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1

・広報誌の配付方法について、新聞折込か希望者へのポスティ
ングということになっているが、東大阪市に住んでいた時には、
自治会に全部委託して配付していた。手数料は全部自治会のほ
うにはいっていた。全戸配付できるように自治会さんに協力して
もらってはどうか。

・広報誌の配布に関しては、新聞折込のほかに個人より申込があ
ればポスティングも行っている。
・ポスティングによる配布の活用を広報するとともに、全戸配布に
関しても手法や費用対効果など引続き検討する。
・また、広報誌の紙面の充実を図り、積極的に広報誌を手にとっ
てもらえるように努める。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略4-3区民皆さんとすすめる区政運営」として取組
む。
（具体的取組4-3-2区民ニーズの的確な把握と情報発信）
予算額㉘　38,425千円　　　㉗ 40,606千円
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・以前の運営方針には教育の問題が少なかった、今回教育を取
り上げている、良かったかなと思っている。戦略２－４はあまり具
体的なことは書かれていないが、
・区政会議のなかでそれぞれの地域の小学校中学校の子どもた
ちの豊かな心が育んでいくような状況を作り上げていけたらと思
う。

・区では子どもの教育が非常に重要な課題であることから区政会
議とは別に、地域代表、PTA、学識経験者で構成する区教育会議
も立ち上げています。
・この教育会議と区政会議の連携も考えています。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略1-1タテ・ヨコ・ナナメでつながるまちづくり」とし
て取組む。
（具体的取組1-1-2　教育・生涯学習等）
小学校区教育協議会－はぐくみネット－事業
教育会議の開催等
予算額㉘　3,906千円　　㉗ 3,843千円
◆運営方針「戦略2-4子どもたちの豊な心、確かな学力を育むま
ちづくり」として取組む
【新規】（具体的取組2－4－1　学習会のモデル実施）
予算額㉘　予算は教育委員会事務局予算で調整中

①
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・最初に謝罪はあったが、今回の公金の着服につきましては、２
年間にわたって何十人もの方の保険料を着服していた。
・それも発覚しないように未納通知が出ないようにその書類すら
全部抜き取られていたというふうなことで、こんなことがなぜ起こ
るのかというのは、はっきりと詳しく出てなかったのでわからな
かったが、それを知り本当にこれ今回だけの問題じゃなく
・城東区ほんとに区民の信頼を回復させるためには、相当な努
力をしていただかないというふうに思う
・２７ページにはコンプライアンスの確保と書いているが、私はこ
の不祥事が起こったのは体制の問題だと思う。
・なぜ２年間も発覚しなかったのか、その辺はもっともっと真剣に
体制の立て直しをしていただかないといけない。

・今回の国民健康保険料の着服事件をはじめ度重なる不適正事
務に関しまして区民の皆様の信頼を大きく損なうこととなり、重ね
てお詫び申し上げます。
・今後、服務規律の確保およびコンプライアンス意識の徹底など、
職員による不祥事の根絶に向けた取組みを進めてまいります。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略4-1コンプライアンスの向上」として取組む。
（具体的取組4-1-1職員のコンプライアンス意識の向上）
・27年度中に立ち上げた外部委員を含む（仮称）現金取り扱い事
務監察チームにより検討された改善策について28年度は、監察
チームによりチェックを行い事務の適正化に取り組む。
・職員のコンプライアンス意識向上のため、朝礼などでの日常的
な啓発に取り組むとともに、コンプライアンス研修・服務研修など
においても職員ひとりひとりの意識向上に取り組む

①
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○防災倉庫に関して
・年2回防災物資が支給されるが、防災倉庫が狭く整理がつかな
い状況になってきている。
・現在の学校の中だけでは足りない
・新たな防災倉庫を提供いただき、それを公園に設置することは
できないか

・防災倉庫については、学校が各地域の避難所となることや、地
域の自主防災組織の活動の拠点となることから、学校に防災倉
庫を設置し防災用備蓄物資を配備しています。（一部、学校と協
議のうえ教室などのスペースに配備している学校もあります。）
・防災倉庫に収納しきれずに、学校の体育館の２階などを保管場
所として確保してもらっている状況については把握しており、引き
続き、必要な防災用備蓄物資配備を進めていくことや、浸水を想
定した校舎の上階などへの配備も必要なことから、地域のみなさ
んをはじめ、学校や関係機関との協議や協力を得ながら、防災倉
庫の増設も含めて、保管場所の確保について検討していきます。
・なお、学校を災害時避難所として指定していることもあり、現時
点では公園への設置は考えておりません。

③
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○災害対策について
・運営方針での対策は住民側にシフトした書きぶりになっている
・災害への対策は市の防災計画にのっとり、災害への備えから
復興まで各段階で行政、公共機関が果たす役割がある。行政が
何を行うのかを書いてはどうか
・避難所の開設、運営、訓練をもっと充実するとかマップの作成、
避難行動要支援者情報の共有など体系的に位置づけたほうが
よくわかるのではないか
・対策が部分部分になっていないか
・地域の特色も市の方針の下に形作られるものではないか

・昼間時間帯の災害時の要援護者を助ける若い力、中学生、高
校生の協力をどう得るか（地域福祉部会）

・大阪市では、家庭での対策である「自助」、地域での対策である
「共助」、行政側の対策である「公助」の３つを柱に防災対策を推
し進めています。「公助」につきましては大阪市防災計画などに基
づく対策を進めておりますが、人命保護という防災の第一の目的
を果たすためには、地域で行われる訓練の充実や、災害時避難
要支援者の避難支援体制の確立などをはじめ、「自助」「共助」に
よる対策の充実が重要であることから、区の運営方針は「自助」
「共助」が中心となっております
・大阪市防災減災条例や大阪市防災計画では「自助」「共助」「公
助」のそれぞれの役割が定められ、区としてはその方針に沿う形
で地域の訓練の充実などが推進されるよう今後も努めてまいりま
す。
・地域の防災訓練への中学生の参加や、中学校での防災訓練実
施など、昼間時に災害が起きた時に中学生、高校生が協力でき
るように、地域のみなさんと協力した取組を進めます。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略3-1防災に対する住民意識の向上と、自助共助
を基本とする地域防災力の向上」として取組む。
（具体的取組3-1-1　防災意識の向上）
　　　予算額㉘17,310千円　㉗18,537千円

①
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○避難場所について
・蒲生公園を広域避難場所とする取組みは早急にお願いする
・最近は異常気象、線上降水帯の発生による災害が各地を襲っ
ており、高所避難場所の設置の必要性が増している。民間マン
ションはオートロックが導入されており、避難場所とならない。行
政から避難場所としての働きかけを行ってほしい
・要援護者の高いところへの一時避難はどうしたらいいかとあわ
せ、水害など高所避難所として民間マンションや企業の協力など
区としてどう対策するのかはどのようになっているか（地域福祉
部会）
・近くの避難場所を確認しておき、そこに逃げるPRをしていかなく
てはならない
・寝屋川はヘドロもあるし、道より水位が高いなど淀川や寝屋川
が決壊したときの対応をもっと大阪市として詰めいていただきた
い
・放出では避難場所としてマンションへの話はしているが訓練は
していない

・城東区の水害時避難ビル指定については、平成27年11月時点
で、災害時避難所として指定している区内の小・中学校の22箇所
のほか、市営住宅16箇所、ＵＲ団地5箇所の合わせて43箇所、
122棟、避難可能人数46,318人分を指定しています。また、新規に
国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所の指定を予定して
います。
・民間企業ビルや大型民間マンションの水害時避難ビル指定に
ついては、放出地域のご意見のように、地域から働きかけるほう
が避難場所確保の協力が得やすいことから、今後は地域の方々
のご協力をいただきながら、水害時避難場所指定に向け努力し
てまいります。
・災害時避難要支援者の避難協力については、自主防災組織を
はじめとする地域のみなさんよる避難支援が重要であり、要支援
者の支援を含めた訓練実施や、地域の防災計画などの作成を、
今後も地域に働きかけていきます。
・災害発生時には、地域を越えて直近の避難場所への避難が可
能であることや、ご家庭で常日頃から災害時の連絡先や避難場
所の確認をいただくよう、今後も区の広報誌などで啓発に努めま
す。
・河川の災害防止については、大阪府の寝屋川ブロック河川整備
計画と平行して、大阪市地域防災アクションプランに基づき、国・
府と連携した防潮堤などの浸水対策が推進されることとなってい
ます。

①
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○身近な防災について
・大きな災害がクローズアップされているが、火事などで高齢者
がよく亡くなっている。
・寝たきりや逃げられないといった、身近な災害対策にも目を向
ける必要があるのではないか
・火災は起こると大変なことになる、特に密集地域はひどいことに
なる。きめの細かい防災対策が必要ではないか
・いざというときに消火器が無いといったことのないように

・高齢者への対応としては「避難行動要支援名簿」の整備や情報
共有をはじめ引き続き取り組んでいきます。
・密集地域の防災対策については、解体費用の補助など、大阪
市の行っている密集市街地対策の補助制度の広報に努めるとと
もに、地域活動協議会による消火器やAED等の設置場所を記載
した地域防災マップの作成支援をはじめ、災害に備えた非常用持
ち出し品の準備や、消火器の設置について、引き続き啓発活動
に取り組んでいきます。

①

9

○要援護者支援、高齢者の一人暮らしについて
（要援護者対策の考え方、高齢者の見守りに関しての指針、シス
テム化）
・要援護者の同意を得るとともに、システム構築する必要があ
る。
・高齢者の見守りについて指針をつくり、システム化してはどうか
・区としてどのようにしていこうと考えているのか。
（要介護レベルについて）
・要介護３より要介護１ぐらいの方のほうが、ケアが無く心配
・要介護３で線引きすることの是非は
（民生委員）
・民生委員が多くの情報をもらっても、数名の民生委員で対応し
きれない
・単位町会長も毎年変わっていくところもある
・長期的な目で対策できるシステムをつくる必要があるのでは

・福祉課題が「複雑化・多様化・深刻化」し、ひとり暮らし高齢者な
ど支援につながらない要援護者をどう支援するのかが課題となっ
ており、要援護者情報の地域との共有の推進が必要となっていま
す。
・平成27年度より進めている「見守りネットワーク強化事業」では、
大阪市が保有する要援護者情報を本人同意を得て、地域の情報
とあわせて活用することによって、日頃からの見守り活動や住民
間のつながり、地域の社会資源のネットワークの強化をめざしま
す。
・要援護者名簿の対象者は大阪市が一定の基準で作成している
避難行動要支援者名簿（災害避難時に何らかの支援を要すると
考えられる方）を元にしていますが、名簿に上がっていない方で
支援の必要な方もおられますので、対応の検討が必要と考えま
す。
・名簿を提供することで新たな対応をする必要はなく、今まで取組
んでいただいている日頃の見守り活動を補完するものとして活用
いただければと思っている。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略2-2高齢者、障がい者、子どもを地域が互いに
見守り、支えあうまちへ」として取組む。
（具体的取組2-2-1地域支援事業）
　　　予算額㉘23,288千円　㉗23,114千円
（具体的取組2-2-2地域における要援護者の
　　　　　　　　　見守りネットワーク強化事業）
　　　予算額㉘28,818千円　㉗29,627千円

①
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・地域における見守りネットワーク強化事業の名簿整備の目標が
６０％になってるが、この目標は１００％にすべきではないか。

・第１弾の高齢者、要介護３以上の方に同意書を、この夏に送っ
た。
・回答のない方、または、拒否された方について、社会福祉協議
会の調査員が１軒１軒家を回って、再度お願いに回った。
・まだ高齢者の名簿整備は、集計中で第２弾の送付もあり数字は
まだ確定していない。
・次年度は障がい者の方に送る。高齢者の方は大部分は地域で
把握していただいている。
・業績目標の対象障がい者の60％の名簿作成というのは、最低
目標と考えている。70､80その上を目指していく｡
・障がい者の方は、かなり各関係事業所に協力を得ながらやって
いかないと進まないのではないかと思っており、協力をお願いした
い。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略3-1防災に対する住民意識の向上と、自助共助
を基本とする地域防災力の向上」として取組む。
（具体的取組3-1-2　避難行動要支援者情報の共有）
　　　予算額㉘17,310千円　㉗18,537千円
◆運営方針「戦略2-2高齢者、障がい者、子どもを地域が互いに
見守り、支えあうまちへ」として取組む。
（具体的取組2-2-2地域における要援護者の
　　　　　　　　　見守りネットワーク強化事業）
　　　予算額㉘28,818千円　㉗29,627千円

①
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（運営方針2－4　子どもの豊な心を育むことに関して）
・めざす状態「育児放棄などの家庭環境の影響に左右されること
なく、学習習慣を身につけ、学力アップを図ることができる状態」
とあるが、育児放棄の家庭環境をほったらかしにしておいては、
子どもの心が豊になっていくはずはない、この文章表現はおかし
いのではないか

・運営方針２－４の当該記載は、育児放棄や家庭環境にかかわら
ず、すべての児童生徒が学習習慣や基礎学力を身に着けること
ができるよう取組みを進めるという趣旨で、育児放棄などの家庭
環境を放置する意味ではないが、ご指摘のような誤解が生じない
よう、文章表現を修正する。
・また、区では子育て支援室を整備するなど、子育て支援と児童
虐待に関する相談や通報を受付さまざまな子育てを応援します。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略2-4子どもたちの豊な心、確かな学力を育むま
ちづくり」として取組む
《めざす状態》
「家庭状況や経済状況にかかわらず、すべての子どもが学習習
慣を身につけ、学力アップを図ることができる状態」

①
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○地域包括ケアシステムについて
（地域包括ケアシステムとは）
・どういうものなのか、今後福祉部会に提案していただきたい
（地域包括ケアシステムにおけるマンション住民の町会加入につ
いて）
・マンションで町会に入っていないという状況があると、地域ケア
システムから外れる
・マンションが建設されるときに町会に加入するシステムはできな
いか
・鴫野では世帯状況を色分けしマップに落とした「思いやりマッ
プ」を作成し、毎年更新している。やはりここでも町会に入っいな
い高齢者の情報が抜ける。
・システム化には時間がかかる、それより個人の意識、昔ながら
の近隣付き合いの意識が大事ではないか

・「地域包括ケアシステム」とは、高齢者の方が医療や介護が必
要となっても住み慣れた自宅（地域）で安心して暮らし続けられる
よう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を包括的・継続的に確
保する体制のことをいう。
・その確立のためには、医療・介護の専門職が住まいを訪問して
在宅での療養生活を支援し、さらには連携しチームとなって支援
することが不可欠であるため、城東区では区内の医療・介護関係
者と協議しながら円滑な連携を行う体制を構築していく。
・詳細については本会においてあらためて説明する。
・町会（地域振興会）への加入は、あくまで任意であり強制加入は
できるものではありません。
・地域活動協議会はすべての住民を対象に活動しており、現在、
区役所では各地域活動協議会における防災・防犯、福祉、まちづ
くり等に関する活動に対して補助金を交付しています。
・現在、地域活動協議会の活動と財政の主軸は地域振興会（町
会）が担っていることから、地域住民の皆さんの町会加入は、地
域活動協議会が活動を継続していくうえで必要不可欠であるとい
えます。
・こうしたことから、町会加入の必要性について、マンション新築時
などのタイミングを捉えて丁寧に説明し、理解を求めていくことが
重要と考えています。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略2-3高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし
続けるまちへ」として取組む。
（具体的取組2-3-1地域包括ケアシステムの充実・推進）
　　　予算額㉘約1000千円（未確定）　㉗150千円
　　　　　　（健康局予算）

③

11

（区の子どもの貧困対策の考え方について
・国では「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、
平成26年8月には「子供の貧困対策に関する大綱」が示されてい
るが、大阪市としても対策が図られていくと思うが、区として子ど
もの貧困対策をどうのように進めていくのか
（運営方針2－4－1　学習会のモデル実施について）
・大阪市ではすでに、塾代の助成事業が実施されていると思う
が、この取組みはそれとダブルのではないか
・それよりは、子ども食堂などの取組みなどに予算配分してはど
うか

・親の貧困が子に連鎖している状況が見受けられる。
・親の貧困対策としては生活支援、就労支援などあるが、
・区としては子が成長し自立して、社会で生きていける力を身につ
けるためには子どもの頃からの教育環境が非常に重要な課題で
あると認識しており、地域代表、PTA、学識経験者で構成する区
教育会議の中でも議論されている。
・この区教育会議は、区政会議とも連携し、議論内容等について
相互に報告を行っていく。
・そこで、来年度はその対策のひとつとして、学校と地域、ＮＰＯ等
と連携した学習会をモデル実施する。
・また、「子ども食堂」という取組みが東京を中心に広がっている。
これはシングルマザー家庭や、なかなか食事を取れていない子
供に居場所兼温かい食事を提供する。今後、このような取組みを
支援できないかも検討していきたい。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針「戦略1-1タテ・ヨコ・ナナメでつながるまちづくり」とし
て取組む。
（具体的取組1-1-2　教育・生涯学習等）
　区における生涯学習事業
　小学校区教育協議会－はぐくみネット－事業
　教育会議の開催等
　　　予算額㉘ 3,906千円　　㉗ 3,843千円
◆運営方針「戦略2-4子どもたちの豊な心、確かな学力を育むま
ちづくり」として取組む
【新規】（具体的取組2－4－1　学習会のモデル実施）
　　予算額㉘　予算は教育委員会事務局予算で調整中

③



【様式４】

番
号
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14

○放置自転車に関して
・視覚障がい者の立場から、特に蒲生4丁目バス停前キリンドや
ローソン付近の歩道はせまく、それに加えて点字ブロックの上に
放置自転車があったりと歩行しづらい
・利用者のマナーの向上や地域のつながりという部分での対策
の取組みをお願いしたい
・交通局にバス停への駐輪禁止の張紙設置のお願いはできない
ものか
・店の駐輪場の付置義務の状況はどんなものか
・鴫野駅に関しても店の特売日、特売の時間帯などに来店者が
増え自転車で混雑する。危険防止のため、自転車をおりてある
いてもらうようにお願いできないか

・ご指摘いただいていますように、蒲生4丁目交差点や鴫野駅周
辺は商店などへの来店者の駐輪が多い状況が見受けられます。
特に蒲生4丁目交差点付近は歩道がせまいうえに、店舗が並び
バス停も隣接するなど駐輪により歩道がより狭くなり通行に支障
をきたす状況が見受けられます。
・これらの区域は自転車放置禁止区域となっており、建設局によ
る放置自転車の撤去も再三実施されています。
・しかし、近辺の店舗への来店者の短時間の駐輪が耐えない状
況は解消されていません。
・今後も点字ブロック上への駐輪も含め地域の協力も得ながら建
設局とも連携し、根気強く駐輪禁止や自転車運転マナーの向上な
どの啓発につとめます。
・バス停への貼紙についてはバス停やバス停周辺の状況も監視
しながら、交通局へ協力も要請してまいりたい。
・駐輪場の付置義務の状況は「大阪市自転車駐車場の附置等に
関する条例」において例えば施設の用途が小売店舗・コンビニエ
ンスストアならば施設面積が300平方メートルを超えるものに施設
面積15平方メートルまでごとに１台というように定められていま
す。

①

※分類
　　①当年度において対応　　②来年度運営方針に反映または来年度に対応予定
　　③来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

15

○子どもたちの教育について
・小学校でしっかりと基礎学力を身につけて人間らしい教育を受
ける体制を作っていかないといけない。
・学力の底上げに向け、具体的にどうするのか一緒に考えてい
かないといけない。状況を教えてほしい。

・家庭環境や経済状況にかかわらず、すべての児童生徒が学習
習慣を身に着け、学力アップを図ることができるよう、地域やＮＰ
Ｏ等連携して学習会等の取組を進める。
・小学校での学力の底上げについては、学校、地域、区役所が連
携した、時間外の学習会のモデル実施を行うことにより、取組ん
でいきたい。
・中学校については、ＮＰＯ等と連携して、学校内での塾代バウ
チャー制度を活用した夜間学習会や、不登校生徒を対象とした学
校外の学習会などの取組を進める予定としております。

【平成28年度運営方針における取組や予算】
◆運営方針
「戦略1-1タテ・ヨコ・ナナメでつながるまちづくり」として取組む。
（具体的取組1-1-2　教育・生涯学習等）
　区における生涯学習事業
　小学校区教育協議会－はぐくみネット－事業
　教育会議の開催等
　　　予算額㉘ 3,906千円　　㉗ 3,843千円
「戦略2-4子どもたちの豊な心、確かな学力を育むまちづくり」とし
て取組む
【新規】（具体的取組2－4－1　学習会のモデル実施）
　　予算額㉘　予算は教育委員会事務局予算で調整中

②

13

○保育所の整備について
（運営方針2－2－1　保育事業にの充実に関して）
・大阪市では公立保育所の民営化を進めていると思うが、今後
完全に民営化していくのか方向性を教えて欲しい
・今後子どもの数は減っていくと思われる。現在満杯としても将来
的な展望を持って整備しているのか
・また、保育の市町村格差が生じている
・衛星都市ではニーズの増えている延長保育への取組みも行わ
れている
・区としてのどうしていこうと考えているのか
（病児病後児保育に関して）
・保育所が増えても、病児や病後児を見てくれる保育施設がなく
困っている方がいる、その対策が必要ではないか

・公立保育所の民営化は、大阪市の方針として進んでいく。
・どれだけの公立保育所が残るかは現在不明だが、出生数の推
移、保護者の現状や課題、保育ニーズ、保育施設等の現場状況
等を鑑みながら、保育施設・事業等の保育・子育て環境の充実に
ついて、関連局・関係先とも協議しつつ、検討を進めてまいりた
い。

③


