煙対策について】
・啓発活動について、ターゲットとなる層の人々に届くように、曜
日、時間を変えて行ってはどうか。また、たばこ店さんに協力いた
だいて、たばこの販売時に啓発物を渡していただくなど、協力して
もらってはどうか。

・たばこ市民マナー向上エリア制度の４団体による啓発活動に加
えて、他の団体にお願いをするとか、啓発ボランティアを募るなど、
より多くの市民の参画が必要ではないか。

・御堂筋を禁止地区に指定した時は、マスコミに大々的に取り上げ
ていただいたが、以降、マスコミの関心も薄く、PR不足が心配され
る。前例がある他区の事例も調査し、効率的・効果的な広報が必
要。

【認知症高齢者等に対する施策について】
・認知症サポーター養成講座受講後、サポーターが活動できる場
を増やすなどして、支援活動を活発化させてほしいと思う。

・認知症サポーターの方々にご活躍いただくことは取組みを進め
るうえで大変有効なことであり、すでに認知症カフェ等で活動して
いただいている方もおられます。今後もサポーターの方々の支援
活動が広がるよう努めてまいります。

①

・効果的な広報・啓発活動について、あべのターミナル周辺を活動
区域とするたばこ市民マナー向上エリア活動団体などに加え協力
団体と連携しながら、取り組みを進めてまいります。

②

【認知症高齢者等に対する施策について】
・高齢者の方にとっては、どこか出かける用事や場所があれば認
知症予防になると思う。

・阿倍野区内には７か所の認知症カフェがあります。
認知症カフェは、認知症の方やその家族、地域の方など誰もが気
軽に参加できる集いの場であり、情報交換・相談の場でもありま
す。広報あべのへの掲載、チラシの配付などとともにイベントでの
周知も行っています。

・また、高齢者を対象に地域社会との交流を深めることを目的とし
た「高齢者食事サービス事業」を実施しています。

①

【認知症高齢者等に対する施策について】
・日頃の健康管理が認知症予防のポイントかと思う。

・糖尿病や脳血管疾患は認知症の発症リスクを上げるため、生活
習慣病対策として各種健康講座を開催するとともに、特定健診・特
定保健指導の勧奨、医療機関未受診者や治療中断者に対する重
症化予防事業を行っています。

・また、認知症の予防にはウォーキングが有効であり、区民との協
働による健康づくりとして、ウォ－キングイベントを年9回程度開催
するとともに、同イベントの企画・運営等を担うサポーターを育成し
ています。
【30年度具体的取組3-2-1、元年度具体的取組3-2-1】

①

21 H30.7

15 H30.7

【認知症高齢者等に対する施策について】
・いざその場で認知症の人がお困りになっている場面に出くわして
も、適切な声掛けやサポートは自分自身に正しい知識がないとで
きないので、繰り返しトレーニングを受ける必要があると思う。

・認知症サポーター養成講座を受けて、ネクストステップの中で認
知症カフェに足を運んだり、実際のサポートにつながるような養成
講座の次にあたるものとしてイベントとかセミナーを含めて考えて
いけたらよいと思う。

・認知症サポーター養成講座を実施するとともに、認知症により道
に迷われた方に対する声かけ訓練を実施するなどステップアップ
研修を実施します。

・阿倍野区内には７か所の認知症カフェがあります。
認知症カフェは、認知症の方やその家族、地域の方など誰もが気
軽に参加できる集いの場であり、情報交換・相談の場でもありま
す。広報紙への掲載、チラシの配付などとともにイベントでの周知
も行っています。

①

H30.8

【認知症高齢者等に対する施策について】
・阿倍野区地域福祉推進会議ワーキングにおいて、認知症高齢者
110番の家（仮称）の名称が、あべのあんしん見守り隊という名称
になったということだが、阿倍野〇〇隊というのが乱立していて、
区民の皆さんが正しく区別して理解できるものとして進めてほし
い。

・地域の中に住んでおられる方に気づいてもらって、専門機関につ
ないでいただくという見守りの広がりが重要だと思う。

・名称を「あべの　あんしん　ステーション」として、日常の業務の中
で高齢者等の異変に気付いたときに専門機関に連絡いただく仕組
み立ち上げ、地域における見守り体制の充実を図ります。
【元年度具体的取組3-1-1】

②

【認知症高齢者等に対する施策について】
・認知症支援体制には、認知症強化型地域包括支援センターがあ
り、その中に認知症初期集中支援を行うあべのオレンジチーム、さ
らには地域包括支援センター、見守り相談室、地域での見守りを
支援する地域福祉コーディネーターなど支援機関等がたくさんあ
るのだと知ったが、こういった仕組みを周知するといったところがす
ごく大事だと思うので、認知症施策の取組を市民の方がどのよう
に利用したらよいのかということがわかるように周知をしてほしい。

・イベントや広報紙などを通じて周知していきます。

①

H30.8

17 H30.8

18 H30.8

16
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28 H30.8

【阿倍野区魅力創造事業について】
・SNSによる情報発信をきっかけに阿倍野区へ近隣の区からも来
てもらったり、楽しんでもらって、「あ、いいね」という声も上がってい
くということは、阿倍野の南エリアを盛り上げる1つの大きな起爆剤
になるのではないかと思う。

・情報発信の方法がインスタだけでは、発信力はあっても、若い人
たちだけにしか伝わらないと思う。今後、SNSで情報を受けること
ができない層に対してどのようなことを考えているのかが課題。

・この事業の目的が阿倍野区の魅力をPRして多くの人を引き寄せ
ることであるのなら今の取り組み「あべのって」はある意味効果的
であるとは思う。しかし、情報発信媒体がSNSの活用だけでは、そ
の活動を知ってもらうのは簡単ではないと思う。若い子たち例えば
高校生（SNSの主流）などにも、もっと取り組みをアピールできたら
いいのかなと思った。

・この事業は、区役所が3年間の委託事業で始めて、4年目以降は
実行委員が自分達で魅力発信していけるようになることをめざした
事業である。今後継続して阿倍野区内にある魅力的なものを、ど
のように発信していくかということが課題である。

・阿倍野区の魅力創造事業として終了した後も、実行委員会が継
続して取り組みを進めることができるよう、広報活動など積極的に
支援を行います。（随時）

②

26 H30.7

【路上喫煙対策について】
・路上喫煙禁止地区案としては、安全安心の観点から、必要なとこ
ろを最初から指定するべき。

※分類
　　①当年度（30年度）において対応　　②元年度運営方針に反映または元年度に対応予定
　　③元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

・路上喫煙禁止地区については、阿倍野区路上喫煙対策検討会
でのご意見などを踏まえ、人通りが多くPR効果の高い、明確な場
所から指定させていただき、段階的な指定エリアの拡大について
も検討してまいりたいと考えております。
【元年度具体的取組4-2-1】

②

【路上喫煙対策について】
・禁止地区指定にかかる手続きには相当な月日がかかると思わ
れ、それだけ慎重に取り組む必要がある。

・路上喫煙禁止地区指定については、阿倍野区路上喫煙対策検
討会及び阿倍野区区政会議において多様なご意見をいただきな
がら手続きを進めてまいります。また、たばこ市民マナー向上エリ
ア活動団体をはじめとした区内各種団体と連携して取り組みを進
めてまいります。
【元年度具体的取組4-2-1】

②27 H30.7

25 H30.7

【路上喫煙対策について】
・コンビニの軒先に設置されている灰皿については、喫煙場所の
区分を明確化し、副流煙が流れ出るのを防ぐガードの設置を依頼
するなど、店舗への働きかけが必要では。

【路上喫煙対策について】
・外国人来訪客が非常に多い今、禁止地区の標識や啓発物は多
言語表記すべき。

・外国人観光客等への周知・啓発も必要であると考えており、禁止
地区の標示物等は多言語表記するようにしてまいります。
【元年度具体的取組4-2-1】 ②

H30.7

【路上喫煙対策について】
・啓発物に、健康被害についてわかりやすく記載するなど、根拠と
説得力のある広報活動が必要ではないか。

・啓発物には健康被害について記載するなど、デザインに工夫を
してまいります。
【元年度具体的取組4-2-1】 ②

【路上喫煙対策について】
・喫煙を禁止するだけではなく、禁煙をしたい人への支援が必要に
なってくるのでは。

・平成30年度から35年度の大阪市健康増進計画「すこやか大阪
21」第2次後期計画において、たばこ対策に取り組むこととしてい
ます。阿倍野区では保健福祉センター開設時間中、保健師による
常設の相談窓口を設置して禁煙に関する相談に応じている他、母
子手帳交付時面接において妊婦及びパートナーの喫煙状況を確
認し、個別の禁煙指導を行っています。

①

・コンビニなど道路や敷地の管理者が設置した喫煙設備のある場
所での喫煙は規制の対象外となっていますが、店外灰皿につきま
しては、私有地であることから、灰皿設置者に対し本市の取組を説
明し、路上喫煙防止のポスター掲示など、ルールを守った喫煙の
啓発にご協力をいただくよう引き続き働きかけてまいります。

②

24 H30.7

23

22 H30.7

－4－


