
【様式４】

4 H28.6

旭区検定について、「もう止めたほうが良い。回を重ねるにつ
き、出題も困難になり、一部の検定マニアだけのものになって
いく。受験する人を維持するのにも苦労されているので、継続
する意義がないと思われる。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回全体会議）

【にぎわい創出担当】
　受検者数の確保が困難になっていること、また、今後問題が
難しくなり、検定マニアのための事業となる心配があることの2
点の理由で旭区検定をやめたほうがよいというご意見をいた
だきました。
　本事業が当時の区民のみなさんの発案で旭区の歴史や魅
力に対する関心を高め、区の魅力を広くアピールするために
始まっており、現在もその目的や意義があるものと考えており
ます。
　また、過去問の予習だけで十分合格できるものであり、過去
問に取り組んでいただくことだけでも魅力発信の目的を達成す
るものと考えております。
　なお、本事業はあくまでも目的を達成するための手段のひと
つに過ぎませんので、今年度は広報等を充実させて実施のう
え、その結果を踏まえ、事業の見直しを行なってまいります。

②

H28.8

徘徊のある認知症高齢者の安全対策について、「靴に目印を
つけて発見しやすくする、発見してから一時保護をする体制を
つくるべき。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回やさしさ・あたたか部会）

【地域福祉担当】
　「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」に
おいて、認知症高齢者が行方不明になった際の早期発見の
仕組みづくりを進めています。いただいたご意見を踏まえ、既
に、家族から同意を得られた登録者の靴の後ろにテプラシー
ルを貼って、行方不明時の早期発見につなげることとしていま
す。また、旭区社会福祉協議会と連携して、キャラバン・メイト
や認知症サポーターを活用すべく検討します。

②

5 H28.6

ストリートライブイベントについて、「特別なジャンルに特化した
ものでもなく、お手軽にできるという安易なイベントになってい
るので、止めたほうが良い。区民まつりのように参画型にする
等、継続できる事業の手法について考えてほしい。」という意
見をいただいた。
（平成28年度第１回全体会議）

【にぎわい創出担当】
　商店街に派遣するストリートライブについては、集客力の効
果が乏しいため、商店街側からの申し入れにより、平成28年
度は実施しておりません。
　区民センターでの「ストリートライブフェスタ」は、過去2回は区
内のスイーツ店を集めてライブハウスのようなしつらえとし、
ミュージシャンを志す若者と商店街のスイーツ店を応援する目
的で実施しております。平成28年度は第3回を3月に予定して
おりますが、関係者と見直しを検討し、次年度は今年度の実
施状況を踏まえて更なる見直しを図ってまいります。

②

1

防災訓練について、「各地域で行う防災訓練等の活動につい
て、他の地域の状況が把握できないので、区役所でとりまとめ
て情報提供してほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回全体会議）

【総務課防災担当】
　９月４日に実施した旭区一斉防災訓練については、11月26
日に区民センターで訓練の振り返りを行います。その場で各地
域の状況も報告してもらう予定です。

①

年
月

H28.6

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

2

広報について、「ホームページには、検索エンジンにうまく引っ
かかるワードを入れる、旭区に住もうというまちづくりのコンセ
プトをもう少し映像的に動画として出せばいいと思う。」という意
見をいただいた。
（平成28年度第１回全体会議）

【総務課広聴広報担当】
  旭区のホームページは、その時々で区民の方に知っていた
だきたい内容を発信していますが、区民モニターアンケートや
検索キーワードを利用して、区民の方が知りたい内容を把握
するとともに、他の自治体・企業等のサイトを参考にするなどし
て掲載内容を充実したいと考えています。また、検索エンジン
にうまくヒットするようなホームページ作りに努めてまいります。

①

3

やなぎ通りの自転車道について、「自転車道の印や、自転車
道と歩道とが別々だという表示をする等の取組をし、自転車走
行モデル地区としてほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回全体会議・第１回やさしさ・あたたか部会）

【市民協働担当】
　やなぎ通りの歩道を歩行者が安全に安心して歩行できるよ
う、歩道に駐輪されている自転車を無くすよう、旭郵便局前に
旭区役所が管理する駐輪場整備工事を、平成29年1月中頃完
成をめざし、進めているところです。
　工事日程については、平成28年9月にプランター撤去が完了
し、10月中にアスファルト舗装工事、11月以降に安全柵設置
及び駐輪枠の表示を行い、平成29年1月中頃には竣工検査を
完了する予定で進めています。
　駐輪場完成後は、旭警察署による指導、建設局による放置
自転車撤去を強化するとともに、旭区役所が地域及び周辺事
業者と一体となって駐輪場への誘導を実施していくことで、や
なぎ通りの歩道から駐輪自転車を無くしていく調整も進めてい
るところです。
　来年度には、やなぎ通りにおいて「自転車通行ゾーン」、具体
には矢羽マーク表示ができるよう、平成29年度予算要求に向
け、現在、建設局と調整を重ね、歩行者と自転車両方の安全・
安心をめざしてまいります。

②

H28.6

H28.6

6
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12 H28.8

新たな地域コミュニティ支援事業について、「まちづくりセン
ターがあまり地域活動協議会に密着、定着していないので、見
直してほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第２回元気・活力部会）

【市民協働担当】
　まちづくりセンターが、地域活動協議会と区役所の中間支援
組織として活動し、4年目を迎えています。　一定、地域活動協
議会が、例えば振興町会のように自立することを目指した組織
でもあります。
　よって、現状を把握し、次年度に向け、まちづくりセンターの
ありかたを検討し、予算化していきます。

②

13 H28.8

地域活動協議会事業について、「他の地域活動協議会ではど
のような取組をしているかが把握できないので、情報共有でき
る場や手段がほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回元気・活力部会）

【市民協働担当】
　今年の7月に区内１０の地域活動協議会をまわり、意見交換
会を実施しました。その際、同様のご意見を頂戴しています。
　区内１０の地域活動協議会でホームページを立上げ、かわら
版などが閲覧でき、また、即時情報についてはフェイスブックで
活動情報がアップされるよう整備が完了しました。
　また、平成28年5月に、地域活動協議会のホームページを、
区役所のホームページでもリンクを貼り、閲覧できるようにしま
したので、情報共有に役立てていただけたらと考えています。

①

7 H28.8

認知症高齢者の家族支援について、「認知症で悩む患者やそ
の家族が悩みや苦労を話しあう、認知症カフェを運営してほし
い。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回やさしさ・あたたか部会）

【地域福祉担当】
　認知症カフェは、認知症の方やその家族が安心できる居場
所であるとともに、地域住民や、医療・介護の専門職の方々が
交流することにより、情報を共有したり認知症についての理解
を深めたりする効果も期待されています。
　大阪市は認知症カフェの普及に取り組んでおり、認知症地域
支援推進員（旭区では、あさひさんさんオレンジチーム内に配
置）が、開設や運営の側面的支援を行っています。また、認知
症カフェの場に医療、法律等の専門職や相談員を派遣する事
業も実施しております。
　今後旭区としては、ＮＰＯ、ボランティア団体とのネットワーク
づくりや、認知症カフェの周知等を通じて、認知症カフェの普及
を推進します。

②

【保健・子育て支援担当】
　現在区内４箇所でこども食堂が開設されています。こども食
堂は貧困対策のみならず、子どもの孤食を防ぎ、子どもが安
心して過ごせる居場所作りとして始まったもので、行政主導で
なく、NPOや個人の民間発の自発的な取組みです。
　行政としてこの取組みをサポートするため、今年度、こども食
堂ネットワーク会議を開催し、こども食堂を行う上での課題など
を共有し、こども食堂をされている方どうしのネットワーク作り、
新規でこども食堂を開設される方の相談に乗るなどのサポー
トを行っていきます。

①

学校の校庭開放について、「子どもたちがボール遊びができる
場所がないので、監視員等を派遣し、校庭やグラウンドを開放
してほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回元気・活力部会）

【市民協働担当】
現在、児童いきいき放課後事業に登録いただいている児童に
ついては、当該事業の中で運動場や体育館においてボール遊
びをしています。今後、児童いきいき放課後事業に登録してい
ない児童を含めた校庭開放について、各小学校の現状把握
及び保護者から意見聴取を行い、他都市の事例を研究したう
えで、既存の児童いきいき放課後事業や学校体育施設開放
事業を含め、どのような方法において実施するか検討します。

③

防犯対策について、「こども110番があまり機能していない。わ
んわん110番の家というメッシュの服を犬に着せて散歩させる
ことで、防犯対策になる、という取組をしているところもあるの
で、防犯対策について見直してほしい。」という意見をいただい
た。
（平成28年度第１回やさしさ・あたたか部会）

【市民協働担当】
　こども110番の家事業については、平成27年度の旭区青少
年育成推進会議において「子どもが協力家庭等に駆け込んで
助けを求めようとしても、留守や鍵が施錠されている家庭もあ
るなど、効果的な運用ができていないのではないか。」という指
摘がありました。
　この指摘を受け、現在、日中に常時対応できると思われる事
業者の協力拡充に向けて調整を行っています。また、東住吉
区や東京都で実施されている買い物や業務等の間に見守り
活動を行う「ながら見守り制度」についても導入を検討していま
す。

①

福祉事業について、「地域の居場所づくり等の活動をしている
ところのネットワークや連絡会をつくって、区役所も参画してほ
しい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回やさしさ・あたたか部会）

【地域福祉担当】
　居場所づくりに携わっておられるＮＰＯやボランティア団体の
ネットワークは重要であると認識しており、旭区社会福祉協議
会や地域包括支援センターと連携して、ネットワーク構築に取
り組みます。

②

11 H28.8

8 H28.8

こども食堂について、「一人でご飯を食べるこども、貧困による
食事抜きのこどもに対して、校下単位での取組をしてほしい。」
という意見をいただいた。
（平成28年度第１回やさしさ・あたたか部会）

9 H28.8

10 H28.8
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【市民協働担当】
　防犯灯の新規設置については、既にＬＥＤ化されています。
　また、既設置されている防犯灯で老朽化が進行しているもの
については、ＬＥＤへの移行が可能な場合がありますので、窓
口の市民協働課に相談してください。

14 H28.9

防災について、「防災についての体制づくりについて、区役所
からの指示が一本化していないので、明確にしてほしい。ま
た、旭区で一斉に行う防災訓練について、地区ごとに状況を情
報共有してほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回安全・安心部会）

【総務課防災担当】
　災害に備えた訓練や、平常時の防災に関する情報連絡に関
しては、地活協、とりわけ防災リーダー隊長を含む地活協の防
災部に一本化すべきと考えています。
　しかし、災害時要援護者や、その支援者の名簿作成など、災
害時に地域で協力しながら避難を行うことに関しては、隣近所
で助け合って取り組む課題であるため、住民の方と直結してい
る町会と連携していきます。
　９月４日に実施した旭区一斉防災訓練については、11月26
日に区民センターで訓練の振り返りを行います。その場で各地
域の状況も報告してもらう予定です。

17

16 H28.9

淀川流域での河川災害への対応について、「上流域が堰を閉
めたために上流域は被害があったが下流域における大きな被
害を防ぐことができたという事例がある。流域自治体間で淀川
河川災害への対応として災害復興時の資金確保等を含む協
議会を呼びかけてほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回安全・安心部会）

【総務課防災担当】
　先の東日本大震災や熊本地震など、大規模な災害が発生し
た場合は、大阪市として被災地に対して物資や人員の派遣な
どの災害援助を行っています。
　委員ご指摘のように、河川災害も決して他人事ではなく、流
域一体の問題として、互いに協力し助け合うことが大切である
と考えます。

⑤
（府県
及び
国に
おい
て検
討さ
れる
べき
もの）

15 H28.9

防犯灯について、「ＬＥＤ化するにあたり、費用助成をしてほし
い。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回安全・安心部会） ⑤

①

※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

防犯カメラ設置事業について、「公園等に多くの防犯カメラを設
置してほしい。」という意見をいただいた。
（平成28年度第１回安全・安心部会）

【市民協働担当】
　市民局において、大阪市内に平成28年度から3か年で1,000
台の防犯カメラを設置します。平成28年度には、防犯カメラの
公園設置に取組んでいますが、大阪府警本部より依頼のあっ
た公園としています。具体に旭区においては、都市公園38カ所
中、9公園14箇所に設置予定です。

①H28.9


