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1

　城北公園の活性化について、「区民センターの展覧会に城北
公園をテーマにした絵を出してもらう。そうしたら、城北公園に何
が足りないのかがわかる。城北公園を絵画的にもう少し活用で
きるような雰囲気に、金をかけないでやる方法があるのではない
か。そういうことに興味のある方、学校の先生や絵の関係の人に
意見を聞けば、ここに簡単な花を植えるとかすれば、そのように
活用してもらえるような公園になるのではないか。」という意見を
いただいた。
　（27年度第1回全体会議）

・絵画展の題材などに取り上げて、城北公園に区民の注目を集
めるというアプローチは、比較的長い時間、公園に滞在してもら
う区民を増やすことから、今後の城北公園活性化方策の提案が
多数、区役所に寄せられると思われる。
・今後、区民センターでの展覧会を実施しているセクションや公
園事務所と、このような取り組みができないか検討したい。 ②
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2

　城北公園の活性化について、「絵を描いていただくスペースで
あるとか、子どもが遊ぶスペースであるとか、それこそバーベ
キューできます、花見もできますということで、せっかくきれいな
花が咲き、場所もある。まだデッドスペースがかなりあると思うの
で、有効利用をするのも一つの方法かと思う。」という意見をいた
だいた。
　（27年度第1回全体会議）

・現在、公園内にバーベキューエリアを設ける基準を市が決めて
おり、条件を満たす鶴見緑地公園等、一定の規模のある公園で
はすでに、エリアの設置を行っているが、現在の基準では城北公
園は該当しない。
・今後、実施状況をみながら基準の緩和など建設局が検討して
いくと伺っている。
・城北公園でもバーベキュースペースについての要望があること
や、同公園の機能向上については、区役所からも声を上げてい
きたい。

①

3

　城北公園の活性化について、「中之島で魚市とかをやっている
が、ああいった形で城北公園なんかで朝市などはできないか。例
えば週一とか月一とか定期的に催し物をやればもう少し活用度
が広がるかと思う。」という意見をいただいた。
　（27年度第1回全体会議）

・基本的に、公園は物販の場所ではないが、例外的に公園利用
者の利便を向上させる観点で、物販の許可がなされる場合があ
る。
・現在、城北公園では、菖蒲園の開園時期や、区主催の城北公
園フェアなどのイベントで出店許可がなされている。
・城北公園にも売店スペースが設けられ、民間事業者の出店募
集を建設局が行っているが、希望事業者がないと聞いている。
・今後の城北公園のあり方についても建設局の判断があると思
うので、区役所としては、建設局に対して、公園機能の向上につ
いて、要望を行っていきたい。

①

4

　城北公園におけるイベントについて、「６月上旬に城北公園花
しょうぶ園をライトアップし、花しょうぶ音楽の夕べイベントを開催
する。また同時に地域住民に密着した城北公園花しょうぶフェス
ティバルを復活させる。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回元気・活力部会）

・以前は地域密着型のほのぼのとした温かい、手づくり感があふ
れる、「花しょうぶフェスティバル」を城北公園で実施していたが、
旭区外からの集客を図って地域経済を活性化させたり、区内商
店街とも連携して、区内全体のにぎわいを創出することが喫緊の
政策課題と捉え、その解決手段の一つとして、4年前に「城北公
園フェア」と称し、地ビールとグルメのイベントに変更したところで
ある。
・役所としては、その時々の政策課題に対応すべく、事業の内容
の見直しを行っていかねばならないため、ご理解いただきたい。

③

5

　城北公園について、「公園事務所が統合されてから手入れが
行き届いないのが気になるが、せっかくの区民の財産であるの
で、いろいろ意見を出し合って、魅力のある公園にしないといけ
ないのではないか。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回元気・活力部会）

・公園の維持管理については、所管局より、例年並みの予算を
確保したいと聞いているので、期待したいと考えている。
・区民ボランティアや公園事務所の協力のもと、様々なことをやっ
ているが、魅力向上に向けて何ができるか考えてまいりたい。 ②

6

　公園の清掃等について、「現在公園愛護会の方で公園の清掃
等をおこなっているが、高齢化が進み、掃除だけで精一杯の状
態である。そのため、公園の草木が伸び放題となっているが、公
園事務所に言ってもなかなか動いてくれない。そこで月１回でも
良いので、若者等にボランティアを呼びかけ、来ていただいては
どうか。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回元気・活力部会）

・厳しい財政状況のもとでは、現在は役所の仕事でも、その一部
を新たな公共ということで地域住民の皆さんに分担していただか
ないといけない状況になっており、市政改革でもその担い手の育
成など、取り組みを進めている。
・市としては、まずは愛護会の皆さんが引き続き活動しやすいよ
う、予算は減額されているものの、物品や必要な物の購入のた
めの交付金は例年並みに確保しようと、所管するの建設局の公
園事務所は考えているようなので、よろしくお願いいたしたい。
・ボランティアについては、所管局に申し送りをしており、検討さ
れると考えている。

④

1
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7

　イタセンパラについて、「一昨年城北ワンドに大阪府の水産生
物研究所が放流し、本年復活したイタセンパラを旭区の魚と宣言
し、区民の皆さんに広く知ってもらい、親しんでもらってはどう
か。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回元気・活力部会）

・イタセンパラは、教科書にも載るような、重要な地域の資源であ
ることから、普及啓発を行っているところである。
・宣言については、もう少し認知度が上がってからということで、
認知度の状況を見ながら進めていきたい。 ③

11

　旭あったかバスについて、「市営バスの停留所を使用している
ことが多いが、坂道等で行きづらい場所がある。停留所場所に
ついて、配慮していただきたい。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回やさしさ・あたたか部会）

・停留所の変更については、交通局、建設局、警察、近畿運輸局
等関係機関との協議が必要であるが、あったかバスは、赤バス
の路線をそのまま使うことで交通局と調整をおこなってきた経過
がある。
・このため、停留所を変更するとなった場合、これまで市営バスと
共有してきた他の停留所にも影響が及ぶ可能性があり、困難。

④

12

　明るい街づくりについて、「現在、地域によっては街灯が非常に
粗末であり、場所によっては間隔が非常に飛んでおり、暗くなっ
ているところがある。このため、夜間の非常時に照明不足により
避難に支障をきたす心配もある。そこで調査の上、照度を確保
し、耐震性を有する照明を設置してはどうか。」という意見をいた
だいた。
 　（27年度第1回安全・安心部会）

・委員の意見を建設局道路公園整備担当課に伝えている。
・市建設局では町会等地域を代表する方からの申請に基づき、
これまでから街路防犯灯設置を助成しており、まちを明るくし、歩
行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生す
る犯罪発生を防止し、安全なまちづくりに取り組んでいる。（区
CM　23台）
・市の管理する道路には道路照明灯を設置しており、明るさ（平
均照度）は保たれており、柱については他の自治体と同様に日
本照明器具規格（JIL）規格に基づき、十分な風速（６０メートルな
ど）にも耐えられるものになっている。新規や老朽等交換ができ
ないものについては、LEDをつけてきている。
・また、警察では、町を明るくする運動を府内全域でとりくんでお
り、旭区においても防犯の催し等で周知はしているが、今後も区
民と協働した取組みをしていきたいと考えている。

③

8

・市の財政状況では、公衆トイレを増設していく状況にはないが、
高齢者の方が苦労されている状況は認識している。
・一般の方が利用できるトイレは、商業施設などに付設されてい
るものや、商店街で確保されているものもある。今市・千林の両
商店街には空き店舗を活用したトイレ（あったかきち、ふれあい
館）等があるので、これらのご利用をお願いしたい。
・行政で民間施設のトイレを紹介するのは難しいが、インターネッ
トではトイレマップが公開されているので参考にしていただきた
い。
・インターネット環境がない方には、コピー等でよければ私どもに
ぎわい創出担当でお渡しできる。
・なお、区内で協力していただける施設の有無については、今後
調査してみたいと考えている。

①

9

・ご指摘の意見を踏まえ、今年度から旭区社会福祉協議会で実
施している要援護者の見守りネットワーク事業における認知症高
齢者の行方不明時の早期発見のための仕組みづくりの中で、事
前に家族の方から同意を得られた方には、靴の後ろにテプラ
シールを貼付して、徘徊時における早期発見に結び付けることと
した。

①

　区内のトイレについて、「高齢者は外出時にトイレがなく困るこ
とがあるが、商店街等に自由にいけるトイレがあれば助かる。地
下街には共同トイレがあるが、同様に商店街においても空き店
舗を利用し、共同トイレを設置できれば、高齢者の外出時の対策
にも、空き店舗の活用を通じたまちの活性化にも役立つのでは
ないか。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回やさしさ・あたたか部会）

　徘徊のある高齢者の保護について、「大阪市で導入するＧＰＳ
を使用して高齢者を発見・保護するシステムについては、身に着
けているものを外す恐れがあるため、効果がないのではないか。
そのため、靴の後ろに数字を書いたラベルシールなどを貼り、発
見時にそのシールによって個人を特定する方法も同時並行で
行ってはどうか。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回やさしさ・あたたか部会）

10

　徘徊のある高齢者の保護について、「講習を受講した『認知症
サポーター』の方達に、有償ボランティアとして保護された高齢者
を迎えに行ってもらい、区内の特別養護老人ホーム等の一時受
入可能な施設に連れて行って一時保護してもらう。そういった仕
組みを作ってはどうか。有償とすることで、高齢者の家族の申し
訳ないという精神的負担を軽減し、家族からの虐待を減らすなど
の副次的効果も期待でき、仕組みも継続しやすくなる。また、徘
徊高齢者を発見時に有償ボランティアに知らせ、受入可能施設
を探すための仕組みは、大阪工業大学にシステム構築を依頼し
てはどうか。」という意見をいただいた。
　 （27年度第1回やさしさ・あたたか部会）

・認知症サポーターは、旭区社会福祉協議会においても一部登
録されておられるので、認知症サポーターの方に有償でのボラ
ンティアをしていただくことについては、旭区社会福祉協議会と連
携して有償ボランティアの仕組みづくりに取り組んでいく。
・徘徊者の一時受け入れ施設として、特養などの活用について
は、各施設への協力依頼等行政としても積極的に関わり合って
いく。
・大阪工業大学への徘徊高齢者の発見時に有償ボランティアに
知らせるとともに、受け入れ可能施設を探すためのシステム構築
依頼についても、区としてバックアップしていきたい。

②
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※分類
　　①当年度において対応　　②来年度運営方針に反映または来年度に対応予定
　　③来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

①

③

15

　区政会議のあり方について、「男女比率だけではなく、年代比
率もできるだけフラットな区政会議になるほうが望ましいかと思
う。そのためには若い女性が参加しやすいように、この時間帯に
保育ルームを区政会議の予算で２時間ぐらいつくるとか、そう
いった努力も必要かと思う。日曜日にしたらどうだという声もあ
る。」という意見をいただいた。
　（27年度第1回全体会議）

　区政会議の運営については、男女共同参画の観点から女性比
率の向上を目指すとともに、若い世代や子育て世代にもご参加
いただけるよう広報誌などを通じて8月に公募委員を募集した。
　区政会議に限らず様々な場面で、区民の皆様のご意見やご要
望をお聞きできるようお子さんを預かる体制や周知方法に工夫
を凝らすなど、引き続き検討していく。

①

13

14

　防犯カメラについて、「防犯カメラの存在が大きくクローズアップ
される中、防犯カメラの設置に力を入れていただきたい。」という
意見をいただいた。
　 （27年度第1回安全・安心部会）

・平成21年度及び22年度においては、マンションの管理組合・賃
貸共同住宅の所有者や入居者組織、振興町会等が防犯カメラを
設置する場合の費用の一部を補助する本市の地域防犯カメラ設
置費補助制度に基づき、旭区では169台が設置された。
・また、平成23年度から平成25年度までは、街頭犯罪多発地域
への設置やこどもの安全見守りを目的とした防犯カメラ設置費補
助制度に基づき、49台が設置された。
・このような補助制度は平成25年度までに終了し、平成26年度
以降は、特に街頭犯罪の発生が集中している場所や女性・こど
もに対するわいせつ事案の抑止につながる道路・公園等への旭
警察署等からの設置要望に対し、区の予算で対応しており、平
成26年度は8台、平成27年度は8台設置予定となっている。

　自転車の安全走行について、「自転車の左側通行を徹底し、安
全で安心して通行できる道路を考えていただきたい。そのため
に、区役所北側のやなぎ通りの一区間をモデルケースとし、両側
道に自転車専用道の標示をしてはどうか。」という意見をいただ
いた。
　 （27年度第1回安全・安心部会）

・旭区では自転車に関係する交通事故が50%と多く、区民の自転
車マナーの向上が必要である。その対策として大きくは３つ考え
られる。それは①指導・とりしまりと②交通環境の整備、③マナー
啓発である。
① 警察による取り締まり強化による指導の徹底と検挙（切符）
を、区役所前やなぎ通りで集中的に実施している。
② やなぎ通りをモデルとして、歩道にある放置自転車の撤去と
地域、事業者、郵便局と協働して、郵便局前に駐輪場を設置し、
放置自転車を誘導する施策に現在取り組んでいる。
③ 区役所では自転車安全教育推進部会の活動を通じて自転車
利用のマナー向上を呼び掛けている。
・やなぎ通りに区役所や建設局、警察、交通安全協会で自転車
に関する啓発プレートをとりつけている。
・区役所では地域、学校、警察等と連携し、とまれなどを表示した
路面シートを区内全域でつけている。（２７年度１０４枚、２６年度
８０枚）
・区役所職員による啓発として、交通安全教室を保育所、幼稚
園、小学校等で開催している。
・春と秋の交通安全週間には全区を上げた啓発活動をしてい
る。
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