
【様式４】

　ご意見のとおり、本事業は、高齢者の外出のきっかけとなり、
閉じこもり予防等の健康維持にも役立つものであることから、
所管の福祉局へ、存続の意見を伝えていきます。

①

6 H29.7

　平野区運営方針では、まちの隅々のことまで細やかに気を
配って策定しており、非常に感心している。平野のまちが平穏
であるか気がかりで、絶えず自転車で見回っているが、安心し
て暮らせるまちであると実感している。自分自身、平野区民で
あることをありがたく思っている。

　ご意見にありますよう、今後とも運営方針の一層の具体化に
向け、安心で安全なまちづくりに向け地域と協働してとりくんで
いきます。

①

7 H29.1

　市バス・地下鉄の高齢者優待乗車証は、高齢者が外出する
きっかけになる。外出することで、社会と関わったり、通院した
り、介護・認知症予防などの健康維持にも役立つので継続して
ほしい。

1

　避難訓練は、各地域で実施しているが、いつも限られたメン
バーであり、どう裾野を広げていくかが課題である。高層住宅
やワンルームマンションなど、連合町会に未加入の方が多いと
ころをいかに参加してもらうか。また、昼間に発災するとは限ら
ないので、あらゆる人を巻き込んで実施することが必要であ
る。

　避難訓練も含めた防災訓練は、地域全体で取り組むことが
重要である。地域活動協議会への支援を通じて、防災訓練の
開催について、ポスターやチラシ、掲示板などの活用で、より
多くの住民参加を呼びかけるなど、連携方法のあり方につい
て、地域とともに検討していきます。

①

年
月

H29.1
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2

　避難所の防災訓練をしているが、避難所開設は誰がどのよ
うに責任をもってするのか。あるいは、備蓄物資を、どのように
して配布していくのかといった、一歩先のステップへの取組が
必要ではないか。

　熊本地震での避難所支援業務の体験を地域に伝えるなど、
平野区では避難所開設とその運営について地域とともに取り
組んでいる。引き続き避難所開設運営訓練の実施や、それに
向けた出前講座やワークショップの開催などを進めていきま
す。

①

3

　中学生は災害時に地域の貴重な戦力となる。中学校の土曜
日授業において、避難所開設・運営訓練なども取り入れてい
かないといけない。各学校に任せると、その内容や質にばらつ
きが生じるため、平野区として統一したカリキュラムを提供する
ことはできないか。また、災害時の避難所開設について、区役
所が主たる開設者を決めておいた方がいいのではないか。

　中学校での防災訓練において、中学生の災害時における役
割や、熊本地震での避難所支援業務の体験を生徒に伝える
など、避難所開設と運営について、生徒に考えてもらう取組を
行っていく。

①

H29.1

H29.7

5 H29.1

　防犯の取組に加え、くわえたばこの問題や自転車の夜間点
灯を徹底するなど、マナーを指導していくべきではないか。

　防犯啓発とともに、自転車運転マナー、路上喫煙問題など、
安全・安心な地域社会の実現に向け啓発や取組を進めていき
ます。

①

4 H29.7

　小学校ごとに、小中学校が合同で防災訓練を実施できれ
ば、中学生は、障がい等で助けが必要な小学生への対応も期
待できる。ぜひ地域防災リーダー中心に、区役所・消防署が連
携して、合同訓練を実施したいと考えている。小中学校の行事
スケジュールや校長の考え方の相違もあり、現状は難しい。何
かいい方法はないか。

　中学生の災害時における役割について考え、それを実行す
るための知識や、スキルを身につけることが出来るように、地
域や小学校等と連携した防災訓練を実施。

①
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14 H29.7

　認知症サポーター養成講座について、運営方針の資料では
予防が中心の記述となっている。もっとこどもたちに焦点をあ
てて実施してほしい。また、キッズサポート養成講座はキャラ
バンメイトさんたちによるボランティアで実現している。区役所
は、この方たちの応援体制も含めて、今後の展開をどう考えて
いるか教えて欲しい。

　これまで、こどもたちを対象に、キッズサポーター養成講座を
実施しています。認知症の人が、住み慣れた地域で可能な限
り生活を続けていくために、地域で認知症の人とその家族を支
援するための、正しい知識の普及を進めます。

①

13 H29.1

　みんなが障がい者・高齢者の存在に気づくことが大切ではな
いか。そのために、盆踊りなど、地域で交流をする場所をつく
る必要があり、行政としてそういう場を確保してほしい。

　平野区地域福祉計画（第２期）の策定において、福祉課題と
して、障がい等で支援が必要な人が、地域住民の一人として、
住んでいる地域で安心して暮らし続けることが大切であるとい
う視点を基に、第２期計画の案を検討していきます。

①

12 H29.1

　障がい者の問題は、防犯や防災など、まちづくりのすべての
分野に関係する話である。地震の時の手助けや援助、要介護
の手続き、まちの段差、子育ての問題。障がい者を取り巻くこ
れらの諸課題は、どの分野にも渡り、みんなで考えるべきであ
る。

　平野区地域福祉計画（第２期）の策定において、福祉課題と
して、障がい等で支援が必要な人が、地域住民の一人として、
住んでいる地域で安心して暮らし続けることが大切であるとい
う視点を基に、第２期計画の案を検討していきます。

①

11 H29.1

　発達障がいについて、区役所、市役所、国が早期発見と言っ
ているが、実際問題、早期発見は知的障がいを伴った方しか
発見できていない。それも、ほとんどが捕捉できていない現状
がある。家族が受け止めれば、早期発見は可能だが、教育・
保育の現場でサポートがなく、家庭は負担を感じている。

　より多くの区民、学校関係者に、発達障がいの正しい理解を
促す取組を推進します。
学校において、特別支援教育サポーター・発達障がいサポー
ターによる支援を行います。

①

10 H29.1

　認知症サポーター養成講座などで、もっと多くの人たちが高
齢者の問題について、理解していただきたい。一方、要援護者
名簿の防災への活用を検討しているとのことだが、地域団体
への引継が進んでいないのではないか。障がい者や高齢者は
どこにいるかわからず、どのように対応すればいいのか。

　地域団体への要援護者名簿の提供について、委託先の区
社協を通じて、地域団体ごとに管理や活用方法を確認しつつ、
調整していきます。

①

9 H29.1

　平野区内に総合的な病院がなく、医療情報がさまざまなとこ
ろに点在しており不便と感じる。また、介護や障がいの認定に
ついて、スムーズに相談しに行ける体制が整っていない。各地
域で１カ所、基幹となる病院があればいいのではないか。

　委員ご指摘の「総合的な病院」「基幹となる病院」とは、医療
法で定められている「地域医療支援病院（地域における医療
の確保のために必要な支援に関する要件に該当し、都道府県
知事の承認を得ている病院）」を指しているものと思われます。
平野区には現在一般病院は10施設ありますが、地域医療支
援病院はありません。地域医療支援病院は、大阪府内25施
設、うち大阪市内12施設（北区2、都島区1、福島区1、中央区
2、天王寺区2、東淀川区１、城東区1、住吉区1、東住吉区1）
のみとなっています。今後ますます医療や介護の需要が、さら
に増加することが見込まれることから、地域の包括的な支援・
サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築に向け、医
療機関のネットワークづくりについて、関係局（健康局）や関係
団体等と連携し推進してまいります。

④

8 H29.1

　要介護の認定について、時間がかかり過ぎているのではな
いか。また、老・老介護などで、二人共に認定の必要性がある
場合や、片方のみ必要な場合があり、様々な事例が想定され
るが、家族の状況や社会的状況等も踏まえて判断をしてほし
い。

　要介護認定の訪問調査については、ご本人以外に、ご家族
や代行申請を行う介護支援事業者等も同席が可能です。訪問
時には、これらの方々へのヒアリングも行い、ご本人の正確な
身心の状況把握を行いつつ、ご家族等の関係者の状況や住
環境等についてもヒアリングを実施し、認定調査会への報告を
行っています。今後とも、適正な認定に努めてまいります。 ①
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　不登校問題の解決に向けて、大阪市では、児童･生徒の臨
床心理に関して専門的な知識･経験を有する「スクールカウン
セラー」「スクールソーシャルワーカー」を学校園に派遣し、不
登校等の課題を抱えた児童生徒が置かれた環境に働きかけ
たり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様
な支援方法を用いて、課題解決への対応を図っています。平
野区では、こうした取組を補完するものとして、平成28年度か
ら、発達障がいコミュニケーション指導者や元教員を不登校相
談員として配置し、学校と連携のうえ、家庭訪問等も行い、個
別の相談・対応も行っています。

　こどもの不登校の原因は、朝起きられない「起立性調節障が
い（※）」にあるにもかかわらず、周囲の理解が伴わず、本人
が追い込まれていくケースがある。また、障がいや疾病等の事
情で、勉強やスポーツが不得意なこどもも多くいる。そういった
こどもたちが、自分たちのできること・得意なこところを引き出し
ていけるような、教育の現場があってもいいのではないか。

（※）自律神経失調症の一種で、ODとも呼ばれる。

H29.121 ①

20 H29.1

　地域の廃品回収に若い方や新しい方が参加し、地域の交流
に役立っている例がある。長原東地域では初めて餅つき大会
をしたところ、非常に好評をであった。祭りやラジオ体操など、
こどもと親が一緒に参加できる場面をつくっていくことが大切で
はないか。

　住民間の交流促進が、住民同士の見守りや地域への愛着
心の醸成につながることから、引き続き、地域活動協議会へ
積極的な支援を行います。

①

19 H29.1

　平野の伝統は祭りで、だんじりも10数台あると聞いている。
他区では組織を作って、祭りのイベントをしている。平野区も地
域おこしの一環として、区役所が中心となった組織を作り、だ
んじりを一堂に集結させるなどのイベントを企画してはどうか。

　平野区では、コミュニティ活動の振興並びに地域における文
化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民相互の交流を
促進し、連帯感あふれるまちづくりを目的として、区民まつりや
各種スポーツ大会などを実施しています。

①

18 H29.1

　「まちづくりはダチづくり」という合言葉で、地域での助け合い
の輪をひろげていった例もある。自助だけではなく、やはり共
助が大切で、そのために町会に加入してもらうことが重要。町
会の加入率は低下する一方であるが、発災した時にこそ「地
域のつながり」の大切さがわかるのではないか。

　地域活動協議会へ積極的な支援を行うことにより、各地域で
の事業が促進され、結果として町会への加入促進につながる
ものと考えます。

①

17 H29.1

　特定の地域では、高齢化が進展しており、役員をする人がお
らず、行事への参加も大変な状態である。その他、防犯に関し
ても、青パトに乗る人がいないといった問題に直面している。

　地域活動協議会へ積極的な支援を行うことにより、各地域で
の事業が促進され、結果として町会への加入促進につながる
ことで、若手の人材の確保ができるものと考えます。

①

16 H29.7

　地域がばらばらで何も出来ない状況にある。区役所が地域
に入って、現状を把握し、実務的なことをサポートしてもらいた
い。

　住民間の交流促進が、住民同士の見守りや地域への愛着
心の醸成につながることから、引き続き、地域活動協議会へ
積極的な支援を行います。

①

15 H29.7

　発達障がい児に日常的に関わる人が、発達障がいについて
正しく理解されていないのではないかと思われる。学校、区役
所、市役所で、まずは身近な人から正しい理解を得られるよ
う、理解促進を図るセミナーの受講を勧奨していく必要がある
のではないか。

　より多くの区民、学校関係者に、発達障がいの正しい理解を
促す取組を推進します。学校において、特別支援教育サポー
ター・発達障がいサポーターによる支援を行います。
　教育委員会では「発達障がい」についての理解を深め、児童
生徒一人一人の実態に応じた適切な指導・支援するため教員
研修を行っています。 ①
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24 H29.7

　小学校の校長と教頭が同時に異動すると、これまでの経過
などが引き継がれず混乱し、こどもたちも戸惑うので考慮して
ほしい。

　管理職の異動に関しましては、可能な限り同時異動する事
がないよう、また当該校・区内学校経験などを考慮しながら、
全市的な調整のもと行っております。

①

25 H29.10

　以前の台風では、低い堤防しかない近くの体育館に避難した
こともあった。現在では改善され、より上階へ登れる鍵も区役
所から預かれるようになったものの、その鍵の所有者について
は、十分周知がされていないのではないか。

　台風21号の避難勧告の振り返りや、危機管理室と教育委員
会の調整、並びに区役所と学校の連携のもと、今後、避難所
の鍵の管理について、関係者への周知を行います。

①

27 H29.10

　自分の住んでいる地域では同報無線が流れず、エリアメー
ルで全部知った。他地域の独自放送は非常によく聞こえたた
め、そのような備えがあればいいのではないか。

　同報無線（防災スピーカー）に加え、ＴＶ、ラジオ、エリアメー
ル、ＳＮＳ、広報車等の活用など多くの伝達手段の確保と周知
を進めています。

①

28 H29.10

　災害時の要支援者に関する取組として、町会の単位でマップ
に色分けをして、要支援者を分かるようにしている地域もある
と聞いた。要支援者の名簿の取扱いが地区によって異なるよ
うなので、他の地域の取組もぜひ知りたい。

22 H29.1

　小学校から中学校へ進級する時のギャップが大きく、スムー
ズに移行できないこどがもいる。中学1年は、いじめや不登校
などで荒れやすく、先生のリーダーシップが必要である。また、
こどもの貧困問題は、親世代から連鎖する可能性がある。ゆ
えに、こどもたちが安心して通える学校環境の中で、20年後
に、次の世代の親として、こどもをしっかりと育てられるような
人づくりが必要である。そのためには、学校・家庭だけでなく、
専門家や多職種が連携して、課題について話し合う機会を増
やし、解決していくことが大切ではないか。

　小学校から中学校への進級ギャップを軽減するため、中学
校では小学校と連携し、児童一人一人の状況を聞き、対応や
クラス編成の参考にしています。また、「スクールカウンセ
ラー」「スクールソーシャルワーカー」を学校園に派遣し、いじ
め・不登校等の課題を抱えた児童生徒が置かれた環境に働き
かけたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、
多様な支援方法を用いて、課題解決への対応を図っていま
す。平野区では、こうした取組を補完するものとして、平成28年
度から、発達障がいコミュニケーション指導者や元教員を不登
校相談員として配置し、学校と連携のうえ、家庭訪問等も行
い、個別の相談・対応も行っています。また、区教育会議・教
育行政連絡会おいて、地域･保護者･有識者や学校長と区長と
の意見交換と併せて、区長が学校訪問し、小･中学校長と情報
交換を行っています。

①

26 H29.10

　水害時には市営住宅等の３階以上に避難するよう言われて
いるが、廊下への避難ではなく、高齢者や障がい者が過ごせ
るスペースも必要ではないか。

　避難所に指定している学校園ごとに作成が予定されている
「大規模災害対応マニュアル」づくりに協力。また、台風21号の
振り返りを踏まえ、今後、避難所の上階での避難スペースの
選定や、鍵の管理について、取組を進めます。

①

23 H29.7

　小学校・中学校で、クーラーが設置されたものの、これから
本格的な夏を迎え、熱中症を心配する保護者もいる。

　冷房･暖房の稼動期間・稼働時間･温度設定などは、「大阪
市小･中学校空調機運用指針」に基づき適切に運用と活用を
図っています。

①

　保健福祉課が地域と連携し取り組んでいる「地域における要
援護者の見守りネットワーク強化事業」と連携して取り組んで
まいります。また、先行事例や好事例があれば、各地域で共
有できるように検討します。

①
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32 H29.10

　地域のひとり暮らしの方が亡くなった際の、各方面への連絡
先など全く分からなかった。このような場合の対応方法の周知
も必要ではないか。また、ひとり暮らしの方が住んでいる場所
など、共有することも大事ではないか。

　地域団体への要援護者名簿の提供について、委託先の区
社協を通じて、地域団体ごとに管理や活用方法を確認しつつ、
調整していきます。

①

35 H29.10

　スマホ・ゲーム等の普及でこどもの文章離れが進んでおり、
こどもが長い文章を自分で書けなくなっている。これを防ぐた
めに、読み聞かせや読書の重要性がますます上がっている。
平野図書館や学校図書館も本が少ないと思われるため、蔵書
を増やしてほしい。
また、学校に対して保護者やＰＴＡの方が簡単に寄附できるよ
うにしてほしい。

　大阪市立図書館は中央図書館及び23区に地域図書館があ
り、平野図書館の蔵書冊数は平均より多く、蔵書の整備が図
られており、また、区内各巡回場所に移動図書館として自動車
文庫事業も実施しています。
各小・中学校においては、大阪市図書標準（小学校：7,000冊、
中学校：8,000冊）の蔵書となるように学校図書館整備を図って
いますが、引き続き蔵書の充実に向け、学校、教育委員会へ
意見反映を行っていきます。
平野区役所では、「ひらちゃん読書ノート」を区内小学生に配
布するとともに、区役所内で「ひらちゃん図書」の自由貸出しを
行うなど読書運動の推進を図っています。
本等の寄付・寄贈につきましては、規模や金額等により、取扱
いが異なりますので、各学校にお問合せください。

①

33 H29.10

　つながりづくりのためには町会の加入を促進することが必要
な一方で、今後のまちづくりのためには、町会に加入されてい
ない方でも、困っている方には手を差し伸べられるような関係
づくりが望ましいのではないか。

　平野区地域福祉計画（第２期）の策定において、福祉課題と
して、支援が必要な方が孤立しないような、住んでいる地域に
おけるつながり支えあえる関係づくりの考え方を基に、第２期
計画を策定しました。
より、区民に分かりやすく福祉のまちづくりの大切さを伝えるた
めに、第２期計画の概要版を作成し、あらゆる機会をとらえ、
区民への周知を図っています。

①

34 H29.10

　自立支援協議会には、様々な障がいがある方が、その障が
いごとの当事者部会を作っていくことを検討している。しかし、
会議に参加するに当たって、仕事を休んで出席されているとい
う状況がある。それに対しての交通費の補助等があればいい
と思う。

　福祉局において、障がいの程度により、市が発行する無料
乗車証または割引証を提示した場合、市営交通乗車料金を割
引する等の制度も継続実施しています。
また、障がいのある方が会議などに参画される場合、聴覚障
がいの方には、手話通訳を派遣するなど、その方の障がいに
応じて、合理的配慮を念頭に置き、対応していきます。 ①

　頭の中では防災に関する必要な知識はあっても、いざとなる
と、対応できない可能性がある。通常の搬送や救命救急の訓
練だけでなく、実際の避難所での対応策などを、地域と行政が
タイアップしながら、マスターしていければ、要介護者等も安心
して過ごせるのではないか。

　避難所開設やそれに向けたワークショップの開催を地域に
提案し、取組を進めます。

①

30 H29.10

　高齢者・障がい者施設等の今ある地域の資源を共有できれ
ば、みんなが集う場ができる。予算や状況等の勘案も必要で
あるが、各地域・団体のコーディネートに長けたプロフェッショ
ナルな人たちで、いろんな意見を出し合うその工程が、まちづ
くりにもつながるのではないか。

　他区の事業実施状況等を踏まえて、関係機関等が参画する
協議体とともに、平野区における今後の活動の方向性につい
て意見交換しつつ、取り組んでいきます。

①

31 H29.10

　家族が認知症になった場合や、高齢者が在宅で暮らすこと
になった場合など、日常生活で困ったことが出た時に、どのよ
うな制度やサービスがあるか、経験がないと全く分からない。
もっと区民に周知を図り、実際に使ってもらうことが重要であ
る。そうすれば、高齢者の孤立や、サービス・行き場がなくて困
るケースなどをなくしていけるのではないか。

　身近な相談窓口の地域福祉活動コーディネーターの活動に
ついて、引き続き、周知していきます。
また、広報紙12月号において、地域福祉活動コーディネーター
の相談窓口の所在を周知しました。

①

29 H29.10



【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

36 H29.10

　どこのＰＴＡもなり手が不足している。地域の行事に関して
も、こどもは参加してくれるが、親、保護者が参加してくれな
い。この親や保護者に対して、参加を促す施策が必要ではな
いか。

　地域活動協議会の活動において、様々な方の参加が促され
るような広報・手法を、中間支援組織を通じて支援してまいり
ます。

①

37 H29.10

　発達障がいのこどもについては、本の読み聞かせについて
もテクニックが必要であるが、学校の先生の中には、接し方が
分かっていない人もいるのではないか。発達障がいの接し方
等に関して、区はもっと学校にもサポートしてほしい。

　大阪市では、発達障がいを含む障がいへの理解のために、
学校教職員はもとより、学校向上支援サポーターなどに対し
て、特別支援教育（インクルーシブ教育）研修を行っています。

①


