
【様式４】

1 H29.6

　区政会議の運営について、多くの方の同じ意見があって
も結果的には施策に反映されていないことがあり、会議に
でてきて意見を言っても、言いっ放しで終わることが多く、
アリバイ作りの会議になっている。プロジェクトチームを作
るなどして、やり方を検討し直す必要がある。

【総務課企画調整担当】
　委員の皆様には、多様な区民の意見やニーズの区政への反映・区
民による評価をしていただくために区政会議にご出席いただいており
ます。
　より委員の皆様のご意見を施策に反映できるよう、予算要求時期ま
でに全体会議及び部会を開催するよう平成29年度から開催日程を前
倒ししております。
　今後は、委員の皆様にアンケートを実施し、いただいたご意見に基
づいて運営のあり方や改善点について見直してまいります。

②

①

外部評価意見への対応方針
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3 H29.6

　区政会議について、上からの決定した内容を、これだけ
致しました、期待した数字は○○％で結果の数字は○
○％でした、と決められたことを数字、達成したことを資料
として残している、いつも同じパターンで進められている会
議にうんざりしている。

【総務課企画調整担当】
　区の施策の評価につきましては、「区政会議の運営の基本となる事
項に関する条例」により、区の主要な施策の実績と成果の評価につい
てご意見を求めることとなっておりますので、区の自己評価について
ご説明しております。
　30年度からは区の自己評価だけではなく、委員の皆様に区の施策
について直接評価をいただくように見直してまいります。

②

2 H29.6

　以前に質問した、まちづくりセンター廃止に伴う、区直営
による地域活動協議会への支援を行う職員について、市
OBではなく複式簿記が理解できる方、ホームページ作り
の支援ができる方等の意見を出していたが、返答がな
かった。
　今後は会議で出された意見について、回答や進捗状況
のご報告が冒頭にいただければ、発言者が意見を出した
甲斐があると思う。

【市民協働課】
　本件につきまして、委員からのご意見を全面的に反映させていただ
き、４月21日に嘱託職員２名を採用しました。企業での経理（複式簿
記）事務経験者、地域活動及びホームページ入力支援ができる者、い
ずれも市OBではありません。
貴重なご意見、ありがとうございました。

【総務課企画調整担当】
　委員からのご意見どおり、区政会議でいただいたご意見について、
次回の会議において対応状況を報告させていただきます。

②

5 H29.6

　旭区スポーツフェスティバルへの補助金（助成金）増設に
ついて、旭区民の参加型の大きなイベントとして、①城北
公園フェア（６月）、②旭区民まつり（８月）、③旭区スポー
ツフェスティバル（11月）の３つがレクリエーション型の３大
イベントとなっております。
　現在、純粋に旭区民だけの参加によるイベントで「旭区」
と銘うって行われる③旭区スポーツフェスティバルについ
ては、他の２つのイベントに比べ極端に補助金（助成金）
少なく、かつ、交付先が「旭区体育厚生協会」であるため、
各種スポーツフェスティバル開催のための費用が少なく、
その結果、永年10連合の地区委員長が各校下で賛助金
を集めて補填しているのが実情です。（委員の不満あり）
　旭区の元気・活力の効果大ですので、29年予算で配慮し
ていただきたい。
　区政会議委員と同時に、体育厚生協会の新森地区委員
長も兼務しており、協会の会合での意見・要望が多いの
で、取り上げました。

【市民協働課】
　②旭区民まつりについては、企業等協賛金、③旭区スポーツフェス
ティバルについては、校下賛助金を加えて実施いただいており、予算
以上の規模で事業を盛り上げていただき、感謝しているところです。
　一方で、旭区スポーツフェスティバルは委託料で支出しており、大阪
市において、毎年シーリングによる3～5％の減額がなされている現状
があります。よって、年を重ねるごとに減額されています。
　しかし、30年度予算においては、シーリングを適用しないよう努力し
実現しました。
　ただ、それでも事業実施にあたり、相当困難な状況は変わりません
が、ご理解くださいますようお願いします。

②

4 H29.6

　要援護者名簿について、要介護者の状況を確認、調べ
ても資料として残しておくだけでは、当事者にとってありが
たく喜んではくれない。職員の皆様が一人ひとりの声を聞
かれて、足を運んで聞き取ってください。何が大切で必要
かが良くわかります。

【総務課防災担当】
　平時や災害時の要援護者の方々の地域を通じての把握やその他の
協力者からの情報に基づき、地域全体で要援護者の方々の見守りや
災害時の援護、安否確認を行う仕組みを現在構築し、より充実させて
いこうとしているところです。
今後、これらの取組を通じて、要援護者の方々の声を聴きとることが
できないか検討してまいります。

①6 H29.7

　こども食堂について、こどもたちに食事を与えるだけでは
なく、調理をさせるなど教育を含めた取り組みにしてほし
い。

【保健・子育て支援担当】
　旭区では、現在５箇所のこども食堂が運営されており、それぞれのこ
ども食堂では、独自にスタッフが子どもの宿題を見てあげたり、子ども
と一緒に料理を作るなど、子どもに寄り添った取組みが行われていま
す。
　また、平成29年度から旭区が、こども食堂に集う子どもに対する学
習支援の仕組みを作り、こども食堂の希望に応じて、夏休みの「宿題
会」や「料理教室」などに支援員や講師を派遣しています。
　なお、学習に関しては、まず学習する雰囲気づくりが大事で、雰囲気
が醸成されてから、徐々に「勉強すること」に対して支援していきたい
と考えています。
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7 H29.7

　あさひあったかきちについて、入りにくくなっているので、
わかりやすいのぼりを立てるなど入りやすい工夫をしてほ
しい。

【保健福祉課】
　「あさひあったかきち」は今年７月から、区民センター１階の一角にお
いて、再オープンしております。
　旭図書館へ繋がる通路の横にあり、就学前の子どもが遊ぶプレイ
ルームの隣にありますが、看板を立て、仕切りも極力無くすなど工夫
をしておりますが、今後も入りやすい設えを施していきたいと考えてお
ります。

①

①

9 H29.7

　口腔ケアについて、必要なことなので、予算を増やして
ほしい。

【保健・子育て支援担当】
　旭区歯科医師会との協働ですすめている事業ですが、需要に応じた
必要な措置を行ってまいります。

②

8 H29.7

　百歳体操について、百歳体操だけが目的ではなく、病気
にならない方法をめざすということを目標にしてほしい。

【保健・子育て支援担当】
　百歳体操につきましては、介護予防という観点からすすめている体
操です。また、健康づくりとして棒体操も区として関わり、それ以外にも
健康講座の開催など、いろいろな形で健康づくりをめざしています。

④

11 H29.7

　あったかバスについて、本数を増やしてほしい。 【総務課企画担当】
　あったかバスの運行については、本市の財政状況や事業者に負担
が生じていることを鑑み、利用者アンケートを実施して継続運行のた
めの方策を検討しています。

③

10 H29.7

　学び舎事業とおさらい事業について、小・中学校は同じ
義務教育なので分けずにしてほしい。

【総務課企画担当・生活支援担当】
　放課後おさらい事業は、小学生を対象として基礎学力向上と学習習
慣の定着を目的としており、学び舎事業は、学業や進学の環境が十
分に用意されない世帯の子どもたちが将来、再び生活困窮に至ると
いう「貧困の連鎖」を断ち切るために中学生を対して、学習支援などを
行う事業であり、対象者と目的が異なるため、別事業としております。

①

13 H29.7

　要援護者見守り食事サービス事業について、対象者が
要援護者ではなく高齢者であるので、高齢者の尊厳を考
えて高齢者に事業名を戻してほしい。

【保健福祉課】
　委員ご指摘のとおり、食事サービス事業の対象は、地域にお住いの
高齢者の方々であり、要援護者に限ったものではありませんので、事
業名称を「高齢者食事サービス事業」とする予定です。

②

12 H29.7

　しょうぶちゃんの認知度が低いので、もっと有効に利用し
てほしい。

【総務課広聴広報担当】
　今後も、区広報紙や区ホームページ、各種イベントを通じて、広報し
ていきます。
　特に「子育て応援」に関しては、区広報紙やホームページの”「しょう
ぶちゃん子育て情報BOX”のコーナーに様々なポーズのしょうぶちゃ
んを掲載しています。

②

15 H29.7

　区政会議について、区役所の予算案について承認する
ようなアリバイづくり的な会議になっているので、スケ
ジュールを前倒しにしてゼロベースから話し合う場にして
ほしい。

【総務課企画担当】
　委員のご意見どおり、次年度の予算編成に委員の皆様のご意見を
反映できるよう、今年度は、第１回目の部会の開催日程を前倒ししま
した。

①

14 H29.7

　福祉ネットワーク構築事業についてNPOの連絡会や地
域のサロン連絡会などを作ってほしい。

【保健福祉課】
　現在、区内の福祉関係のネットワークを整理し、必要性について検
討を行っているところです。
　今後、提案していただいた委員にも御協力いただき、ネットワークづ
くりを進める予定としております。

②

17 H29.7

　介護保険制度が変わることにより、ボランティア的な形で
の担い手育成が必要になるので、30年度予算に入れてほ
しい。

【保健福祉課】
　介護保険制度が変更され、これまで全国一律の基準で行われてき
た予防介護のうち、訪問介護と通所介護について、市町村は実情に
応じたサービス内容を検討して選択することとなっており、大阪市は現
地点で「住民主体によるボランティア主体型」は組み入れられておりま
せん。
　今年度からスタートしたばかりの制度であり、今後需要を見極めな
がら、検討してまいります。

③

16 H29.7

　例えばおさらい事業と学び舎事業のように、予算取りは
小分けする必要があるとしても、事業実施するときには一
緒にという形がとれるものは一緒にした方がいいと思う。

【総務課企画担当】
　委員のご意見どおり、効率的に事業を実施し、不用額の圧縮を図る
ため、事業実施を一緒にするだけではなく、予算事業についても整理
をして、事業の統合を行いました。

③

19 H29.7

　あったかバスについて、年900万円という大きな予算を
とっていて、利用者数も少ないように思えるので、中長期
的な目的をもってどの時期までやるかを考えてほしい。

【総務課企画担当】
　あったかバスの運行については、本市の財政状況や事業者に負担
が生じていることを鑑み、利用者アンケートを実施して事業の見直しを
しています。

②

18 H29.7

　徘徊のある高齢者について、一時保護する取り組みを実
施してほしい。

【保健福祉課】
　徘徊が発生した高齢者の方を発見した場合は、警察に通報していた
だき、警察に引き継いでいただくのが原則となります。
　一時保護の仕組みの創設については、事務管理開始による管理継
続義務発生、費用負担など課題も多いと考えておりますが、引き続き
検討してまいります。
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②

21 H29.8

　ホームページについて、活力あるまちというイメージや、
地活協と商店街が協力してこどもの見守りをしている活動
など、活力あるまちというイメージを出していってほしい。

【総務課広聴広報担当】
　区ホームページで地域の皆様の活動を紹介しながら、さらに“活力
あるまち”をめざしていることを伝えていきたいと考えています。 ②

20 H29.8

　城北公園フェアについて、区民の盛り上がりに欠けてい
るので、住民参加型のイベントにしてほしい。

【にぎわい創出担当】
　今年度で5回目の実施となる城北公園フェアは、区内で唯一の5万
人規模の集客イベントとして定着してきました。
　今後は、こういったイベントを契機に、地域や各団体、商店街などと
の連携事業の実施やイベントの運営に地域の方が直接参画できる運
営方法などを検討してまいります。

②

23 H29.8

　城北公園フェアについて、城北公園に魅力があるからで
はなくイベントに来ている人だけで城北公園の活性化につ
ながっていないため、継続しても意味がなくやめたほうが
よいと思う。

【にぎわい創出担当】
　今年度で5回目の実施となる城北公園フェアは、区内で唯一の5万
人規模の集客イベントとして定着してきました。区外からも多くの来場
者があり、城北公園や淀川など自然豊かな環境やその他旭区の魅力
を知っていただくという意味においても、一定の効果があると認識して
います。
　今後は、こういったイベントを契機に、地域や各団体、商店街などと
の連携事業を実施するなど、広く区内に波及し活性化するよう、にぎ
わいづくりの仕組みを検討してまいります。

②

22 H29.8

　生涯学習ルームについて、健康体操を実施している校下
があり病気の予防になっているので、他の校下でもできれ
ばよいと思う。

【市民協働課】
　委員の提案を受け、各生涯学習ルームでの健康体操の実施につい
ては、当区保健福祉課と連携して運営主体の各校の生涯学習ルーム
運営委員会及び生涯学習ルーム講座のコーディネーターである生涯
学習推進員に対して協力依頼を行い、実施できるよう努めてまいりま
す。

①

25 H29.8

　城北公園フェアについて、地域として出店することで地域
の活性化にもなり、近隣の商店などにも効果がある。ま
た、遠くから来られる方が城北公園を知るきっかけともなっ
ているので、続けてほしい。

【にぎわい創出担当】
　魅力ある集客イベントとして、引き続き区内の飲食店および地域団
体も参加いただくことはもとより、地域や各団体、商店街などとの連携
事業を実施するなど、約5万人の来場者をできるだけ旭区内にとどま
らせる工夫も検討し、広く区内に波及し活性化するようなイベントとし
て継続して参りたいと思います。

②

24 H29.8

　旭区検定について、出題も困難になり、一部の検定マニ
アのものになっていくのでやめたほうがよいと思う。

【にぎわい創出担当】
　本事業は、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、平成23年に区民の皆さんの発案で開始された
ものです。
　その目的や意義を達成するためにも、すそ野を広げる取組として、
区内小中学校での検定を実施しており、今後も引き続き学校と連携し
ながら、より効果的な手法を検討してまいりたいと考えております。

②

27 H29.8

　広報紙について、一つのことを掘り下げたりして、興味を
引く形にするなど広、報を強化してほしい。

【総務課広聴広報担当】
　予算全体にシーリングがかかり、紙面の都合もある中で、深く掘り下
げた記事を全てにわたって記載することが難しい状況でありますが、、
できる限り皆様に興味を持ってお読みいただけるような広報紙にして
いきたいと考えています。

②

26 H29.8

　旭区には団体が多く、それぞれの活動に予算をつけると
管理が困難なので、予算をある程度まとめてつけるほうが
よいと思う。

【市民協働課】
　防犯･防災、子ども･青少年、福祉、健康、環境及び文化･スポーツの
分野において、広く住民全般を対象として市民活動を包括的に行うこ
とを目的としている地域活動協議会事業に対しては、一括補助金及び
委託料を地域活動協議会に交付しているところです。
　30年度からは、委託料を一括補助金に集約することで、地域活動協
議会における自律的な運営を支援し、より地域の実情に応じた事業
実施ができるように整理をしてまいります。

②

29 H29.8

　職員の防災訓練について、消防・警察合同でする、要援
護者として避難する人役をするなど役割分担をして大規模
にしてほしい。

【総務課防災担当】
　職員の防災訓練については、関係機関との連携を図ってまいりま
す。
　要援護者の災害時避難については、要援護者の方の状況を踏まえ
て、また地域の方のご理解ご協力をいただきながら、できるところから
進めてまいります。

②

28 H29.8

　避難所について、指定の避難所が遠い地域について、
町会と近隣のマンション等の避難にかかる提携を結ぶ取り
組みをしてほしい。

【総務課防災担当】
　地域と民間のビルやマンションなどとの災害時避難にかかる提携締
結に向けて、区役所として取組を進めてまいります。

②30 H29.8

　災害時要援護者名簿について、緊急時には本人の同意
などを気にしている場合ではないので、行政名簿等を用い
て組み合わせられないか。

【総務課防災担当】
　いざというときに要援護者の避難に使えることが重要です。。
　発災直後の自助・共助の中で、柔軟に対応できる仕組みづくりにつ
いて検討するとともに、各地域で参考になる事例があれば共有してま
いります。
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31 H29.8

・避難所について、小学校の校門がいくつかあるので全て
を開けるようにしてほしい。また、車椅子で避難される方な
どのために車が入られるようにしてほしい。
・高齢者や車椅子の方が車で避難所に入ることも容認して
ほしい。
・他区と隣接している避難所については、区外の避難者が
来ると思うので、他地域の方へのコミュニケーションには区
の職員が対応してほしい。

【総務課防災担当】
・避難所開設時に開放する校門については、避難所としての使い方を
踏まえて、地域（避難所運営委員会）や学校と相談しながら整理して
まいります。
・車の出入りについては、備蓄物資の搬入等でも必要であり、地域や
学校と相談しながら、アクセスルートや避難所内での適正配置を検討
してまいります。
・他区からの避難者への対応については、区職員が避難所に駆けつ
け次第、他区からの避難者対応をはじめ、避難所の円滑な運営をサ
ポートしてまいります。

②

②

33 H29.8

　防災リーダーの選任について、手続きの都合上ある程度
の人数がまとめる必要があると言われたが、まとめる人数
の目安や待機期間を説明してほしい。
　また、装備品について長靴があるが、広報紙の防災特
集において「長靴はかえって危険」との記載があるため、
装備品を変更してほしい。

【総務課防災担当】
　地域防災リーダーの選任に際しては、委嘱状の発行、ボランティア
保険への加入などの諸手続きが必要になることから、ある程度とりま
とめて進めることにご理解ご協力をお願いするとともに、区としてもス
ケジュール感など一定の目安をお示しするよう努めてまいります。
　地域防災リーダーの装備品のひとつである長靴については、他区の
状況も確認した上で、今後の取扱いについて検討中です。

②

32 H29.8

　避難訓練について、水害に特化した避難訓練も入れる
必要がある。

【総務課防災担当】
　淀川の新しい洪水想定による全市的なハザードマップ見直しを踏ま
えて、水害対策について早急に検討を進める必要があります。
　その上で、防災訓練についても、水害に対しても十分想定・対応した
訓練内容となるよう検討してまいります。

①

35 H29.11

防災について
区の職員がほとんど区内に住んでいない。高齢化の進ん
でいる旭で自助・共助の自主防災体制を構築する手伝い
を公助という？

【総務課（防災）】
　旭区役所では、職員が宿日直により災害時の初動に備えるととも
に、区内在住の市職員による災害時参集体制をとっています。
　また、「公助」とは、国や市役所・区役所、警察・消防など行政による
支援のことを言います。
　震災などの広域災害では、公助により同時にすべての災害現場に
対応することは、現実的に困難であることから、災害時に地域住民が
「自助」により自分や家族の命を守り、「共助」により自主防災体制を
迅速に立ち上げ、いち早く救出活動や消火活動などに取り組むことが
できるよう、公助では日ごろの地域の防災活動のサポートや防災物資
の確保などを行っています。

①

34 H29.11

・健康・福祉についてはソーシャルインクルージョンの視点
に立ってほしい。高齢者の認知予防と同時に認知症に
なった方々、家庭崩壊を防ぐ支援も必要と感じる。
さらに後見制度利用の促進も重要。
他に更生保護も目を向けてほしい。再犯しないよう社会の
支えが大切である。
ボランティアセンターは社会福祉協議会に設置されている
が、役所と社協の連携が希薄ではないかと感じる。

【保健福祉課（地域福祉）】
　高齢化が進行する中、当事者や家族に対して、認知症の進行度合
いに応じた支援について適切に繋ぐことができるよう、包括支援セン
ター等の関係機関との連携強化に努めます。
また、権利擁護の観点から、成年後見センターの更なる周知に努めま
す。
ボランティアに関する業務は役割分担として社会福祉協議会が担って
いるところですが、地域福祉の推進のため、区役所と区社協の一層の
連携が必要であると考えています。
【市民協働課】
　旭区として更生保護に目を向け、「社会を明るくする運動」の事業
に、旭区青少年育成推進会議が共催しているところです。区役所とし
ても会議室を使用していただいたり、啓発には市民協働課職員が参
加させていただいています。

①36 H29.11

資料の出し方について
　何人かの委員が指摘されましたが、資料が膨大な量で
説明を受けるときも探すのも大変です。また、小さい字で
細かく詳細に書かれているものもあり、詳しく説明するため
とは思いますが、非常にわかりづらく思いました。資料は
今後重要なポイントだけを我々見る方にもわかりやすく３
～４枚にまとめていただきたいと思います。
　私は一期２年が終わり二期目に入りました。一期目の最
初の全体会議でも同じような疑問の意見が出ていまして、
その後改善がなされてきておりました。
　区長も新しく就任され、また担当課長も人事異動で新しく
なられた方も多いのですが、このようなことが全く引継ぎが
なされていないように思われます。いまさら引継ぎもできな
いでしょうから、議事録でも読んでいただき、すぐ改善して
いただきたいと思います。

【総務課企画】
　第２回区政会議の資料につきましては、次回開催の部会資料の事
前配付・説明を行った事もあり、膨大な量になったために、わかりづら
くなり、申し訳ありませんでした。
　運営方針は各取組の自己評価を行い、委員の皆様のご意見お聴き
することから、全ての内容にお目通しいただく必要がありますので、ご
理解をお願いいたします。
　ご指摘のとおり、文字も小さく、わかりづらい内容となっておりますの
で、運営方針全体の構成や各項目の表現を少しでもわかりやすく改
善してまいりたいと考えております。
　また、運営方針の仕組みや各項目の意味などもわかりにくいことか
ら、今後の学習会でご説明してまいりたいと考えています。
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37 H29.11

部会の時間について
　区政会議の委員として一期２年間の感想ですが、一回の
部会の時間が足りないと思われます。各意見に対して区
役所からの返答（説明）だけで終わりになっていることが多
い。議長の計らいも必要でしょうが、一つの意見に対し他
の委員の追加の意見や少し違った角度の意見を求め区
役所側も入ってもらって、議論の広がりというか深まりとい
うのかフリートーキングも交え掘り下げる必要があると思
われます。
　一回の部会を二回続けてやっていただくとか、難しけれ
ば部会の少し前の日に議長と委員だけで意見のすり合わ
せの時間をもっていただけたらと思います。

【総務課（企画）】
　区政会議は、区の取組を運営方針をとおして委員の皆様にご説明
し、その取組などに対して、多様なご意見をお聴きすることを目的に開
催させていただいており、現在の取組や今後の取組に対して、貴重な
ご意見を頂いてまいりました。
　区政会議として単一の結論を目指すことはございませんが、、多くの
ご意見を頂くと共に、委員の皆様が意見交換していただけるよう時間
配分の調整や、勉強会の開催等を進めてまいります。

①

③

39 H29.11

城北公園フェアについて
　他の予算と比較して多く配分されているのではないか。

【にぎわい創出担当】
　今年で５回目の実施となる城北公園フェアは、区内で唯一の５万人
規模の集客イベントとして定着してきました。
　ご指摘いただいております城北公園フェアの予算額でございます
が、会場の設営経費や警備関係経費など、イベント実施に必要最小
限な予算額を計上しております。
　今後は、運用形態を実行委員会形式とし、柔軟な運営と独自の収入
も検討しながら、適切な予算配分に努めてまいります。

②

38 H29.11

区政会議について
現在の構成メンバーで充分に討論できるのでしょうか。他
の役所関係が入っていない。
例として、警察、消防、学校、企業等が入っていない。

【総務課（企画）】
　旭区の区域内の基礎自治に関する施策等を実施するに当たって、
他の区内官公署と区行政連絡調整会議をはじめとし、連携を図りなが
ら取組を進めております。
　その取組を運営方針にまとめて、委員の皆様にご意見を頂くために
区政会議を開催する事となっておりますので、各官公庁については区
政会議には参画は頂いておりません。

①

41 H29.11

あったかバス運行について
　もう少し小型化して京阪電鉄東側の地区の運行も考えて
いいのではないか。
　将来的には、京阪電鉄の更なる高架もしくは地下化を考
え、一般道の拡幅による防災上の問題の方向性を検討し
てみてはどうか。

【総務課（企画）・（防災）】
　あったかバスについては、平成24年度末の赤バス廃止を受け、交通
空白区域解消を目的に、現在のルートを運行する事業者に対して900
万円の補助を行っております。
　本市の厳しい財政事情から、新たな経路の運行は難しいと考えてお
ります。
　また、現時点で京阪本線の高架・地下化の予定は聞いておりません
が、鉄道や道路などの都市基盤整備の際には、防災性向上の取組の
可能性について検討してまいります。

③

40 H29.11

現在使用されていない公共物の貸出しを積極的に行って
はどうか。

【総務課企画】
　普通地方公共団体が所有する公有財産については、庁舎等の「行
政財産」及び行政財産以外の「普通財産」があり、地方自治法ではそ
れらの財産について貸し付け等ができると規定されております。
　上記規定にもとづき大阪市においては、公有財産を所管する各所属
において、未利用財産にかかる貸し付け等の公募を行うなど、有効活
用に努めております。

①

43 H29.11

資料５－１　P.5（H30運営方針具体的取組１－１－３）子育
て情報誌を定期的に発行する。
　これは対象者全員に配布されているのでしょうか。日々
目の前の育児に追われている方々に何処どこにある・スマ
ホで検索してというのではなく各家庭に届けていただきた
いのです。せめて子どもが３歳位になるまで。
資料４ P.30（H29運営方針具体的取組４－２－２）ベベクロ
ファイルはいい案だと思いました。

【保健・子育て支援担当】
　子育て情報誌は、３か月ごとに発行しており、子育てに関する施設、
相談窓口、イベントの案内など、子育てに役立つ情報を掲載していま
す。
　当情報誌は、すべての子育て家庭に行き渡るよう、母子手帳交付時
にお渡ししている「べべクロファイル」に綴じ込み、また、３か月健診の
際にもお渡ししています。ただ、イベントカレンダーが更新されるため、
区役所をはじめ、サロンなど子育て関連施設、乳幼児健診会場など、
子育て家庭の立ち寄り先に配架し、自由に持ち帰られるようにしてい
ます。

①

42 H29.11

　大阪市として実行できること・区単独で実行できること、
また、区として特色を出せることなど勉強会で説明してい
ただけると、より実現可能な具体的話し合いができ委員と
してのやりがいもあるのではないでしょうか。
　当日、見にくいと感じ戸惑った資料ですが、資料４・５（そ
れぞれ独自のページ数が書かれている）を外して見るとそ
うでもありませんでした。
　その資料４・５を読むことで大きな方向性、実現するため
の具体的な取り組み、これまで話し合われたことへの対処
など分かりやすく書かれていたと思います。（ただ、読むの
に時間がかかりました。）

【総務課（企画）】
・区長が兼務する、区シティマネージャー、区担当教育次長の仕組み
や、所管する事業や予算等を学習会でご説明したいと考えています。
・資料４の平成29年度運営方針については、年度終了後にその実績
及び成果の評価に係るご意見をお聴きいたしますので、よろしくお願
いします。
また、資料５の平成30年度運営方針（素案）については、前区政会議
委員の皆様にご意見をいただき策定したものですが、今後、（案）の公
表に向けて、新委員の皆様のご意見をお聴きいたしますので、よろしく
お願いいたします。
・運営方針につきましては、その仕組みや各項目の表現がわかりにく
いとのご意見も有り、今後の学習会での質疑と合わせて部会でご説
明してまいりたいと考えています。
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①

45 H29.11

資料４　P.12（H29運営方針具体的取組２－１－３）いきい
き100歳体操
　まず、生涯学習の教室などで体験してもらうというのはど
うでしょう。
　体験することで中心になる人も出てくるのではないでしょ
うか。

【保健・子育て支援担当】
　いきいき百歳体操につきましては、平成29年７月に福祉局より生涯
学習推進員の方に生涯学習ルーム等の使用および体操等の推進に
ついて依頼させていただいております。生涯学習のプログラムとして
の開催や体験学習としての申出がございましたら、地区担当の保健
師が出向き実施させていただきます。

①

44 H29.11

資料４　P.38（H29運営方針取組項目９）
　地域カルテは作成されていますか。
　地域を考えるときに統計データはとても役立つ情報と思
います。その地域の人口（年代別・性別）、また、介護保険
受給者数等々色々可能なデータを地域に出してください。
　行事・催しものなど企画するうえで役立つと思います。

【市民協働課】
　地域カルテにつきましては、今年中の作成に向けて全市的に項目等
の検討をしております。

①

47 H29.11

地域活動協議会って町会の集まり?!と思っている方が多い
と思います。主体的活動を考えるとき町会の枠を超えたそ
の地域全体が対象であると役員は再認識していくことが必
要と思うのですが。合っていますか。

【市民協働課】
　お見込みのとおりです。今年度は各地域活動協議会へ区長又は副
区長が伺ってご説明いたしましたが、次年度以降も継続してご説明し
たいと考えております。

①

46 H29.11

資料５－１　P.7　放課後おさらい教室
　とてもいい取り組みだと思っています。問題はおさらいが
必要な児童が参加しているとは限らないということかと思
います。残されている感が生じないように参加できるといい
のですが。
　あさひ学び舎については、教科のおもしろさ・本質を教え
る先生が来られたと聞いて感激しました。

【総務課（企画）】
・放課後おさらい教室は、各小学校ともに参加していただきたい児童
に、先生方が参加を促すと共に、おさらい教室の指導員と連携を行い
ながら取り組まれており、必要とされる児童の学習習慣の定着と基礎
学力の向上に活用されています。

53 H30.02

56 H30.02

　支援が必要な家庭へのサポートとしてイベントを実施し
ている（との記載がある）が、支援が必要な家庭に限らず
子育て中の親が息抜きできるようなイベント等を実施して
ほしい。

【保健・子育て支援担当】
　子育て中のお母さんに対し、一時保育を兼ねた講座「おかあさんの
ほっと！タイム」を企画実施しております。

①

48 H30.02

　運営方針の業績目標には区民モニターアンケートの指
標が多いが、同じアンケートでも参加者に聞く方が適切な
ものもあると思う。違う数値目標も考えてほしい。

【総務課（企画）】
　事業実施にあたっては、基本的に参加者アンケートを実施しており
ますので、今後より適切な指標を検討します。 ①

49 H30.02

　具体的取組１－２－３について、目標が中学生の高校進
学率100％で撤退基準が50％を下回るというのは撤退基
準が低すぎではないか。
　また、目標が100％というのも高校進学しないという選択
もあるので押し付けにならないか。

【生活支援担当】
　参加者はそもそも高等学校等に進学することを目標としております
ので目標値を100%としておりましたが、委員のご意見を受け、目標値
を90％に、撤退基準を70%に修正します。

②

50 H30.02

　おさらい事業やベーシックサポート事業は良い取組だ
が、本当に必要な子どもが参加できているのか。教師や親
の関わりはどうなっているか。

【総務課（企画）】
　各学校の取組として、担任教師が事業への参加について、児童・生
徒や保護者への働きかけをしております。

①

51 H30.02

　いきいき百歳体操について、新規への支援とあるが、現
在活動しているところへの支援はないのか。

【保健・子育て支援担当】
　すでに活動されているところへは、保健師による年２回の健康指導
や交流会事業の実施などの支援を行っております。 ①

52 H30.02

　こども見守り活動をしているが、見守り活動への支援は
なくなったのか。

【市民協働課】
　見守り活動に必要なビブス等の物品については、平成29年度までは
区役所にて購入の上、活動されている方々に配布しておりましたが、
平成30年度からは、より地域実態を反映できるよう、地域活動協議会
補助金事業として実施していただくこととし、財源を組み入れておりま
す。

①

　見守りに関して、学校やPTAなどとの連携を深めるため
の会議をしてほしい。

【市民協働課】
　見守りと学校やPTAとの合同会議は、通学路の安全確保という観点
から、必要に応じて学校単位で開催するようにいたします。

②

55 H30.02

　教育の事業やこども食堂について、公的資金を投入する
のであれば福祉的な視点から所得の再分配という意識を
強く持ってほしい。

【総務課（企画）】
　義務教育の充実を基本として、旭区で育つ全ての子どもが自らの持
てる力を最大限発揮して、希望をもってたくましく生きる力を身につけ
られるよう、福祉的な観点からの支援を行います。

①

54 H30.02

　いきいき（放課後事業）では勉強を教えてもらえないので
学童保育へ行ったという話を聞いたが、いきいきでは勉強
を教えたりできないのか。

【市民協働課】
　いきいき放課後事業における学習支援の実施は全市的な課題と
なっているところですが、旭区では平成25年度より放課後おさらい教
室として、別途小学生の基礎学力の向上に取り組んでいます。

①
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65 H30.02

61 H30.02

　旭区には子どもの遊び場がない。学校の開放などできて
いるか。

【市民協働課】
　学校施設の開放については、小学校として課業日の放課後16時30
分まで校庭や体育館を開放し、遊びの場を提供しております。
　学校体育施設開放事業として、学校教育及び地域諸行事等に影響
の無い範囲で校庭及び体育館を開放し、子ども会やスポーツチーム
が利用しております。
　一部の小学校では、ＰＴＡが学校と調整して、校庭や体育館を開放
し、遊びの場を提供しています。
　なお、区内3か所の公園において、一定のルールのもとでボール遊
びができることになっております。

①

　城北公園の活用の一つとして
　夏場に蛍、トンボ、蝶等の育成を考えてみたらいかがで
しょうか。
　詳しい生態はわかりませんが、手間がかかって無理で
しょうか。

【にぎわい創出担当】
　城北公園を管理する「建設局鶴見緑地公園事務所」より、同公園及
び城北菖蒲園は蛍の生育には適していない環境であることと、トンボ
や蝶等の育成についても周辺の生態系への影響や植害の恐れがあ
り、慎重にならざるを得ないと聞いております。
　育成にかかる作業も含めて今後の課題はありますが、まずは生き物
が生息できる環境を整えることも必要であるため、大阪工業大学との
連携事業である「淀川クリーンキャンペーン」として、淀川の清掃活動
等で城北公園周辺の環境保全に取り組んでおります。

④

64 H30.02

　災害時の避難場所として、高層住宅の管理組合と旭区
役所として契約をしていただけたらいかがでしょうか。病
院、医院との話し合いも必要だと思います。
　新森地区では現在、30名程度引き受けられるとの話を進
めています。（中野こども病院）現在は契約には至っていま
せん。

【総務課（防災）】
　津波や河川氾濫などの水害時における垂直避難のために、水害時
避難ビルの指定を進めています。
　民間施設についても、指定に向けた協議を進めてまいります。 ①

62 H30.02

59 H30.02

　健康フェスタについて、太子橋や新森など遠い地域から
は参加しにくい。
　学校を使って開催することはできないか。

【保健・子育て支援担当】
　今年度実施の健康フェスタのアンケートで居住地域の項目を設け、
来場者の分析をおこないます。
　開催場所につきましては、実行委員会に提案し、検討を始めます。

③

60 H30.02

　無作為抽出された区民モニターや事業者から上がってく
る業績結果によって予算が執行されるのはいかがなもの
か。
　区は本当に救ってあげないといけない実態を把握してい
るか。学校との連携や学校だけでは把握できない地域と
の連携が重要である。

【総務課（企画）】
　事業に参加している方々へのアンケートにとどまらず、広く区民に対
して意見を聴取することで、税金を財源とする事業費の効果検証を行
う必要があると考えます。
　支援が必要な方を見逃さないように学校や地域との連携の仕組み
づくりに取り組みます。

②

58 H30.02

　戦略１－１の要保護児童対策地域協議会は、学校から
相談があるケースについて対応方法を考えられる会議
か。
　お風呂に入っていないなどのこどもについて、学校と
PTAで話をしてもなかなか解決に至らないので、区としても
相談に乗ってほしい。

【保健・子育て支援担当】
　虐待リスクが高いケースについては、子育て支援室で相談を受け付
け、要保護児童対策地域協議会で検討させていただきます。
　また、校長等からの要望により個別のケース会議を開催するなど、
学校との連携にも努めております。

①

57 H30.02

　こども食堂について、学習だけでなく安心できる居場所
づくりという意味合いもあるので居場所づくりの内容も記載
した方がよい。

【保健・子育て支援担当】
　こども食堂の居場所としての記述を追加しました。

②

　区民モニターアンケートについて、質問の仕方によって
数値は変わってくると思うので、アンケートの内容について
も区政会議で出してほしい。

【総務課（企画）】
　区政会議でご意見をいただくようにします。

①

63 H30.02

　大規模な災害が発生した場合（地震、水害、火事等）す
ぐに手助けになってくれる可能性のある元気、体力のある
方は、小学生・中学生と考えています。
　日頃の訓練の中に小学生・中学生の救助のための地区
の配分、活動の組織づくり（各班30名程度）をされたらいか
がでしょうか。

【総務課（防災）】
　地域の将来を担う小中学生が地域防災活動に参加することは、地
域防災力向上のために大変重要であると考えています。
　土曜授業やジュニア防災リーダーなど、これまでの地域ごとの防災
の取り組みを踏まえながら、小中学生の参画の方法について、地域と
ともに検討を進めてまいります。

①

66 H30.02

67 H30.02

　具体的取組１－１－１～１－１－３、１－２－１～１－２－
３はとても支持できる取組だが、ペーパー等で全員にお知
らせしました、待っていますではなく、計画の趣旨に沿った
必要と思える方々・こどもたちに時間をかけてでも更なる
働きかけがあるとより良い方向に広がっていくと思う。

【総務課（企画）】
　学校や地域と連携し、必要な方に支援が届くように、声かけをしてい
ただくよう依頼していきます。

①

　こども食堂について、ボランティアの方々が独自に運営
されこどもたちが気軽に楽しく過ごしている場に学習支援
員はそぐわないと感じる。学習支援員をという要望が多
かったのか。もっと困っていることが別にあるのではない
か。

【保健・子育て支援担当】
　学習支援員につきましては、一律にこども食堂に派遣しているので
はなく、夏休みの宿題会など要望に応じて実施しております。また成
功体験が得られるような体験学習などの講師派遣も含まれておりま
す。

①
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68 H30.02

69 H30.02

　地域活動協議会について、どの程度進んでいるのか。若
い方は地域よりも家族で動く傾向にあるため行事も撤退し
ていっている。
　地域活動協議会に予算をつけて、地域の活性化につな
がっているのか。

【市民協働課】
　地域活動協議会の自律的な活動のために補助金を支出したり、地
域支援アドバイザーを雇用したりして地域に応じた支援を行っていま
す。今後とも各地域活動協議会と連携し、地域の活性化に向け努力し
てまいります。

①

　具体的取組４－１－１、４－１－２の撤退基準が低いの
は、区民の防災意識の低さの裏返しであるので防災に関
する意識を高めないといけない。
　防災に関する取組については地域差があるので防災の
取組が進んでいない地域を重点的にしないと全体の意識
向上につながらない。

【総務課（防災）】
　区民の防災意識向上のために、地域の特性や熟度に応じて、より効
果的、実践的な防災啓発や、先進的な地域の取組の共有などに取り
組んでまいります。 ①

70 H30.02

71 H30.02

　共助についての認識は高いが自治会離れが進んでお
り、役員のなり手がなくリーダー不足になっている。

【市民協働課】
　自治会・町内会といった活動主体が、自律的かつ円滑に地域での活
動を行うことができるよう、活動主体への加入促進や、地域活動協議
会による活動主体間の連携促進といった支援を今後行っていく予定
です。

②

地域活動協議会について、活性化すると言うのに予算が
減っている。

【市民協働課】
　地域活動協議会へ委託していた防災事業を直営に変更したことによ
るものであり、自主的な活動に充当する部分につきましては、増額と
なっております。

②

72 H30.02

73 H30.02

　区民モニターアンケートについて、分母がわからない。ま
た、アンケートに答えるのは意識が高い人である。

【総務課（企画）】
　平成28年度実績では住民基本台帳からの無作為抽出者1,000名に
アンケートを依頼し回答率が30％だったことから、分母は約300人と
なっております。

①

　防災意識の地域差について、防災の出前講座を何回し
ているという数字はあるが、どの地域でしていてどの地域
でしていないという分析など、戦略的に実施しているか。

【総務課（防災）】
　防災の出前講座については、対象者の要望や年齢層のほか、地域
の特性などに応じて、より効果的な講座内容となるよう検討の上、実
施しておりますが、今後、区政会議での情報共有に努めます。

①

74 H30.02

75 H30.02

　具体的取組４－２－１について、特殊詐欺などの高齢者
対策が入っていない。

【市民協働課】
　「警察と連携し、地域と協働して防犯啓発を実施する。」に含まれて
おります。

①

　防災訓練の参加率について、３年間で１回以上参加した
区民の割合ではなく、はじめて参加した人の割合など、も
う少し基準を厳しくして聞くべきではないか。

【総務課（防災）】
　防災訓練に参加した区民の割合などは、無作為抽出による区民モ
ニターアンケートにより出しております。
　業績目標については、継続的に効果測定する観点を踏まえて設定
しましたが、目標値の追加を検討します。

②

76 H30.02

　旭区は良い事業やイベントをしているが、一般の方の認
知度が低い。区のマスコットキャラクターもあまり知られて
いない。
　事業には集客と周知が必要であり、広報紙だけでは若い
世代には伝わらないので、若い世代に伝わるようなPRが
必要。
　また、　地下鉄の広報版も魅力的ではない。

【総務課（広聴・広報）】
　旭区のイベント等は、区広報紙、区ホームページ、ツイッター、フェイ
スブック、LINE、インスタグラムを活用して広報し、ターゲットにより、ど
のPR方法が効果的か試行錯誤を重ねており、年度末に効果検証を
行う予定です。
　また、地下鉄駅の広報板については、より魅力的な掲示になるよう
運用ルールを見直します。

①
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※分類
　　①当年度（29年度）において対応　　②30年度運営方針に反映または30年度に対応予定
　　③30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

77 H30.02

　城北公園フェアに行くにも駐車場がないので、未利用地
を駐車場にすることはどうか。

【総務課（企画）】
　城北公園に駐車場がないことについては、かねてからの懸案事項で
した。ご意見を受けて、当該土地を所管するこども青少年局と財産管
理を所管する契約管財局との調整を開始いたしました。

①

78 H30.02

79 H30.02

　城北公園フェアはアルコールを売っているので飲酒運転
の危険もある。行政主催であれば公共交通機関での来場
とすべきである。

【にぎわい創出担当】
　城北公園フェアの会場である城北公園には駐車場が無いこともあ
り、事前に広報紙、周知用チラシなどにおきまして、「お車でのご来園
はご遠慮いただくこと」、「公共交通機関でのアクセス方法」を記載し、
来園されるみなさまのご理解をお願いしております。
　さらに、「自転車の飲酒運転も禁止されている」旨を、広報物だけで
なく、会場で配付しています当日プログラム等も使って、来園者に呼び
かけることとしております。

①

　城北公園フェア、旭区ブランド等について、以前に比べて
全体的に区役所主導すぎる。
　旭区の活性化については１年では結果が出ないので長
いスパンで考えていくべき。

【にぎわい創出担当】
　「城北公園フェア」につきましては、商店街や地域の方に実行委員会
に参画いただき、地域に根ざしたイベント内容を検討できるよう進めて
いるところです。
　また、「旭区ブランド・お宝」につきましても、新たな地域資源の再発
見と、将来のにぎわい・活性化のための手法について積極的な委員
の皆さまのご意見をいただく場として「まち魅力推進会議」を開催して
おります。
　いずれの会議も、今年になって取り組みはじめたところであり、参加
いただいている委員の皆さまの積極的なご意見を頂戴しながら、今後
の会議を進めてまいります。
　ご指摘のとおり、旭区の活性化はすぐに結果の出るものではござい
ませんが、５年間の目標を掲げた「旭区将来ビジョン」の実現に向け
て、まちの魅力創出や地域経済が少しでも活性化するよう、取組を進
めてまいります。

①

80 H30.03

　具体的取組の内容と中間アウトカムが対応していないと
ころがある。また、戦略に記載があるのに具体的取組に記
載がないものがある。

【総務課企画】
 　具体的取組２－２－２【福祉推進のための取組】の指標を“障がい
者福祉関連のイベントにおいて実施するアンケートで、満足度70％以
上”としておりましたが、“福祉関連のイベントや学習会等において実
施するアンケートで、満足度70％以上”とアウトカムを修正しました。
　また、めざす成果及び戦略３－１【コミュニティ活性化の取組】の具体
的取組は、区の運営方針に記載がありませんが、「市政改革プラン2.0
（区政編）」において全市で共通の目標が設定されており取組を進め
てまいります。

②

81 H30.03

　具体的取組の内容について、具体的な進捗状況を中間
振り返りのタイミング等で報告してほしい。

【総務課企画】
　区政会議で、運営方針の中間振返りの時点での進捗状況を報告い
たします。

②
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