
平成 22 年 12 月 27 日 

問合せ先： 
情報公開室市民協働チーム 
０６－６２０８－９７９０ 

３年間の市民との対話の成果 

 

■ 市民の声を反映した施策 
  ○大阪市地域安全対策本部の設置等（H20．9 月～） 
  ○地域と協働して進める都心部（キタ・ミナミ）の自転車対策（H20．10 月～） 

など 

■ 市民の声を反映した方針 
○『元気な大阪』をめざす政策推進ビジョン（H２１．３月策定）  

 ○「地域主権確立宣言」（H２２．７月発表） 
 ○大阪市経済成長戦略（H２２．１０月中間取りまとめ） 
 ○（仮称）「新しい大阪市をつくる市政改革基本方針 Ver.1.0」（H２２．１０月素案取りまとめ） 

など 

■ 「『元気な大阪』をめざす政策推進ビジョン」重点 3 事業の進捗 
  ○地域防犯対策関係 
   ・街頭犯罪発生件数 44,205 件（平成 20 年中）⇒33，653 件（平成 21 年中）約 24％減 

・街頭犯罪項目別ワースト１ 8 項目⇒4 項目返上 
（車上ねらい、部品ねらい、自動車盗、自動販売機ねらい） 

・人口 10 万人当たりの街頭犯罪発生件数を示す「犯罪率」も、ワーストワンを脱却 
・防犯カメラの設置（地域による防犯カメラ設置の促進、地下道や高架下道路への設置促進） 
・『落書き消去活動支援制度』を開始 

   ・青色防犯パトロールの強化（装備品の支給及び経費の一部補助、職員によるパトロールなど） 
   ・自主防犯ボランティア活動の支援（活動拠点の提供、ボランティア保険支援など） 
   ・道路照明灯の増設 

など 
  ○放置自転車対策関係 

・放置自転車台数の減少 50,371 台（平成 19 年度）⇒41,987 台（平成 21 年）16％の減少 
・駐輪場の増設 
・撤去回数の強化、夜間撤去の実施 
・「自転車まちづくり地域協定」を締結し台数抑制を図る。（キタ・ミナミ重点地域） 
・放置禁止区域を面的に拡大（キタ・ミナミ重点地域） 
・市民協働型自転車対策事業（トライアルプラン）の拡大 
・平成 23 年度 4 月からキタやミナミの歓楽街や駅周辺を対象に、原則 5 年間の時限措置として公

開空地への駐輪場の設置を特例的に認める。 
・平成 19 年度に有識者委員会を設置し検討を進めていた「大阪市自転車駐輪場の附置等に関する

条例」を平成 22 年 4 月 1 日から施行。 
・「大阪市共同住宅の駐輪施設に関する指導要綱」において、ファミリータイプマンションについ

ての要綱を平成 21 年 10 月１日から施行。 
（ワンルームマンションの要綱は、７年度施行。台数の改定を 4 月に制定、21 年 10 月施行。） 

など 



  ○ごみの減量関係 
   ・ビジョン目標「ごみ処理量を平成 23 年度までに 130 万トンまで減量」⇒平成 20 年度末に

135 万トンまで減量。 
・新たに、「平成 27 年度までにごみ処理量を 110 万トンまで減量する」という目標を設定。 
・平成 21 年度より資源集団回収団体への支援内容を拡充。 
・平成 21 年 8 月からモデル実施した「各戸回収方式」による資源集団回収を平成 21 年 7 月から

全市展開に拡大。 

・事業者・市民団体・大阪市による「レジ袋削減協定」を平成 21 年 12 月 12 日に締結。 

・プリンターメーカー6 社が行う「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」に参加。 
・紙パック・乾電池・蛍光灯管等の拠点回収 BOX の増設。 
・ごみ減量強化月間の実施(H２１．１０月～) 
・市民との協働による区ごとのガレージセールを実施する区の拡大。 
・ガレージセール会場における、ごみ減量施策や環境問題の PR を実施。 

など 

 

■ 市民協働の動きの広がり 
   ○企業と連携した「市民協働」のＰＲ 
   ・工事現場の鋼板塀への「一緒にやりまひょ!」ロゴマークの掲出 
   ・ダイドードリンコ㈱の自動販売機へのロゴマーク入りステッカーの貼付 
   ・リコーテクノシステムズ（株）の車両へのロゴマーク入りステッカーの貼付 

など 
  ○企業と連携したイベントの開催 
   ・浪速区のイメージアップを目的として「浪速区どんじりバスターズ」の結成 
   ・通天閣観光㈱の協力によるオレンジリボンキャンペーン期間中の通天閣のライトアップ 
   ・区内の企業と連携し、鶴見区ブランド「つるりっぷパン」のレシピ作成と公表 
   ・ＮＴＴ西日本のＣＳＲ活動と連動した「Nakazaki Jazz Jamboree」の開催 
   ・近鉄グループ等と連携し、「Welcoming アベノ・天王寺キャンペーン」の一環として清掃活動

の実施 
など 

  ○学校等との連携による取組みの拡大 
   ・旭区と常翔学園高等学校の「キャリア教育等に関する協定」に基づく、行政課題・地域課題を

解決していく学習コースの実施。 
   ・旭区と大阪工業大学の「協力連携に関する協定」による、地域課題の解決に向けた専門知

識の活用や災害発生時の協力依頼。 
   ・東住吉区と大阪市立大学大学院生活科学研究科との協働による「ウォーキングマップ」作成事

業 
   ・北区と大阪市立大学と弘済院との協働による「いきいき脳活性化プログラム」の実施 

など 

 



市長訪問先集計（市民協働チーム活動関係）

なにわ
元気アップ会議

ウェルカム!!
なにわ

元気アップ会議

なにわ
元気アップ
フォーラム

サプライズ訪問
職場訪問

職員との懇談
合計

平成20年度 24 13 8 77 122

平成21年度 24 9 4 56 13 106

平成22年度 15 0 0 46 9 70

平成22年12月23日 現在の合計 298

※職場訪問・職員との懇談は平成20年度から開催し、市民協働チームが担当した回数を計上している。
（他所属担当分は含まない）

区民まつり 平成20年度 24

　　 平成21年度 24 369

平成22年度 23

総訪問件数



平成22年12月23日現在

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

1 サプライズ訪問
平成22年4月11日(日)
15：00～12：40

住之江区
なにわの海の時空館

施設利用者との交流

2 職場訪問・職員との懇談 平成22年4月13日（火）
北区
北区役所会議室

生活保護受付面接担当係長を激励

3 職場訪問・職員との懇談 平成22年4月19日（月）
市外
弘済院

弘済院職員との懇談

4 職場訪問・職員との懇談
平成22年4月30日（金）
9：00～9：30

天王寺区
天王寺動物園

天王寺動植物公園事務所を訪問

5 サプライズ訪問
平成22年4月30日（金）
9：30～10：30

浪速区
新世界周辺

新世界周辺来訪者との交流

6 職場訪問・職員との懇談
平成22年5月7日（金）
9：10～9：30

浪速区
浪速区役所

生活支援担当職員との懇談

7 職場訪問・職員との懇談
平成22年5月7日（金）
10：00～10：40

阿倍野区
職員人材開発センター

任期付職員（福祉職員）を激励

8 サプライズ訪問
平成22年5月9日（日）
14：15～14：45

中央区
西心斎橋2丁目1付近

エシカル・サイクル・大阪2010

9 サプライズ訪問
平成22年5月9日（日）
15：00～15：30

中央区
精華小学校

大阪あきない祭り2010　プレイベント

10 サプライズ訪問
平成22年5月9日（日）
15：30～16：00

浪速区
なんばパークス北側駐輪
場及びその周辺

駐輪場及びその周辺視察、
利用者との交流

11 職場訪問・職員との懇談
平成22年5月14日（金）
9：15～10：15

北区
本庁　中応接室

平成21・22年度民間企業派遣職員との懇談

12 サプライズ訪問
平成22年5月20日（木）
７：４５～８：１０

東成区
地下鉄新深江駅周辺

「ノーチャリデー」参加者との交流

13 サプライズ訪問
平成22年5月20日（木）
8：15～8：25

生野区
東部環境事業センター周
辺

職員ボランティアによる
「こども見守り隊」活動

14 職場訪問・職員との懇談
平成22年5月20日（木）
8：30～9：00

生野区
東部環境事業センター

東部環境事業センター職員を激励

15 サプライズ訪問 平成22年5月21日（金）
北区
大阪駅前ビル周辺

放置自転車追放キャンペーン ～キタ地区駐
輪場完成記念～

平成22年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）



平成22年12月23日現在

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成22年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

16 なにわ元気アップ会議
平成22年5月22日（土）
14：00～15：30

此花区
此花区民ホール

此花少年少女合唱団及び同育成会、
Fiori Musicaliとの懇談

17 サプライズ訪問 平成22年5月28日（金）
北区
大阪駅前周辺

大阪市地域女性団体協議会「ごみゼロの日」
一斉清掃活動

18 サプライズ訪問 平成22年6月12日（土）
港区
天保山マーケットプレイス

「アイスパレード・ほたる鑑賞会」における障
害者施設の授産製品販売と啓発活動参加者
との交流

19 サプライズ訪問
平成22年6月19日（土）
10：50～11：20

東住吉区
クラインガルテン広場

農作業体験塾

20 サプライズ訪問
平成22年6月19日（土）
11：40～12：15

西区
堀江小学校多目的室

高齢者食事サービス

21 サプライズ訪問
平成22年6月19日（土）
13：50～14：30

生野区
生野区役所

音楽の祭日　生野区役所ロビーコンサート

22 なにわ元気アップ会議
平成２２年６月２５日
（金）18：30～20：20

西淀川区
西淀川区役所

生涯学習推進員西淀川区連絡会

23 なにわ元気アップ会議
平成22年6月28日（月）
18：30～20：05

浪速区
浪速区役所

生涯学習推進員浪速区連絡会

24 サプライズ訪問
平成２２年７月４日（日）
10：50～11：30

東成区
新道パトリ

「新道パトリ」運営ボランティアとの交流

25 サプライズ訪問
平成２２年７月４日（日）
11：30～11：50

東成区
今里新道筋商店街

商店街来訪者との交流

26 サプライズ訪問 平成22年7月4日（日）
中央区
とんぼりリバーウォーク

とんぼり七夕祭り

27 サプライズ訪問 平成22年7月7日（水）
中央区
とんぼりリバーウォーク

道頓堀川祝祭提灯点灯式

28 なにわ元気アップ会議
平成22年7月15日（木）
16：00～17：30

鶴見区
鶴見区役所

つるみ新名物を企画・考案されたみなさんと
の懇談

29 サプライズ訪問
平成22年7月17日（土）
11：00～11：30

東成区
深江郷土資料館

深江郷土資料館オープン式典

30 サプライズ訪問
平成22年7月19日（月・
祝）11：45～12：00

中央区
とんぼりリバーウォーク

道頓堀クリーンアップ大作戦



平成22年12月23日現在

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成22年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

31 サプライズ訪問
平成22年8月1日（日）
19：00～19：30

東淀川区
㈱資生堂大阪工場グラウ
ンド

小松連合「サマーカーナバル」

32 サプライズ訪問
平成22年8月7日（土）
12:30～13:00

住之江区
加賀屋新田会所跡

現地視察、来場者等との交流

33 サプライズ訪問
平成22年8月7日（土）
13:00～13:30

西淀川区
西淀川区区民ホール

西淀川ものづくりまつり2010

34 なにわ元気アップ会議
平成22年8月7日（土）
14:40～16:10

西区
西区民センター、中央図
書館

西区障がい者・児ネットワーク「そよかぜ」と
の懇談

35 職場訪問・職員との懇談
平成22年8月9日（月
9:30～10:30

中央区
こども相談センター

こども相談センター職員と懇談

36 なにわ元気アップ会議
平成22年8月23日（月）
13:00～14:30

住吉区
住吉区役所

「すみよし区民環境会議」メンバーとの懇談

37 サプライズ訪問
平成22年8月28日（土）
12：30～14：10

港区
サントリーミュージアム

施設利用者との交流

38 サプライズ訪問
平成22年8月28日（土）
14：30～15：00

中央区
黒門市場周辺

「高津ルネッサンス　参」

39 サプライズ訪問
平成22年9月11日（土）
15:30～16:00

住之江区
ＣＣＯ大阪クリエイティブセ
ンター

「ＤＥＺＡＩＮ　ＭＯＮＫＥＹＳ」参加者との交流

40 サプライズ訪問
平成22年9月12日（日）
15:00～15:30

中央区
元精華小学校

「えびすばし博」参加者との交流

41 サプライズ訪問
平成22年9月15日（水）
12:00～12:15

福島区
吉野コミュニティセンター

吉野連合｢食事サービス｣

42 なにわ元気アップ会議
平成22年9月19日（日）
16:30～18:00

淀川区
淀川区役所

「淀川フォーラム実行委員会」のメンバーとの
懇談

43 なにわ元気アップ会議
平成22年9月21日（火）
14:30～16:00

中央区
在宅サービスセンター
「ふれあいセンターもも」

「中央区フィランソロピー懇談会（CFK）」の会
員との懇談

44 サプライズ訪問
平成22年9月23日（木）
12:45～13:05

港区
繁栄商店街

「韋駄天商店街2010」（韋駄天尊）

45 サプライズ訪問
平成22年9月25日（土）
10：45～11：15

中央区・北区
難波橋

橋洗い　ブラッシュアップ大作戦！



平成22年12月23日現在

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成22年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

46 サプライズ訪問
平成22年10月10日（日）
13：45～14：15

北区
ＯＡＰタワー

天満音楽祭

47 なにわ元気アップ会議
平成22年10月10日（日）
15：00～16：30

阿倍野区
阿倍野区役所

子どもミュージカル　ピッコロ・ソーニョとの懇
談会

48 サプライズ訪問
平成22年10月16日（土）
15：00～15：15

阿倍野区
阿倍野区民センター小
ホール

「人・愛・ふれあいプラザ　多文化共生トーク
＆コンサート」に出演する「ピッコロ・ソーニョ」
を激励

49 サプライズ訪問 平成22年10月17日（日）
都島区
大阪市公館

大阪市公館事業・結婚披露宴に参加

50 サプライズ訪問
平成22年10月18日（月）
19：15～19：45

浪速区
ＪＲ今宮駅前広場

大国地区安全安心まちづくりの会　大国パ
レード（10周年）

51 サプライズ訪問 平成22年10月24（日）
住之江区
平林テニスコート跡

第6回平林まつり

52 サプライズ訪問
平成22年10月24日（日）
14：30～15：00

東成区
片江小学校

東成区片江連合町会・社会福祉協議会体育
祭2010

53 サプライズ訪問
平成22年11月5日（金）
19：45～20：10

北区
中之島ガーデンブリッジ・
堂島公園

中之島ガーデン★ＪＡＺＺ★ブリッジ

54 サプライズ訪問
平成22年11月6日（土）
10：00～10：20

天王寺区
天王寺公園天王寺ゲート
前広場周辺

Welcomingクリーンアップ!

55 サプライズ訪問
平成22年11月7日（日）
17：00～17：20

浪速区
フォスティバルゲート広場

通天閣オレンジリボンキャンペーン点灯式

57 なにわ元気アップ会議
平成22年11月10日（水）
15：30～17：15

港区
港区役所会議室

放置自転車対策に取組む港区民生委員協議
会との懇談

58 なにわ元気アップ会議
平成22年11月11日(木)
10：20～11：50

北区北区役所会議室
はつらつ脳活性化プロジェクト事業アドバイ
ザー及びサポーターとの懇談

59 サプライズ訪問
平成22年11月23日（火・
祝）11：00～11：30

北区
梅田センタービル　クリス
タル広場

ＮＡＫＡＺＡＫＩ ＪＡＺＺ ＪＡＭＢＯＲＥＥ ２０１０

60 サプライズ訪問
平成22年11月23日（火・
祝）11：45～12：00

北区
堀川小学校蛍雪ルーム

北区「地域安全マップ」づくり教室



平成22年12月23日現在

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成22年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

61 職場訪問・職員との懇談
平成22年11月24日（水）
15：15～15：30

東住吉区
早川福祉会館

職場訪問

62 なにわ元気アップ会議
平成22年11月24日（水）
15：30～17：15

東住吉区
早川福祉会館

すこやかウォーキングマップ政策実行委員会と

63 サプライズ訪問
平成22年11月27日（土）
13：10～13：30

此花区
クレオ大阪西

ハピネスふれあい音楽祭inこの花

64 なにわ元気アップ会議
平成22年11月27日（土）
17：00～18：30

天王寺区
大江会館

大江連合エリア「ご近所の助け合いネット」づく

65 サプライズ訪問
平成22年11月27日（土）
18：30～19：00

天王寺区
大江会館

天王寺区青少年指導員連絡協議会会議を訪問

66 サプライズ訪問 平成22年12月4日(土）
都島区
都島区民センター

環境を考える一日

67 なにわ元気アップ会議 平成22年12月4日(土）
都島区
都島区民センター

おおさか・みやこじま・おもちゃ病院との懇談

68 なにわ元気アップ会議 平成22年12月12日(日)
城東区
城東会館

城東区はなびとコスモスタッフ

69 サプライズ訪問 平成22年12月12日(日)
城東区
中央3丁目12・13番付近

餅つき大会

70 サプライズ訪問
平成２２年１２月２３日
（木）11：20～11：40

東成区
高齢者総合ケアセンター
「ハミングベル中道・緑橋」

入所者・来所者・スタッフとの交流



平成22年3月26日現在（最終）

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

1 サプライズ訪問
平成21年4月11日(土)
10：30～11：00

東淀川区
KOKOPLAZA(青少年文化
創造ステーション)

施設利用者との交流

2 サプライズ訪問
平成21年4月11日(土)
11：10～11：30・15：30～
16：15・16：45～17：30

東淀川区
東淀川区淡路駅周辺・鶴
見区放出駅周辺・天王寺
区寺田町周辺

駐輪場施設視察および利用者等
との交流

3 サプライズ訪問
平成21年4月11日（土）
15：30～16：15

平野区
クラフトパーク

施設利用者との交流

4 サプライズ訪問
平成21年4月11日（土）
16：45～17：30

平野区
リフレうりわり

施設利用者との交流

5 なにわ元気アップ会議
平成21年4月12日（日）
14：45～15：45

東住吉区
東住吉区役所会議室

こども見守り隊の皆さんと懇談

6
職場訪問・職員との懇
談

平成21年4月13日(月)
12：30～13：15

浪速区
浪速区役所会議室

浪速区役所職員との懇談

7 なにわ元気アップ会議
平成21年4月13日(月)
13：30～15：00

浪速区
なんばパークス　キャナル
ストリート

なにわどんじりバスターズとの懇
談

8 サプライズ訪問
平成21年4月22日
(水)11:20～12:30

東成区
中本老人憩いの家

東成区中本校下食事サービス

9 サプライズ訪問
平成21年4月26日
(日)11:15～11:40

東淀川区
井高野小学校

井高野･東井高野地区防犯大会

10
職場訪問・職員との懇
談

平成21年4月26日
(日)11:45～12:00

東淀川区
東淀川区役所

職場訪問（東淀川区役所）

11
職場訪問・職員との懇
談

平成21年4月26日
(日)13:50～14:10

西区
西区役所

職場訪問(西区役所)

12
職場訪問・職員との懇
談

平成21年4月27日
(月)17:15～18:00

北区
梅田市税事務所

財政局　市税収納対策特別チー
ム・市債権回収特別チームとの懇
談

13 サプライズ訪問
平成21年5月10日(日)
10：30～11：45

中央区
御堂筋難波交差点周辺

放置自転車撤去作業

14 サプライズ訪問
平成21年5月10日(日)
15：00～15：30

中央区
心斎橋OAP前

エシカル・サイクル・大阪

15 なにわ元気アップ会議
平成21年5月12日（火）
10：30～12：00

住之江区
北粉浜小学校

住之江区食生活改善推進員協議
会

平成21年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）



平成22年3月26日現在（最終）

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成21年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

16
職場訪問・職員との懇
談

平成21年5月12日(火)
12：20～12：55

住之江区
住之江区役所

住之江区役所職員との懇談

17 サプライズ訪問
平成21年5月16日(土)
10：30～10：50

住之江区
住之江下水処理場バラ園

バラ園一般公開見学者との交流

18
職場訪問・職員との懇
談

平成21年5月16日(土)
10：50～11：10

住之江区
住之江下水処理場

住之江下水処理場職員との懇談

19 なにわ元気アップ会議
平成21年5月29日(金)
10:30～11:00

此花区
此花区役所

緑化リーダー連絡協議会

20
第1回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成21年6月6日(土)
13：30～15：00

北区
市役所P1会議室

市民協働の推進とコミュニティ協
会の役割

21 なにわ元気アップ会議
平成21年6月6日(土)
19：00～20：30

鶴見区
茨田北小学校

ほたるの育成を通じて環境問題
について考える

22 サプライズ訪問
平成21年6月14日(日)
13:30～14:00

旭区
千林くらしエール館

消費拡大キャンペーン

23
職場訪問・職員との懇
談

平成21年6月15日(月)
16:00～16:10

阿倍野区
職員人材開発センター

職場元気アップサポーター激励

24
職場訪問・職員との懇
談

平成21年6月15日(月)
16:40～17:20

住之江区
消費者センター

相談員との懇談

25 サプライズ訪問
平成21年6月27日(土)
11：00～11：30

鶴見区
鶴見リサイクル選別セン
ター

リサイクル処理状況の視察

26
職場訪問・職員との懇
談

平成21年6月27日(土)
11：00～11：50

鶴見区
環境局
城北環境事業センター

職場訪問

27 サプライズ訪問
平成21年6月27日(土)
12：00～12：30

鶴見区
榎本小学校

高齢者の食の自立支援「おとこの
台所｣

28
第2回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成21年6月27日(土)
16：00～17：45

北区
市役所P1会議室

市民協働の推進に向けた方策と
課題
～"ゆめまちロードＯＳＡＫＡ"の活
動を通じて～

29
第3回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成21年6月27日(土)
18：30～20：10

北区
市役所P1会議室

子どもたちの「笑顔の和」のため
に！
～大阪市ＰＴＡ協議会役員～

30 なにわ元気アップ会議
平成２１年７月３日(金）
19：00～20：30

福島区
福島区役所

｢マンションと地域の架け橋事業」
合同会議



平成22年3月26日現在（最終）

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成21年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

31 なにわ元気アップ会議
平成21年7月13日(月)
8：00～9：30

都島区
桜宮小学校

都島区更生保護女性会

32 サプライズ訪問
平成21年7月13日(月)
10：00～10：15

淀川区
阪急十三駅周辺

十三駅前　放置自転車防止・駐輪
マナー向上貼紙行動

33 サプライズ訪問
平成21年7月18日(土)
11：30～12：30

東成区
東中本小学校

親子ふれあい料理教室

34 サプライズ訪問
平成21年7月19日(日)
9：30～10：00

浪速区
南海今宮戎駅東側高架下

「第2回“なにわ落書き一掃だ”
デー」「第26回なにわ人権啓発ア
クションウィーク“落書き一掃運
動！”

35 なにわ元気アップ会議
平成21年7月21日(月)
19：00～20：30

住吉区
住吉区役所会議室

｢観光区すみよし」復活へ向けた
ラウンドテーブル

36 サプライズ訪問
平成21年7月22日(水)
15：00～

浪速区
ＯＣＡＴポンテ広場

クリーンおおさか２００９　ＰＲイベ
ントinポンテ広場

37
第4回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成21年7月23日(木）
19：00～21：20

都島区
大阪市公館

シティリビング読者との懇談

38 サプライズ訪問
平成21年8月1日(土)
18：20～18：30

西成区
橘小学校

第26回たちばな子どもお楽しみ会

39 サプライズ訪問
平成21年8月1日(土)
18：50～19：00

中央区
旧精華小学校

第35回えびすばし夏祭り

40 サプライズ訪問
平成21年8月2日(日)
16：15～16：30

阿倍野区
エフ・エー　サロン

エフ・エー　サロン利用者との交
流

41 サプライズ訪問
平成21年8月29日(土)
11：00～11：30

中央区
八軒家浜「大阪ステキ発
見」「水都朝市ﾘﾊﾞｰｶﾌｪ」

水都大阪2009八軒家浜会場参加
者との交流

42 サプライズ訪問
平成21年8月29日(土)
11：45～12：30

中央区
大阪川床「北浜テラス」

水都大阪2009中之島水辺会場参
加者との交流

43 サプライズ訪問
平成21年9月5日(土)
16：30～17：00

北区
中之島公園

水都大阪2009中之島公園会場参
加者との交流

44
第5回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成21年9月6日(日)
15：00～17：00

北区
住まい情報センター

マンション管理とコミュニティ活動

45 なにわ元気アップ会議
平成21年9月11日(木)
10：30～12：00

西区
千代崎会館

アダプトリバー千代崎



平成22年3月26日現在（最終）

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成21年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

46
職場訪問・職員との懇
談

平成21年9月11日(木)
12：15～13：00

西区役所 職員との懇談

47 サプライズ訪問 平成21年9月13日(日)
北区
中之島公園

水都大阪２００９中之島公園会場
参加者との交流

48 サプライズ訪問 平成21年9月18日(金)
中央区
船場センタービル

船場まつり

49 サプライズ訪問
平成21年9月18日(金)
16：00～16：20

中央区
相合橋～松竹座前

ミナミ一帯　自転車等放置禁止区
域の拡大に向けたキャンペーン

50 なにわ元気アップ会議
平成21年9月18日(金)
19：00～20：30

中央区
トリイホール・徳徳亭

上方文化と商店会によるミナミの
活性化について

51 サプライズ訪問
平成21年9月20日(日)
14：00～14：30

港区
繁栄商店街

韋駄天商店街2009参加者との交
流

52 サプライズ訪問
平成21年9月22日（火)
13：00～13：45

中央区
大阪川床「北浜テラス(十
六夜)」

水都大阪2009中之島水辺会場参
加者との交流

53 サプライズ訪問
平成21年9月22日(火)
15：00～15：20

北区
中央公会堂

水都大阪2009水辺の社会実験
（市民企画運営プログラム）
参加者との交流

54 サプライズ訪問
平成21年9月22日(火）
15：20～15：30

北区
本庁東玄関ホール

安藤忠雄・中之島模型展
来訪者との交流

55 サプライズ訪問
平成21年9月26日(土）
12：45～12：55

都島区
大阪市公館

公館利用者（結婚式）との交流

56 なにわ元気アップ会議
平成21年9月26日(土)
15：30～17：00

東成区
東成区役所ふれ愛パンジー

まち歩き・まち遊び意見交換会メ
ンバー

57 サプライズ訪問
平成21年10月4日(日)
9：00～9：40

住之江区
南港フェリーターミナル

南港地区クリーンキャンペーン参
加者との交流

58 サプライズ訪問
平成21年10月4日(日)
10：00～11：30

住吉区
万代池周辺

すみよし博覧会参加者等との交
流

59 サプライズ訪問
平成21年10月4日(日)
14：00～14：20

福島区
安治川遊歩道

安治川遊歩道・川沿ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ

60 サプライズ訪問
平成21年10月4日(日)
14：20～14：40

福島区
中央市場港

ベイ＆リバーサイドパーティ海の
御堂筋コース参加者との交流



平成22年3月26日現在（最終）

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成21年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

61 サプライズ訪問
平成21年10月4日(日)
15：00～15：30

中央区
道頓堀

水都大阪2009太左衛門橋船着場
プログラム参加者との交流

62 なにわ元気アップ会議
平成21年10月7日(水)
18：00～19：45

生野区
生野区民ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ

社団法人生野産業会

63
職場訪問・職員との懇
談

平成21年10月10日(土)
10：00～10：30

西区
救急安心センター

視察・職員との交流

64 サプライズ訪問
平成21年10月10日(土)
10：40～11：10

浪速区
道頓堀川水門

道頓堀川水門秋まつり参加者と
の交流

65 サプライズ訪問
平成21年10月10日(土)
11：30～12：00

中央区
大阪城　太陽の広場

ごみ減量フェスティバル　ガレージ
セール・イン・ＯＳＡＫＡ　ＴＯＷＮ

66 サプライズ訪問
平成21年10月10日(土)
12：20～12：40

北区
水都大阪2009　中之島水
辺会場

ＯＳＡＫＡストリートミュージシャン
フェスタ2009参加者との交流

67 サプライズ訪問
平成21年10月11日（日)
10：15～11：10

福島区
中央卸売市場前港

中央卸売市場　秋のごちそう市
場’０９参加者との交流

68 サプライズ訪問
平成21年10月11日(日)
14：45～14：50

都島区
大阪市公館

公館利用者（結婚式）との交流

69 サプライズ訪問
平成21年10月11日(日)
15：00～15：30

北区
ＯＡＰ

第10回　天満音楽祭参加者との
交流

70 サプライズ訪問
平成21年10月11日(日)
16：30～16：50

北区
元精華小学校

大阪市商店会総連盟第14回「商
店街の日」参加者との交流

71 サプライズ訪問
平成21年10月17日(土)
10：30～11：00

平野区
平野コミュニティセンター

産業交流フェア参加者との交流

72 サプライズ訪問
平成21年10月17日(土)
11：20～11：40

東成区
東成区民ホール

「モノづくりフェスタ」in東成・生野
2009参加者との交流

73 サプライズ訪問
平成21年10月17日(土)
12：00～12：30

生野区
大阪鶴橋鮮魚卸売市場

第2回鶴橋ひる市参加者との交流

74 サプライズ訪問
平成21年10月24日(土)
13：50～14：15

東淀川区
東淀川区民ホール

わくわく子育て「みのりちゃんフェ
スタ」参加者との交流

75 サプライズ訪問
平成21年10月24日(土)
14：45～15：00

東成区
地下鉄緑橋駅

東中本小学校 児童絵画展示見
学者との交流

76 サプライズ訪問
平成21年10月31日(土)
11：00～11：20

北区
中之島公園

大阪マルシェ「ほんまもん」来訪者
及び出店者との交流



平成22年3月26日現在（最終）

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成21年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

77
第1回なにわ元気アップ
フォーラム

平成21年10月31日(土)
14：00～16：00

中央区
中央会館

「市民協働で進めるごみ減量」
～ごみゼロリーダー（推進員）の
活動事例から～

78 なにわ元気アップ会議
平成21年11月2日（月）
19：00～20：30

東淀川区
東淀川区役所

大阪市生涯学習推進員東淀川区
連絡会

79 サプライズ訪問
平成21年11月6日（金）
13：45～14：00

浪速区
湊町リバープレイス

マルシェ・ジャポン　関西来訪者
及び出店者との交流

80 なにわ元気アップ会議
平成21年11月7日（土）
11：30～13：20

平野区
平野人権文化センター

にほんごサポートひまわり会

81 サプライズ訪問
平成21年11月7日（土）
14：20～14：30

平野区
平野下水処理場

下水処理場一般公開来訪者との
交流

82
第6回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成21年11月7日（土）
15：00～16：45

北区
市役所P1会議室

市政モニターとの懇談
「市民参加のまちづくり」

83 なにわ元気アップ会議
平成21年11月17日(火)
18：45～20：30

西淀川区
西淀川区役所

西淀川区工業活性化研究会

84 なにわ元気アップ会議
平成21年11月21日(土)
14：30～16：00

旭区
旭区役所

旭区校下子ども見守り隊連絡会・旭
区青色防犯パトロール(旭区青少年
福祉員連絡協議会)・大宮連合青色
防犯パトロール連絡協議会との懇談

85 なにわ元気アップ会議
平成21年11月21日(土)
19：00～20：30

天王寺区
聖和会館

聖和地区寄り合いまちづくりとの
懇談

86 サプライズ訪問
平成21年11月24日(火)
19:15～19:50

浪速区
ＪＲ今宮駅周辺

大国地区風俗環境浄化運動
 「大国パレード」（100回目）

87 なにわ元気アップ会議
平成21年12月5日(土）
10:00～11:30

城東区
城東区在宅サービスセン
ター（ゆうゆう）

城東区においてボランティア活動
をされている方々

88 サプライズ訪問
平成21年12月20日(日）
13:20～13:50

北区
旧北天満小学校

「第4回お餅つき大会　防災訓練
＆体験」

89
第7回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成21年12月20日(日）
15:00～16:45

北区
市役所P1会議室

大阪市子ども会育成連合協議会
との懇談「青少年の健全育成につ
いて」

90 サプライズ訪問
平成22年1月17日(日)
12:40～13:00

西区
高潮･津波ステーション

ぼうさい朝市＆昼市来訪者との交
流

91
職場訪問・職員との懇
談

平成22年1月30日(土)
16：20～17：30

西成区
環境局
南部環境事業センター

南部環境事業センター職員との
懇談



平成22年3月26日現在（最終）

番号 種別 日　　時 場　　所 訪問先活動内容

平成21年度　市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

92 なにわ元気アップ会議
平成22年2月4日(木)
19：00～21：00

西成区
西成区役所

西成区未来わがまち推進会議委
員及び西成ミュージカル参加者

93 なにわ元気アップ会議
平成22年2月6日(土)
14：00～15：30

港区
築港高野山釈迦院

「みなと秋まつり」ワーキングス
タッフ

94 なにわ元気アップ会議
平成22年2月10日(水)
10：00～11：30

阿倍野区
阿倍野区役所

阿倍野区作業所連絡会

95
第2回なにわ元気アップ
フォーラム

平成22年2月13日(土)
16：00～18：00

中央区
中央会館

「いっしょにやりましょ！防災のま
ちづくり」

96 なにわ元気アップ会議
平成22年2月19日(金)
19：00～20：30

大正区
大正区役所

大正区未来わがまちビジョン推進
会議

97 サプライズ訪問
平成22年2月19日(金)
19：15～20：45

大正区
コミュニティセンター

区民合唱団『大正フロイデ』第九
練習会参加者の皆さんとの交流

98 なにわ元気アップ会議
平成22年2月25日(木)
10：00～11：30

淀川区
子ども子育てプラザ

朗読ボランティアグループ「こもれ
び」

99
第8回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成22年2月27日(土)
14：00～15：30

北区
市役所P1会議室

堂島・北新地ｴﾘｱで安全・安心な
まちづくり活動に取り組む皆さん
「堂島・北新地ｴﾘｱでの安全・安心
なまちづくり活動」

100
第9回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成22年2月27日(土)
16：00～17：30

北区
市役所P2会議室

大阪あそ歩市民ガイド
「市民参加型の大阪の魅力発信
について」

101 サプライズ訪問
平成22年2月28日(日)
8：15～9：00

淀川区
淀川河川公園　西中島地
区

淀川河川敷お掃除大会

102
職場訪問・職員との懇
談

平成22年3月5日(金)
16：45～18：00

福島区
建設局　西北工営所

西北工営所職員との懇談

103
第3回なにわ元気アップ
フォーラム

平成22年3月6日(土)
17：00～19：20

中央区
ヴィアーレ大阪

いっしょにやりまひょ
これからの元気なまちづくり

104
第4回なにわ元気アップ
フォーラム

平成22年3月20日(土)
14：00～16：00

港区
弁天町市民学習センター

安治川エリアでの地域資源を活
かしたまちづくり
～みんなでつくる「海の御堂筋」～

105 サプライズ訪問
平成22年3月21日(日)
14：00～15：20

西成区
西成区民センター

西成ミュージカル参加者・来場者
との交流

106 なにわ元気アップ会議
平成22年3月26日(金)
19：00～20：30

北区
ホテル法華クラブ大阪

キタ歓楽街環境浄化推進協議会



最終版　平成21年3月28日現在

番号 種別 日　　時 場　　所  

1 サプライズ訪問
平成20年4月5日（土）
11:50～13:00頃

東成区
片江地域集会所

片江校下高齢者食事サービス

2 サプライズ訪問
平成20年4月6日（日）
12：45～13：15頃

都島区
毛馬桜ノ宮公園内

・桜まつり
・都島区商店会連盟60周年記念イベント

3
第1回
 なにわ元気アップ会議

平成20年4月10日（木）
13:40～14:50頃

北区
中津福祉会館

子育てサロンぽっぽクラブ

4 サプライズ訪問
平成20年4月12日（土）
11：00～11：30

西成区
子ども子育てプラザ

子どもクッキング

5 サプライズ訪問
平成20年4月12日（土）
11：00～11：30

西成区
子ども子育てプラザ

つどいの広場
（在宅子育て家庭や地域の子育て活動
の支援事業）

6 サプライズ訪問
平成20年4月19日（土）
11：30～11：50頃

福島区
海老江西コミュニティセン
ター（２Ｆ）

子育てサロン
「おいで!!子育て仲間　海老江西」

7 サプライズ訪問
平成20年4月19日(土)
11：50頃～12：15頃

福島区
海老江西コミュニティセン
ター（１Ｆ）

ふれあい喫茶
「かいせい」

8
第2回
 なにわ元気アップ会議

平成20年4月19日（土）
13：30～15：１0頃

此花区
・伝法港
・特別養護老人ホーム
「ラヴィータ　ウーノ」

･ウォールペイント
・どこでもコンサート
･懇談会

9
第3回
 なにわ元気アップ会議

平成20年4月22日（火）
19：00～20：45頃

生野区
生野区役所
6階大会議室

・いくみん健康体操
・いくのニューおどり

10 サプライズ訪問
平成20年4月27日（日）
11:15頃～11:45頃

福島区
吉野運動場

・フラワーフェスタ
・リサイクル環境フェア

11
第4回
 なにわ元気アップ会議

平成20年5月10日（土）
13:30頃～14:50頃

中央区
河原会館

地域子育てサークル「河原親子サーク
ル」

12 サプライズ訪問
平成20年5月10日（土）
14:50頃～15:00頃

中央区
河原会館

ふれあい喫茶

13 サプライズ訪問
平成20年5月11日（日）
9:30頃～10:00頃

住之江区
平林テニスコート跡地
（平林南1丁目）

平林祭り

14 サプライズ訪問
平成20年5月11日（日）
14:45頃～15:30頃

中央区
御堂筋
新橋交差点～難波交差点

御堂筋オープンフェスタ2008

15 サプライズ訪問
平成20年5月11日（日）
15:45頃～17:00頃

北区
大阪くらしの今昔館

町家衆イベント

市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

13



最終版　平成21年3月28日現在

番号 種別 日　　時 場　　所  

市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

16
第5回
 なにわ元気アップ会議

平成20年5月17日（土）
10:45～12:30

都島区
・毛馬桜之宮公園
・水道局研修センター

未来街づくり推進会議
　大川かたづけ隊
（美化活動）

17 サプライズ訪問
平成20年5月18日（日）
13:30～3:00

西区
靭公園

靭公園バラ祭

18
第6回
 なにわ元気アップ会議

平成20年5月23日（金）
・10:30～11:10
・12:30～13:30

鶴見区
鶴見区民センター

「愛　Love　こども　フェスタ」実行委員会

19 サプライズ訪問
平成20年5月25日（日）
10:30～11:00

東住吉区
長居障害者スポーツセン
ター

施設利用者と懇談

20 サプライズ訪問
平成20年5月25日（日）
13:00～13:30

北区
中之島ビーチバレーコート

サンドアート（来場者と交流）

21
第1回ウェルカム!!
 なにわ元気アップ会議

平成20年5月30日（金）
19:00～20:30

城東区
城東区役所会議室

総合型地域スポーツクラブ

22 サプライズ訪問
平成20年5月30日（金）
20:30～20:45

城東区
城東区役所1階ロビー

ロビーコンサート

23 サプライズ訪問
平成20年5月31日（土）
14:00～15:30

平野区
平野郷

平野郷訪問

24
第7回
 なにわ元気アップ会議

平成20年6月2日（月）
19:00～20:30

東淀川区
大阪経済大学

中高年健康教室
　「きさんじ塾」・「きさんじクラブ」

25 サプライズ訪問
平成20年6月7日（土）
10:40～11:30

旭区
城北公園

第18回花しょうぶフェスティバル

26 サプライズ訪問
平成20年6月7日（土）
14:45～14:55

旭区
リサイクルプラザ赤川

リサイクル品の展示

27 サプライズ訪問
平成20年6月7日（土）
16:50～17:30

城東区
緑橋商店街

商店街来訪者及び商店主と交流

28
第2回ウェルカム!!
 なにわ元気アップ会議

平成20年6月10日（火）
13:30～15:00

北区
市立東洋陶磁美術館

「まち美化パートナー制度」参加団体

29
第8回
 なにわ元気アップ会議

平成20年6月22日（日）
11:00～12:30

東住吉区
・駒川商店街
・ココロホール

・わがまち楽校
・東住吉区駒川商店街振興組合

30 サプライズ訪問
平成20年6月22（日）
16:30～17:00

大正区
千本松渡船

渡船利用者と交流

14



最終版　平成21年3月28日現在

番号 種別 日　　時 場　　所  

市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

31 サプライズ訪問
平成20年6月28日（土）
14:00～:15：10

西成区
社会福祉研修情報セン
ター

センター利用者と交流

32 サプライズ訪問
平成20年6月28日（土）
15:15～15:45

西成区
大阪市立西成区障害者会館

会館利用者と交流

33
第9回
 なにわ元気アップ会議

平成20年6月28日（土）
16:10～17:45

住之江区
安立小学校　安立ホール

生涯学習ルーム（手話講座）

34
第10回
 なにわ元気アップ会議

平成20年7月5日（土）
13：00～14:30

東成区
南深江公園　地域集会所

深江菅田保存会

35 サプライズ訪問
平成20年7月5日（土）
14：45～15:15

東成区
深江小学校

校庭芝生化

36
第1回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成20年7月６日（日）
港区
港区民センター

わがまちみなとフォーラム

37
第11回
なにわ元気アップ会議

平成20年7月12日（土）
10:10～12:15

浪速区
・なんばパークスカーニバ
ル広場
・日本橋連合会館

「なにわの日」実行委員会

38 サプライズ訪問
平成20年7月13日（日）
17:00～17:30

中央区
長堀鶴見緑地線心斎橋駅
構内

ＯＳＡＫＡエンタフェスＩＮ地下鉄

39
第２回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成20年7月13日（日）
13:30～16:00

中央区
中央会館

おおさか・えぇまち・わがまちフォーラム

40
第12回
なにわ元気アップ会議

平成20年7月14日（月）
15：00～16：30

天王寺区
天王寺区役所

天王寺区ジュニアクラブ運営委員会

41
第13回
なにわ元気アップ会議

平成20年7月15日（火）
19：00～20：30

西成区
橘小学校

橘子どもお楽しみ会

42 サプライズ訪問
平成20年7月26日（土）
11：00～12：00

中央区
大阪城西ノ丸庭園

オーサカキング参加者と交流

43 サプライズ訪問
平成20年7月26日（土）
14：00～15：00

西淀川区
西淀川区役所

DIG災害図上訓練

44 サプライズ訪問
平成20年7月26日（土）
15：00～16：00

西淀川区
大野川緑陰道と矢倉緑地

西淀川区民と交流

45 サプライズ訪問
平成20年7月26日（土）
16：30～17：00

浪速区
通天閣

なにわの日イベント　通天閣JAZZライブ

15



最終版　平成21年3月28日現在

番号 種別 日　　時 場　　所  

市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

46 サプライズ訪問
平成20年8月2日（土）
1１：00～11：３0

北区
繁盛亭

繁盛亭でのミスト散布

47 サプライズ訪問
平成20年8月2日（土）
13：00～14：00

大正区
ＩＫＥＡ

施設視察

48 サプライズ訪問
平成20年8月2日（土）
14：00～14：45

大正区
三軒家東小学校

ごみアート甲子園小学校部門に出品す
るオブジェの製作

49 サプライズ訪問
平成20年8月2日（土）
15：15～15：45

阿倍野区
阿倍野長屋見学

第３回フォーラム（８月28日）下見

50 サプライズ訪問
平成20年8月2日（土）
16：00～16：20

西成区
橘小学校

橘子どもお楽しみ会開催準備見学・交流

51
第14回なにわ元気アッ
プ会議

平成20年8月7日（木）
19:00～20:30

西区
西区民センター第4会議室

西区成人の日記念のつどい
実行委員会企画運営団体

52 サプライズ訪問
平成20年8月9日（土）
17：10～17：45

住之江区
清江小学校

清江フェスティバル参加者と交流

53 サプライズ訪問
平成20年8月23日（土）
18:45～19:10

西区
九条安治川トンネル

安治川トンネル利用者との交流

54 サプライズ訪問
平成20年8月27日（水）
13：30～14：00

港区
ｐｉａＮＰＯ

ｐｉａＮＰＯ施設利用者と懇談

55
第3回ウェルカム!!
 なにわ元気アップ会議

平成20年8月27日（水）
15:25～17:15

旭区
城北市民学習センター
講堂

はぐくみネットコーディネーター

56 サプライズ訪問
平成20年8月27日（水）
17:25～17:40

旭区
大阪市立介護老人施設
おとしよりすこやかセン
ター北部館

施設利用者との交流

57
第3回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成20年8月28日（木）
19:00～20:35頃

北区
大阪駅前第2ビル６階
市大大学院　創造都市研
究科101教室

まちづくりと市民協働の秘訣！

58 サプライズ訪問
平成20年8月29日（金）
6：30～7：00

西淀川区
北之町公園

歌島連合子ども会
夏期区民早朝ラジオ体操・公園清掃の参
加者と交流

59 サプライズ訪問
平成20年9月5日（金）
13：00～13：30

天王寺区
高津中学校

中学生記者・生徒会役員と懇談

60 サプライズ訪問
平成20年9月6日（土）
12：00～13：00

西区
ドーム前南公園

三区物語参加者と交流

16



最終版　平成21年3月28日現在

番号 種別 日　　時 場　　所  

市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

61 サプライズ訪問
平成20年9月7日（日）
14：00～14：50

港区
ＯＲＣ２００

筋肉商店街３ｒｄイベント参加者と交流

62
第15回
なにわ元気アップ会議

平成20年9月8日（月）
10：25～11：45

阿倍野区
阿倍野区役所

ふれあい花事業「花作りリレー」参加者

63 サプライズ訪問
平成20年9月14日（日）
11：15～12：15

旭区
旭区民センター

旭昼市「たきだしまつり」参加者との交流

64 サプライズ訪問
平成20年9月14日（日）
15：00～15：45

天王寺区
天王寺動物園・公園

OSAKAエンタフェスタ２００８見学者との交流

65 サプライズ訪問
平成20年9月20日(土)
13:15～14:20

西区
中央図書館

利用者との交流

66
第4回
ウエルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成20年9月20日(土)
15:10～16:15

阿倍野区
環境局第1会議室

市民環境調査隊

67 サプライズ訪問
平成20年9月21日(日)
13:30～14:10

此花区
下水道科学館

利用者との交流

68 サプライズ訪問
平成20年9月21日(日)
15:30～17:00

住之江区
南港野鳥園

利用者との交流

69 サプライズ訪問
平成20年9月21日（日）
17:00～17:40

住之江区
大阪南港海つり公園

利用者との交流

70
第16回
なにわ元気アップ会議

平成20年10月3日（金）
19:00～20:45

旭区
旭区役所

旭区未来わがまちビジョン推進会議

71 サプライズ訪問
平成20年10月5日（日）
9：00～9:45

此花区
プロロジスパーク大阪Ⅱ

施設視察、施設管理者との管理者

72 サプライズ訪問
平成20年10月5日（日）
9：50～10:20

此花区
エンジョイ!!舞洲

エンジョイ!!舞洲

73 サプライズ訪問
平成20年10月5日（日）
10：30～11:10

此花区
夢咲

夢咲乗船客・乗員との交流

74 サプライズ訪問
平成20年10月5日（日）
11：10～11:45

住之江区
南港ＡＴＣ

姉妹港フェスティバル２００８

75 サプライズ訪問
平成20年10月5日（日）
11：50～12:30

港区
天保山マーケットプレイス

姉妹港フェスティバル２００８
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市長訪問先一覧表（市民協働チーム関係）

76 サプライズ訪問
平成20年10月11日（土）
12：30～13:00

北区
済美福祉センター

ふれあい喫茶利用者と交流

77
第4回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成20年10月11日（土）
13:30～16:00

北区
大阪駅前第2ビル４階
キャンパスポート大阪

大阪学生まちづくりフィールドワーク2008
発表会

78
第5回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成20年10月15日（水）
19:00～20:45

北区
大阪駅前第2ビル６階
市立大学院大学　文化交
流センター

市民協働ですすめよう！文化･芸術の振
興とまちづくり

79
第5回
ウエルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成20年10月18日(土)
14:00～15:15

北区
大阪市役所　Ｐ１会議室

市政モニター

80
第6回
ウエルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成20年10月18日(土)
15:45～17:00

北区
大阪市役所　Ｐ１会議室

地域防犯活動グループ

81 サプライズ訪問
平成20年10月25日（土）
11:00～11:30

北区
中之島ガーデンブリッジ

第6回なにわ八百八橋・橋洗い

82 サプライズ訪問
平成20年10月25日（土）
13:45～14:10

住之江区
安立中央商店街

商店街来訪者及び商店主と交流

83
第6回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成20年10月25日（土）
15:00～16:30

北区
曽根崎地下歩道イベント
ゾーン

大阪市生涯学習ふぇすてぃばる
　わんステップフォーラム

84 サプライズ訪問
平成20年10月26日（日）
10:00～10:30

此花区
舞洲プロムナード

舞洲における魚釣りの社会実験

85 サプライズ訪問
平成20年10月26日（日）
11:00～12:10

中央区
空堀地区

からほりまちアート

86 サプライズ訪問
平成20年10月26日（日）
12:10～12:30

中央区
桃園公園

こどもまつり

87
第7回
ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成20年10月28日（火）
19:00～20:45

北区
市役所P１会議室

トライアルプラン参加団体

88 サプライズ訪問
平成20年11月１日（土）
12:20～12:45

住吉区
山之内コミュニティ広場

すみよし福祉まつり

89 サプライズ訪問
平成20年11月１日（土）
13:45～14:25

生野区
生野区民センター

ものづくりフェスタin生野･東成

90 サプライズ訪問
平成20年11月2日（日）
14:20～15:15

中央区
難波宮跡公園

四天王寺ワッソ
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91
第17回
なにわ元気アップ会議

平成20年11月2日（日）
15:45～17:40

大正区
大正区役所さわやか広場

大正まち案内人

92
第18回
なにわ元気アップ会議

平成20年11月4日（火）
10:00～11:30

住吉区
住吉区役所第4･5会議室

子ども見守り隊連絡会

93 サプライズ訪問
平成20年11月16日（日）
10:30～11:00

鶴見区
鶴見消防署・茨田西社会
福祉会館

まちなか防災訓練

94 サプライズ訪問
平成20年11月16日（日）
11:30～12:00

東淀川区
クレオ大阪北

クレオのフェスタ

95 サプライズ訪問
平成20年11月16日（日）
13:45～14:15

淀川区
サンティフルみくに周辺

商店街来訪者及び商店主と交流

96
第19回
なにわ元気アップ会議

平成20年11月16日（日）
14:30～16:00

淀川区
在宅サービスセンター「や
すらぎ」

サロン淀川参加者との懇談

97 サプライズ訪問
平成20年11月22日（土）
12:20～12:45

中央区
とんぼりリバーウェーク

オーベイ、朝市

98
第8回ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成20年11月22日（土）
13:30～14:30

北区
市役所P１会議室

地域防災団体

99
第9回ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成20年11月22日（土）
15:30～16:30

北区
市役所P１会議室

環境問題に取り組んでいる団体

100
第10回ウェルカム!!
なにわ元気アップ会議

平成20年11月23日（日）
17:30～19:00

北区
市役所P１会議室

心斎橋タウンコミュニティ加入団体

101
第20回
なにわ元気アップ会議

平成20年11月29日（土）
19:00～20:30

福島区
玉川コミュニティセンター

玉川女性学級

102 サプライズ訪問
平成20年12月16日（火）
9:00～9:30

中央区
日本橋１丁目付近

駐輪場利用促進の啓発活動

103 サプライズ訪問
平成20年12月20日（土）
14：00～14：45

天王寺区
国際交流センター

ワン・ワールド・フェスティバル

104
経費削減に関する懇談
会

平成21年1月10日（土）
10：00～11：15

北区
いきいきエイジングセン
ター

経費削減の取組について（素案）

105
第7回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成21年1月12日（月）
10：50～11：35

北区
市役所正面玄関ホール

市民協働～わたしたちにできること・わた
したちがしたいこと～
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106
第21回
なにわ元気アップ会議

平成21年1月22日(木)
9：55～11：30

西淀川区
市立御幣島小学校
多目的室・音楽室

NPOにしよど　にこネット いのちの授業

107 サプライズ訪問
平成21年1月24日(土)
11：00～11：30

平野区
市立瓜破中学校

中学生と塗装業者合同の環境美化活動

108
第11回
ウェルカム!!なにわ元気
アップ会議

平成21年1月25日(日)
13：30～14：30

北区
市役所P１会議室

市民協働による青少年の健全育成
～青少年指導員・青少年福祉委員の活
動を通じて～

109
第12回
ウェルカム!!なにわ元気
アップ会議

平成21年1月25日(日)
15：30～16：30

北区
市役所P１会議室

市民協働で進めるまちの美化
～かたづけ・たいの活動を通じて～

110 サプライズ訪問
平成21年2月1日（日）
9:45～10:10

城東区
城北川遊歩道

城東区ミニマラソン

111
第22回
なにわ元気アップ会議

平成21年2月1日（日）
10:15～11:45

城東区
城東会館

城東区ゆめ～まち～未来会議

112 サプライズ訪問
平成21年2月22日(日）
9：20～9：40

平野区
長吉六反会館

資源集団回収

113
第23回
なにわ元気アップ会議

平成21年2月22日(日)
10：00～11：30

平野区
平野区役所

平野区生涯学習企画検討委員会

114 サプライズ訪問
平成21年2月22日(日)
12：50～14：30

港区
天保山岸壁

帆船「あこがれ」で
｢海の御堂筋とセイルトレーニング｣体験

115
第24回
なにわ元気アップ会議

平成21年2月22日(日)
16：40～17：00

港区
港区民センター

港区コミュニティスタッフ
｢港区こどもパラダイス｣

116 サプライズ訪問
平成21年3月19日(木)
19：30～20：15

浪速区
ＪＲ今宮駅周辺

大国地区風俗環境浄化運動
｢大国パレード｣

117 サプライズ訪問
平成21年3月20日(金)
11：40～12：00

西区
川口３丁目安治川周辺

｢安治川を愛する会｣

118 サプライズ訪問
平成21年3月20日(金)
13：30～13：45

中央区
クリスタ長堀滝の広場

｢ちゃりんこマナーＵＰキャンペーン｣

119
第8回
なにわ元気アップフォー
ラム

平成21年3月20日(金)
14：00～16：10

北区
北区民センター

｢大阪市市民安全フェスタ｣

120 サプライズ訪問
平成21年3月20日(金)
16：25～16：35

北区
中央公会堂

｢第１３回大阪市清掃ボランティアの集
い｣
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121 サプライズ訪問
平成21年3月28日(土）
13：30～13：40

中央区
渋谷利兵衛商店

｢桜クルーズ＆ウォーク」

122 サプライズ訪問
平成21年3月28日(土)
13：50～14：30

北区
泉布観

「泉布観」一般公開参加者との交流
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