
【様式４】

【区民まつりを含めたイベント】
・区民まつりについて、何らかの改善が必要。
・区民まつりは変わらないのか。
・もっと若い盛り上げてほしい世代に来てもらえるようなことが
できれば。イメージを変えていくチャンスでは。
・区民と一体でまとまったにぎわいづくりの区民まつりを実施し
てほしい。
・こどもが楽しめる大きなイベントを区民まつりを含め考えては
・大人とこどもが交流し一緒に楽しめる場所があるといい。
・自然の中で遊べる河川公園の強化や高架下の緑化などがで
きないか。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

3

①

【Ｈ30運営方針様式３ 取組項目４「自治会・町内会単位の活
動への支援」】
・広報紙や転入者パック封入などを活用し、地域振興会（町
会）などの地縁型団体への加入促進の働きかけを行う。
・マンション建設時に自治会の組織形成を支援する。
・「防災訓練の機会を通じて自助・共助の意識を高め、町会加
入の促進を図る」を追記。

【Ｈ30運営方針様式３取組項目５②「気軽に活動に参加できる
機会の提供」】
・高齢者や子どもの居場所や人がつながる場である「We Love
東淀川」 など、誰もが気軽に参加できる場について情報発信
する。

【Ｈ30運営方針様式３ 取組項目９「多様な市民への支援メ
ニューの充実（派遣型地域公共人材による支援）」】
●様々な分野の登録人材を無償で活用いただける「公共人
材」や登録することで担い手とつながれる「ポータルサイト登
録」などのコンテンツを地域活動にうまく活用していただけるよ
うな情報発信をしていきたい。

【つながりづくりや担い手】
・町会加入していないと特典がわからない。重要性や活動など
情報発信が必要。声かけなど地道なきっかけづくりが重要。
・区役所で人材のデータベースを作っては。企業と連携など今
までの枠を超えて考えるべき。
・自助・共助をもとにした新しいコミュニティづくりと地域のつな
がりを強めるための取組みが必要。
・異次元交流ライブやWeLove東淀川など、つながりづくりの取
り組みを継続してほしい。
・(町会加入促進のためのチラシを入れて転入者に周知する)
転入者パックで、一番身近な町会が大事という説明をうまくし
てほしい。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

・40～60代の世代が地域のネットワークを担うべき。ママ友な
ど女性コミュニティから入ってもらえればいい。男性のきっかけ
づくりも必要。定年後時間のある人が地域活動することでコ
ミュニティだけでなく自身の健康づくりにもなる。
（健康・福祉部会）

・防災の観点から、自助・共助のためとして町会加入促進する
取り組みをしては。
（安全・安心部会）
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H29.4
H29.6
H29.8
Ｈ30.2

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

年
月

4

H29.6
H29.8
H29.9
Ｈ30.1
Ｈ30.2

①

【Ｈ30運営方針1-2-1「新たな担い手の発掘支援と地域・企
業・教育機関・行政の連携による魅力あるまちづくり」】
・「区民による魅力発見プロジェクトの活動」
●まち歩きの開催や図書館・庁内での展示など、検討・実施す
る。

【Ｈ30運営方針1-2-2「まちの魅力発信」】
●区の歴史や河川敷など、東淀川区の魅力あるスポット等を
紹介するチラシ・地図等を作成し転入者パック等により情報発
信する。
●29年度大阪成蹊大学との連携授業「東淀川区の課題を考
える」で、「東淀川区の魅力発信」をテーマとして検討。

【Ｈ30運営方針様式３取組項目５③「ICTを活用したきっかけづ
くり」】
●FBやツイッターで地域活動の事前の開催予定情報を発信し
参加促進する。

【Ｈ30運営方針1-1-1「地域活動協議会を中心とした地域活
動への支援」】
●区のトップページに各地域の地域活動・コミュニティ情報の
大きな画像リンクページをつくり、見てもらいやすくした。

【区の魅力の発掘発信・地域活動の情報発信】
・東淀川区のイメージをもっと明るくするべき。いいところや魅
力あるまちだということをもっと発信するべき。
・東淀川区を知ろう、知って欲しいということも発信してはどう
か。今の説明でも知らないことが多すぎる。皆さんの目に届く
ようになれば魅力あるまちになる。
・区政会議での内容のフィードバックは実感しているが、区民
一人一人には伝わっていない。住人にも情報が届くような取り
組みをしてほしい。
・部会から発足した魅力発見プロジェクト事業の継続やICT・
SNSを活用した魅力発信を。
・区のHPを見る人は少ない。地域活動ページも見つけにくい。
FBなどSNS発信も事後報告のみ。参加できるように事前に発
信しては。
・地域のHPも周知してもなかなか見てもらえていない。学校の
HPに地域活動協議会HPのリンクをしてもらえたら保護者が見
るのでは
（魅力あるまちをつくろう！部会）

②

【Ｈ30運営方針 1-2-1新たな担い手の発掘支援と地域・企
業・教育機関・行政の連携による魅力あるまちづくり】
●にぎわいづくりの一翼を担うような区民まつりの実施やまち
歩きイベントの実施

1 H30.2

【地域活動協議会】
地活協発足から５年経つが検証はしているのか。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

【Ｈ30運営方針 1-1-1地域活動協議会を中心とした地域活
動への支援】
●立ち上げ時は委託組織「まちづくりセンター」による自主会
計や補助金執行支援、東淀川区では平成27年に嘱託職員の
「地域づくりアドバイザー」による支援へ。市相対でみると東淀
川区は進んでいる。各区でも地域でも温度差はある。

①

2 H30.2

【地域保健福祉計画】
全17地域での地域版地域保健福祉計画の策定は達成できる
のか。（目標が１年あたり２地域や３地域では少ないのでは）
（魅力あるまちをつくろう！部会）

【Ｈ30運営方針 1-1-3区地域保健福祉計画に基づく地域の
取り組みへの支援】
●年度計画的には17地域で達成できる計画を立て、各地域へ
働きかけている。

③

H29.4
H29.6
H29.9
Ｈ30.1
Ｈ30.2

－1－



【様式４】

8 H30.3

【助産師による専門相談事業】
相談件数を目標にしているが、相談がたくさんあることがいい
ことなのか。主体が逆では。来られた方が相談した結果「満足
度が上がった」「解決度が高くなった」などにしてはどうか。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-1-1「あらゆる世代が子育てに関わっていく
ための切れ目のない施策の推進」②助産師による専門的相談
事業】

●業績目標について「利用者の満足度」に修正。

9 H30.3

【子育て情報】
子育ての悩みについての相談機関を知らない人が多い。まず
は、「区役所に行けば、情報入手や相談ができる」となるよう
に、区役所に来やすい・子どもが楽しめる雰囲気づくりが大
事。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-1-1「あらゆる世代が子育てに関わっていく
ための切れ目のない施策の推進」④子育てに活かせる知識・情
報発信】
●子育て情報誌の隔月発行などタイムリーな情提供やスマー
トフォンで簡単に情報が入手できるようにするなど情報発信の
工夫に取り組んでいる。

【自尊感情向上のための教育支援】
・既存のゲストティーチャー派遣事業をさらに充実させる。
・学校や学校協議会なども含め実情に合った形に改善を。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-2-1「生きる力」を身に付けるのに重要な自
尊感情の向上」①自尊感情向上のための教育支援事業】
・「『小中学校へのゲストティーチャー派遣事業（いのちと性・情
報モラル）』に加えて、平成30年度より、劇団等を派遣する『鑑
賞教育事業』を実施し、学校の希望に沿って内容が選択でき
るようにしている。」と追記。

②

10

H29.4
H29.6

Ｈ29.12
Ｈ30.1
Ｈ30.3

【こどもの居場所】
こどもたちを地域皆で見て孤独にしないこと。安心できて保護
者と一緒に楽しめる居場所が必要。
・学習支援だけでなく精神的な支援も必要では。学習の前にお
腹を膨らませることも。
・シルバーパワーも借りて折り紙やあやとりなど教える側も元
気になればいい。
・こども食堂も増えてきてはいるが、一部の人だけと感じる。社
会的に孤立している人が本当に来ているのか。来ない人をどう
動かすか。
・現在８地域でしておられ、利用者も増えてきているということ
だが、しんどい子どもたちに来てもらうため、友達なども来られ
るようにした方が裾野が広がるのでは。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-1-2「地域の誰もが自由に集まれる「居場
所」づくり支援」】
・「地域のこども誰もが参加しやすい運営が行えるよう」居場所
運営団体を支援する旨追記

●こどもたちが安心して過ごせ、養育者も一緒に来れて楽しめ
るあたたかい居場所が各地域にできるよう居場所設置・運営
に関する助言などの支援を行う。
●ニーズに応じ、無理なく、より開かれ参加しやすい運営にす
る。
●各種事業の情報を伝えることが課題。訴求力の高い情報は
口コミ。SNSなども、知っている人からの情報の方が伝わる。
地域のコアになる人や親しい人から情報をつなげていくのが
一番。

②

6
H30.1
H30.3

【登校登園サポートなど地域における見守り支援】
◎登校登園サポート事業
・学校に来られない子は家庭環境や背景などがわからないの
で、井戸端会議のように少しでも話ができるような場所があれ
ばいい。居場所があっても本当に支援が必要な子がなかなか
来られないようなので、実際にはこの登校登園サポートが必
要。
・これからどんどん地域とか学校とかと連携して広げていくとい
うことなので、地域でサポートしていけたらいい。
・地域で専任者を選ぶのは難しいのでは。学校とも連携して、
学校からも依頼してもらった方がいい。
◎こんにちは赤ちゃん訪問事業
訪問件数も増え、よかったとの声も増えている。広報紙で訪問
員の写真が大きく取り上げられたことで、訪問される側も安心
して訪問を受けられるようになった。母子手帳交付時や３か月
健診の際など様々な場面でお知らせをするなど働きかけては
どうか。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-1-1「あらゆる世代が子育てに関わっていく
ための切れ目のない施策の推進」①登校・登園サポートなど地
域における見守り支援】
・送迎支援者の派遣を通じた登校・登園支援
・満一歳未満の乳児のいる家庭（希望者のみ）へ地域の訪問
員派遣

●平成30年度新規事業であり、実施に当たっては学校などの
関係機関や地域とも連携しながらより良いものとなるよう事業
を行っていく。

②

②7 H30.1

【子育てサロン】
一人で子育てサロンに行くのは敷居が高い。サロンと訪問が
別々に動いているので、連携を取ったほうがいいのでは。建物
の中に入りづらいこともあるので、できればサロンの人に呼び
込みをしていただきたい（通行人に声かけ等）。垣根を低くして
ほしい。
（教育・子育て部会）

●平成30年度より実施の「登校・登園サポート事業」について
は、子育てサロンなどとも連携できるよう調整を行う予定であ
る。

①11

H29.4
H29.6
H29.8
H29.9

Ｈ29.12

【こどもの自尊感情向上】
・トップアスリートとの交流授業やテスト前勉強会、夏休みの
プール開放時の勉強会など、夢を持つ・頑張るきっかけづくり
が必要では。
・こどもたちそれぞれが自尊感情を持てるような環境づくり。地
域の幅広い人間関係の中で育んだり、その子の状況を把握し
て個別に対応できるのが理想。
・家庭教育の見直しも大事。正しい子育てや教育の在り方の
情報発信をしては。
・赤ちゃんと直接触れ合うことで命の大切さや親に大切にされ
たことを学び自尊感情向上させる授業ができないか。
・学習意欲の向上や自分が肯定的になって夢を持って進んで
いけるように小さい頃から養えないか。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-2-1「生きる力」を身に付けるのに重要な自
尊感情の向上」】

●すべてのこどもが「生きる力」を身につけるために大切な自
尊感情の向上を図るために、親子の絆を深める機会や、心身
ともに健全な成長の促進に向けた取組、成功を実感できる体
験づくりにつながる事業に取り組む。

12
H29.9
Ｈ30.3

②

①

－2－



【様式４】

18
H29.9

Ｈ29.12
Ｈ30.2

【複合課題世帯への支援】
・地域としては課題のある人がどこにいるのかどう掘り起こし
支援するかが課題
・ごみ屋敷やアルコール依存症の方は連携して早い段階での
支援・継続した支援が必要。
・連携した支援についてフローチャートなどつくっては。
・17万人都市で人海戦術は無理。ICTを使っている他都市の例
を取り入れてはどうか。
・「見立ての場（現：つながる場）」のなかで多い課題は何か。
（健康・福祉部会）

【Ｈ30運営方針３-１-1「複合課題世帯への支援」】
・複合課題世帯に対して、区役所各担当が連携し、世帯単位
で支援する体制の強化、充実を行う。

●スーパーバイザー・高齢・障がい・こどもなど関連機関が一
堂に会して検討、支援につなぐ「見立ての場（現：つながる
場）」を市モデル事業で実施。他の2区に比べ非常に多く実施。
見えてきた課題も多い。
●印象的には、高齢と障がい、子育て世代の精神障害と生活
困窮の複合ケース、支援拒否のケースが多い。

①

【Ｈ30運営方針3-１-１「複合課題世帯への支援」】

・「相談窓口をわかりやすくするための支援機関に関する資料
（リーフレット）の作成」を追記。

●相談機関の役割について、各分野を委託する福祉局や健
康局とともに、弁護士相談も活用しながら、それぞれがどう関
わっていくか検討し、区役所のなかで共有していきたい。

①17
H29.6
Ｈ30.2

【相談窓口】
・行政相談をもっと身近にしてほしい。福祉に関して相談先が
わからない・はざまの人もいる。手帳を持っていない人、難病・
特定疾患・精神疾患・こどもの障がいなど。
・予め相談窓口のパンフレットやマップを作成し事業所に設置
しては。
・障がいの分野は、どこにどう相談を持っていけばいいかわか
りにくい。
・はざまのケースなどわかりにくい相談内容も窓口がどこかわ
かりやすく区民に周知を。
・継続的に課題に関わっていける支援機関がない。今後、誰
がどのように関わっていくのか教えてほしい。
・喫緊に行政サービスや救いの手が必要な人の情報がまだま
だ埋もれている。
・緊急性のある課題を抱えた方でも地域では重要性に気づか
ないケースもある。
・（要支援の）赤信号になる前の黄色信号の段階での事例の
改善への取り組みも必要では。
（健康・福祉部会）

②16
H29.4
H29.6
Ｈ30.2

【遊び場・体験】
・少し危険なことも大人が見守り自由に体験ができる場所があ
ればいい。自分たちでルールをつくったり様々な体験をするこ
とが自尊感情を高める。
・こどもがまつりのブースをしたり公園清掃などで活躍する機
会がつくれないか。箕面ではこども通貨がもらえキッズモール
で使える取組みをしている。
・校庭は閉められボール遊びできない公園が多い。学校開放
など遊び場の確保を。
・小学校施設開放を５時位までして、こどもの集まる場づくり
を。ボランティアで何かできないか。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-2-1「生きる力」を身に付けるのに重要な自
尊感情の向上」
●すべてのこどもが「生きる力」を身につけるために大切な自
尊感情の向上を図るために、親子の絆を深める機会や、心身
ともに健全な成長の促進に向けた取組、成功を実感できる体
験づくりにつながる事業に取り組む。（再掲）
●29年度大阪成蹊大学との連携授業「東淀川区の課題を考
える」で「こどもの体験学習」をテーマとして検討。
●既に各学校において、課題を抱える児童・生徒を対象とし
て、放課後の補充指導や自主学習会などの取組みが進めら
れている。教職員管理下の校内で行うことは基本は学校教育
活動のみであるので、区としてはどのような学校支援ができる
のか検討してまいりたい。

【Ｈ30運営方針2-1-1「あらゆる世代が子育てに関わっていく
ための切れ目のない施策の推進」②絵本の読み聞かせ事業

●ただ地域に絵本をというばかりでなく、絵本が嫌いじゃない
けどちょっと敷居が高いなと感じている人にアプローチすること
で、家庭での絵本に対する関心を高めることも進めていく。

15
H29.8
Ｈ30.2

【生活習慣】
・睡眠や食育など生活習慣を定着させこどもの健全育成につ
ながる取組みをしては。
・朝食が「用意されていない」「食べる習慣がない」というのは
ショック。ゲームに時間を費やして夜更かしする子も多い。夜
遅くまで起きていると朝までリズムも狂ってしまう。
・生活環境の習慣づけは小学校・中学校からでは遅い。幼少
期に根がある。自分の家庭はこうでも本当はバランスよいご飯
を食べるのが当たり前というのを身につけるべき。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-2-1「「生きる力」を身に付けるのに重要な
自尊感情の向上」④体験型食育推進事業】

●体験型調理実習の実施や小学校の児童向け食育講演会を
開催。

①

14
H30.2
Ｈ30.3

【中学生勉強会】
・中学生勉強会はマンツーマンで就学まで対応し一番成果が
上がっている。ただ対象者が限られすぎ。学力面は難しくなる
高学年で追いつけなくなる。本当は中学生でなく小学生を何と
かしないと。
・生活困窮支援の面で該当せずそこに行けない子どもたちを
どうフォローするか。地域での居場所や学習支援などでサポー
トしていければいい。
（教育・子育て部会）

【Ｈ30運営方針2-1-1「あらゆる世代が子育てに関わっていく
ための切れ目のない施策の推進」③中学生勉強会

●中学生勉強会はあくまでも高校進学及び中退防止を目的と
しており、小学生などは居場所事業も含めてどのようなアプ
ローチが必要なのか今後検討してまいりたい。

13 H30.2

【読み聞かせ】
実際学校に行くと「本が嫌い」とは感じない。いいきっかけを与
えてあげられたら持続するのでは。習慣づけることが大切。
読み聞かせも、親がずっとやるというのはしんどい時もある。
地域にお手伝いいただけたらいい。
（教育・子育て部会）

②

②

－3－



【様式４】

20
H29.6
H29.8

【健康（受動喫煙】
・こどもの受動喫煙が多いのでは。分煙・喫煙マナーの向上の
取組をしてはどうか。
（健康・福祉部会）

【Ｈ30運営方針３-2-1「いつまでもいきいきと自分らしく過ごす
ための健康寿命延伸への取り組み」】
・受動喫煙：妊婦や乳幼児を持つ養育者へ啓発活動
・禁煙指導：大学等と連携した啓発活動

19
H29.9

Ｈ29.12
Ｈ30.2

【複合課題世帯への支援（各関係機関の連携）】
・東淀川区は働きかけが多かったり支援者が多いから「見立て
の場（現：つながる場）」の件数が多いのでは。
・スーパーバイザーや関係する専門機関、区役所の各部署が
動き、今までの仕組みでは対応できなかったケースでも複合
課題の視点で入っていけている。連携がスムーズになってい
る。
・複合課題の方など緊急性・重要性の高いものに行政が予算
を多く割き、長期的に地域のネットワークの構築支援も行う。
両輪の体制が必要では。
・東淀川区は事業者間の連携は施策もあり比較的スムーズだ
が、事業者と住民の連携が課題
地域活動協議会に介護事業者が入るよう啓発もしてほしい。
（健康・福祉部会）

●他区は単独課題の方が多い区も多いが、東淀川区は複合
課題世帯が多い。ファミリーが多いことが原因か。この施策の
ニーズを感じている。
●モデル事業は、行政と地域との両輪。連携について部会で
も意見いただいている。地域からも協力をいただきながら支援
していきたい。
●横のつながりが大事。要配慮者リストで本人の了解を得ら
れている場合は地域にも知らせられる。在宅医療連携も実
施。情報を行政がつないでいくことで地域の見守りも進む。
事業者も地域活動協議会に入ってネットワークづくりをしてほ
しい。地域別保健福祉計画の策定がつながりづくりの機会に
なればいい。

①

①

【Ｈ30運営方針３-2-1「いつまでもいきいきと自分らしく過ごす
ための健康寿命延伸への取り組み」】
・いきいき百歳体操等の介護予防・認知症予防活動を通じた
社会参加等への支援
・地域での実施している健康講座及びいきいき百歳体操会場
にて「かみかみ百歳体操（口腔機能向上）、しゃきしゃき百歳体
操（認知機能の維持・向上）」についてリーフレット等で情報を
提供する。
・血管年齢測定を地域へ出張し実施、また区役所内に常設の
健康相談窓口で実施

23

【健康（スポーツイベント）】
・現役世代の方の健康に対する意識向上をはかる取組も必要
では。
・ウォーキングやマラソンなどのファミリーイベントの取り組みを
していただければ。
（健康・福祉部会）

【Ｈ30運営方針３-2-1「いつまでもいきいきと自分らしく過ごす
ための健康寿命延伸への取り組み」】

●地域でスポーツに取り組む団体などとも連携してやっていき
たい。

①22 H30.2

H29.6
H29.8
H29.9
Ｈ30.1
Ｈ30.2

【防災に関するあらゆる世代の意識向上】
・訓練参加者（担い手も）が固定化。参加しない方への周知を
どう広げるか。タンスを固定しているなどまず自助が大事。
若い人が集まる学校で授業の一環で防災を考えることも必
要。学校と地域で訓練すると多くの参加者に周知できる。
（防犯・防災部会）
・大規模地震を経験していない世代に教訓を伝える。
・大勢の人が集まる地域の催しなどで、啓発できれば効果的
ではないか。
・防災意識が低い方に対する取り組みとして、食事サービスな
ど地域の行事で防災グッズ説明すれば
・教職員に対して防災マップの配布などにより防災に関する周
知が必要ではないか。
・自宅にあるものを少し多めに買って期限が来る前に使って買
い足していく「ローリングストック」についてもっと広報いただき
たい。「備蓄」は特別なものを用意しなければならないという意
識が強いが、普段の生活にプラスアルファすればいいという
ハードルを下げた形の啓発になる。
・まず「死なない」ことが自助の基本。（今回目標を備蓄の割合
に変えたが）耐震固定の割合を目標にすることを30年度も続
けるべきでは。つっかえ棒など取り組みやすいものを啓発して
は。
（安全・安心部会）

【Ｈ30運営方針4-１-１「区民の防災・減災の意識向上」】

・地域住民や学校の児童生徒に対する防災・減災の出前講
座。
・地域で催される事業等のさまざまな場において、防災・減災
に関する知識普及の学習会（ブース出展含む）の開催
・区防災マップの配布による避難場所や被害想定などの情報
発信。
・「ローリングストックハンドブックの配布による備蓄に関する情
報発信」を追記
・業績目標に「家具の耐震固定といった（自助の取り組みを
行っていると答えた割合）」を追記。

●若年層も含めたあらゆる世代の区民等が主体的に自助・共
助の取り組みを実施するよう防災・減災の知識啓発を実施す
る。

①

24
H29.6
H30.1

【地域防災活動・多様な防災訓練】
・女性に特化した訓練、地震だけでなく水害・火災の訓練、避
難経路の確認や着衣でプールに入るような訓練も重要。
（防犯・防災部会）
・各地域の防災訓練等の情報共有
・各地域の防災取り組みの情報発信
（安全・安心部会）

【Ｈ30運営方針4-１-2「地域防災・減災力の向上」】
・地域間や大学、企業等が連携し、地域特性に応じた様々な
事象を想定した防災訓練(避難所開設・運営訓練等）などの実
施を支援する。

●平成30年度区広報紙に地域の防災訓練情報等を掲載予
定。

①

①

①

21
H29.6
Ｈ30.2

【健康（介護予防活動等）】
・認知症予防の関心が高まっている。認知症予防できる取組
みがあればいい。
・高齢化が進んでいるため、様々な検診時に認知症リスク
チェックもできればいい。
・一日一万歩でポイントなど介護予防活動の動機付けの取り
組みをしては。
・百歳体操だけでなく、口腔機能向上のかみかみ体操・認知症
予防のしゃきしゃき体操などいろんな生活課題解消の取り組
みも普及していってはどうか。
（健康・福祉部会）

25
H30.1
Ｈ30.2

【地域防災リーダー】
・女性防災リーダーを増やす
・地域防災リーダーを町会・企業と広く組織
・地域防災リーダーの加入・教育をし、（自助・共助の取り組み
を）地域防災リーダーにも任せられればいい。
（安全・安心部会）

【Ｈ30運営方針様式３取組項目５「担い手不足の解消」】
・地域リーダーの意向に基づき、活躍の場につなぐ取り組みを
実施する。

●東淀川区地域防災リーダー登録要綱制定（平成30年1月1
日施行）

－4－



【様式４】

①

29

H29.6
H29.8
H29.9
Ｈ30.2

【地域安全防犯対策】
・地域の団結力が犯罪者を寄せ付けない。地域・警察・企業等
一丸で防犯活動をすることが必要。
・青色パトロール車の活用（他地域との回りあいやスピーカー
活用、一斉巡回）
（防犯・防災部会）
・地域や老人会等へのチラシ・ポスター作成・設置（地域掲示
板の活用など）
・事故事例の公表（場所・時間帯、原因など）
・小規模の防犯教室（実践）
・業務委託夜間防犯パトロールの強化
・防犯ブザー配付
・発生曜日、地域・学校へ情報共有
・地域に見守りペンダントを配付して犯罪抑止
・教材等の貸し出しができることのポスターを子育てプラザなど
に掲示
・防犯カメラの設置をもう少し増やしては。
（安全・安心部会）

【Ｈ30運営方針4-2-1「地域安全防犯対策」】

・懸念箇所へ区防犯カメラを設置するとともに、維持管理運用
を継続して実施。
・駐輪場等での自転車盗防止の啓発活動を企業と連携して実
施。
・青色防犯パトロール活動のより効果的な活動の促進。
・夜間の青色防犯パトロールの実施。（業務委託）
・各犯罪防止の効果的な啓発ポスターなどを作成し、施設や
各企業等へ設置。

【Ｈ30運営方針4-2-2「重点犯罪の抑止」】
・子どもや女性を狙った犯罪や事案防止、防犯意識の向上を
目的とした防犯教室・啓発活動の実施。

①

31
H29.9

Ｈ29.12
Ｈ30.2

【交通ルール・交通安全】
・こどもへの啓発の前に保護者のマナーを改善することが必
要。
（防犯・防災部会）
・交通ルール・交通安全に関する取り組みが地域防犯から切
り分けられた。さらなる取り組みを進めてほしい。
・自転車保険加入が大阪府条例で義務付けられたことを知ら
ない人も多い。
・発生場所をポスターなどで周知
・自転車保険加入の意義、自転車事故に関する危機感を啓発
（安全・安心部会）

【Ｈ30運営方針4-3-1「自転車ルール・マナーの啓発」、4-3-
2「交通安全運動の推進」】
・地域住民の交通安全、自転車利用のルール周知・マナー向
上を目的とした大人も子どもも学べる安全教室の実施。
・各交通事故防止運動期間中、チラシやポスターの配架等、
広報啓発活動の実施。

●自転車保険の加入率の調査はしていないが、防犯講習会
など様々な機会に啓発している。

30
H29.6
Ｈ30.2

【重点犯罪の抑止】
・女性・こどもへの性犯罪や高齢者への特殊詐欺・消費者詐
欺が多い。地域ぐるみの意識向上や啓発が必要。
（防犯・防災部会）
・女性被害犯罪15％近くの減と目標達成しているが、依然市
内ワーストワン。東淀川区は女子大学生が多いことや家賃が
安いことでシングルの方が多く、狙われやすい世代が多いの
で件数を減らすのは難しいのでは。市内ワーストワン返上を目
標としてはどうか。
・車上ねらいのうち、実は自転車前カゴの中の物の盗難が多
いことを学習会で知った。（区民の）皆さんにわかりやすく「車
上ねらい（自転車前カゴの中の物の被害含む）」として啓発し
ていってはどうか。
（安全安心部会）

【Ｈ30運営方針4-2-2「重点犯罪の抑止」】
・子どもや女性を狙った犯罪や事案防止、防犯意識の向上を
目的とした防犯教室・啓発活動の実施。
・車上ねらい（自転車の前カゴの中の物の被害含む）・部品ね
らい等の街頭犯罪防止の啓発活動の実施。
・高齢者を中心とした特殊詐欺被害防止や消費者保護を目的
とした講習会や自己防衛対策向上の啓発活動の実施。(高齢
者が集まるところで講習会等の参加者以外にも啓発を広げ
る）
・業績目標に「３年以内のワーストワン返上をめざし」を追記。

①

①27 Ｈ30.1

【地域防災・減災力の向上（要配慮者・帰宅困難者対策）】
・避難支援をする人、避難支援を受ける人をあらかじめ決めて
おく
・小・中学校等と要配慮者支援訓練
・福祉避難所との連携を密にし、協議。
・帰宅困難者対策の推進（企業への備蓄推進・一時滞在施設
の協力）
（安全・安心部会）

【Ｈ30運営方針4-１-2「地域防災・減災力の向上」】

・地域による高齢者や障がい者といった要配慮者に対する訓
練計画の策定等の取組みを支援する。
・要配慮者支援に関する学習会実施や、上記訓練に要配慮者
支援を盛り込んだ訓練の実施支援。
・新大阪駅周辺において駅周辺企業や地域住民が連携して帰
宅困難者対策に取り組む。

26

H29.6
H29.7
H29.9
Ｈ30.1

【地域防災・減災力の向上（エリア・地域間連携）】
・大きな災害が起きたときはエリアの話になる。小中学校との
連携はもとより、区内の地域・大学・高校・商店街・企業（備蓄
も含め）・施設（福祉・医療等）・行政の連携が必要、さらに隣
接する地域間の連携を広げることが必要。
普段から合同訓練等交流し防災力向上をめざすべき。
（防犯・防災部会）
・地域間連携（区全地域一斉訓練・中学校単位での連携、訓
練・小・中学校総合防災訓練）
・学校、大学、企業との連携（防災学習・水害時避難ビル周知・
法人団体・組合等との連携訓練・地域企業に対する災害時の
協力要請）
（安全・安心部会）

①

28
H29.9
Ｈ30.2

【福祉・医療分野との連携】
・地域での要配慮者の把握や福祉・医療施設との連携が不可
欠。実務的な評価を図っていくような施策促進を。
（防犯・防災部会）
・医療品備蓄拠点は、区役所・出張所ではなく医療関係施設
に設置をしているということをわかりやすく表記してはどうか。
（安全・安心部会）

【Ｈ30運営方針4-１-2「地域防災・減災力の向上」】

・地域間や大学、企業等が連携し、地域特性に応じた様々な
事象を想定した防災訓練(避難所開設・運営訓練等）などの実
施を支援する。

●東淀川区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度の
継続募集
●水害時避難ビル指定に向けて継続募集

【Ｈ30運営方針4-1-3「福祉・医療分野との連携」】
・災害発生時に迅速に福祉・医療体制を構築できるよう福祉避
難所との情報伝達や医療機関との備蓄などについて連携を深
める。
・業績目標に「区内医療機関への（医療品備蓄拠点の設置）」
を追記。

①
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【様式４】

※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

34 Ｈ29.12

35 Ｈ29.12

【着実・確実な事務処理】
個人情報の漏洩が0件の目標に対し、去年15件あったというの
は多すぎる。1件起きただけで大変なこと。原因や対策の内容
を示していただかないと、対策が有効なのかわからない。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

【Ｈ30運営方針5-4-1「着実・確実な事務処理、コンプライア
ンスの確保等の取り組み】
●発生するごとに市と区のHPで報道発表を行っており、発生
原因や再発防止策を公表している。あってはならないことであ
り、原因を究明し具体的な事務の流れ等を改善するとともに、
研修を実施し重要管理ポイントを朝礼で復唱するなど、削減に
取り組んでいる。

①

33 Ｈ30.1

【窓口サービスの向上】
・窓口の混雑状況や呼出し番号をスマホ等WEBで見ることが
できるようになった事による混雑の緩和状況を数字で把握して
いるか。
・呼出し音が鳴る機能はないのか。
・転入者パック（行政情報セット）はいい取り組みだ。
入っている書類が多いので、一覧表があればいいと思う。
・手続き漏れの防止など、何か効果が出たのか。
・海外からの移住者も増えてきているが、外国語版はないの
か。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

【Ｈ30運営方針5-3-1「心地よい窓口サービスの提供や利便
性の向上」】
・窓口呼び出し状況のＷＥＢ確認。

●現行システムにおいては、待合で表示している画面（呼び出
し状況等）と同じものをお手元のスマホ等で見られるようにして
いる。
●手続き漏れの防止については「区役所での主な手続き
チェックリスト」をお渡しし手続き漏れのないよう努めている。出
張所など他の窓口でもできることも案内している。
●外国語版は用意していない。
●転入者パックの一覧表を作成し同封する。

①

32
Ｈ30.2
Ｈ30.3

【アンケート】
・地域活動参加率は、市全体の目標と比べると東淀川区の率
は既に超えている。
・運営方針目標達成状況の数値は、全体総数がどれくらい
あっての何％かが見えるといい。
（魅力あるまちをつくろう！部会）
・アウトカムのミスリードを起こすような設定は答える側も難し
い。上手なアンケートの設定をお願いしたい。
（教育・子育て部会）
・どのような内容でアンケートをしているのかわかりやすくして
は。
（防犯・防災部会）

5-1「区民ニーズを的確に把握し反映する住民参画型の区政
運営」

●市政改革プラン2.0（区政編）において定められている全市
的な目標値と東淀川区の実際の状況値との乖離の問題は他
区情報を含め検討してまいりたい。
●アンケートについてはイベントなどでとったものや市が実施
したアンケートなど色んなものがちりばめられている。

①

【民間力活用】
・窓口業務を委託し一般企業を入れているが、個人情報の流
出は大丈夫なのか。
（魅力あるまちをつくろう！部会）

●個人情報の保護については、業務委託仕様書において、
「関係法令の遵守」を記載するとともに、「秘密保持に関する特
記仕様書」も作成しており、本市が受注者に委託する業務を通
じて知り得た情報や秘密が、第三者に漏えいすることを防止
し、その秘密を保持するため、必要かつ十分な措置を講じるよ
う義務付けている。

①

－6－


