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外部評価意見への対応方針
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1 H28.7

◇区民センター（ホール）の利用料について
・新しくなったので会場費はそれほど高くないが、人件費が非
常に高く、会場費の倍近い料金がかかる。何とかならないもの
か。
・城東区民が利用する際は、補助をするなど考えていただきた
い。
・利用者としては参加者から参加費を徴収するなどして対応し
ているが、使いやすくなるよう協議会等を開いてほしい。

・施設の使用料は大阪市区役所附設会館条例で決まっている
ので、面積に応じた金額となっている。また、マイク等の附属
設備の使用料も同条例で決められている。
・新しいホールでは設備機器を操作するオペレーターが必要と
なっている。
・多くの方からご意見はいただいているが、設備の仕様が高度
であり、一般の方では操作できない部分があるためで、指定
管理者とも調整はしているが、解決策が見いだせていない状
況である。
・せっかく作ったのに使いづらいでは良くないので、引き続き検
討してまいりたい。

③

2 H28.7

◇こどもの貧困対策（こども食堂について）
・夏休みは給食がなく、９月には痩せて登校する子どももある
と聞いている。
・こども食堂など、夏休みの子どもたちのために、緊急対策を
何かやってもらいたい。
・運営者によると、本当に必要な人が来ない、という声をよく聞
く。地域のどこにそういう人がいて、サービスにつないでいくと
いうネットワークづくりが大切。
・富山方式のような、高齢者、子ども、障がいのある方など、多
様な人が集まり、交流するのが良い方法だと思うので、そうし
た方向性も検討していただきたい。
・大阪市が実施するこどもの貧困対策に関するアンケートにつ
いて、本当に困っている人はアンケートでうまく表現できないの
では。
・身近な先生の声や学校を通じて、また区役所での相談を通じ
てなど、困っている方につながるような方策の検討が必要。

・子ども食堂については、新聞、マスコミでも全国的に広がって
いると言われている。
・区内でも聖賢地域において、地域活動協議会の協力を得て
民間で１カ所開始した。
・実際に、大阪各地の運営者に聞くと、運営するには、場所さ
えあれば立ち上げ資金はそれほどかからず、１０万～２０万円
で可能である。
・堺市が補助制度を始めたが、運営側からは、補助金が使い
にくく、こども食堂には馴染まないということを聞いた。これらを
踏まえて、立ち上げ資金だけを補助するのか、高齢者食事
サービスのように制度として補助するのか検討する必要があ
る。
・ダイレクトに該当者に呼びかけても来ない。長い期間をかけ
て、誰でも来れる環境づくりが大切。こども食堂と言われてい
るが、「コミュニティ食堂」として、誰でも来れる、地域の世代を
超えてつながりをつくる方向性が良いと考える。
・指摘のとおり、本当に困っている方はアンケートに回答しない
可能性が高いのではないかということもあり、学校に協力を得
て、先生にヒアリングを行うなど、補足調査を実施する調査の
設計となっている。

③

3 H28.7

◇保育施設待機児童対策について
・平成28年度運営方針に待機児童を平成31年度までに０にす
ると記載があるが、具体的にはどういう計画があるのか？
・ホームページで掲載されている数字を確認すると、城東区は
10月末時点の申し込み状況で第１希望に入れない児童が369
人で、どこにも入れない児童が173人となっている。
・今年の４月１日時点の待機児童数は36人だが、実際には保
留児童が167人となっており、待機児童から除外されている児
童が131人いる。
・昨年10月１日時点では、待機児童数は81人、その他の保留
児童を含めると329人いる。年度途中では入れない人が多く、
深刻な問題になっている。
・待機児童と保留児童の差がとても大きい。城東区も待機児
童０をめざす、とあるが、どちらの数字が基準となるのか？
・保育士が集まらないために、受け入れができないという現状
が課題。区としても一定の補助などの検討が必要では。

・大阪市の予想を上回って保育所を希望される人が増えてい
る傾向があり、また一部地域、城東区でいうと北部にマンショ
ン建設が相次ぎ、待機児童が多く発生している状況である。
・施設整備も進めてきたが、城東区北部で場所がないことが課
題。
・昨年度新規開設した際も、狭い土地をなんとか見つけて建設
したが反対運動が起こるといった状況もある。
・今後、１号線から京橋に向けてのエリアにおいて、マンション
建設が進む予定であり、その地域をターゲットに整備を進めた
いが、上述の状況もあり、整備が危ぶまれる状況である。
・一時保育の充実等により待機児童を減らしたいと考えるが、
基本的には本園の整備が必要と考えるので、引き続き努力し
てまいりたい。
・保育士が確保できないために、定員が増やせないという実情
は城東区でもある。大阪市で実施している復帰する保育士へ
の支援などの広報に努めてまいりたい。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組2-1-2）保育事業の充実　29予算額　4,697千円

①

4 H28.7

◇津波を想定した防災訓練について
・津波だと連合町会をを越えた被害が想定されるので、一つの
連合だけの訓練よりも、連合町会、区を越えた訓練が重要と
考えるが、実施する予定はあるか？

・現在は、小学校単位の地域で小学校と連携しながら防災訓
練を実施している。これまでの積み重ねを踏まえ、今後も充実
してまいりたい。
・平日の昼間、発災時の担い手という点で中学生は非常に重
要視しており、地域を越えた、防災訓練も必要であると考え
る。
・中学校単位で実施するとなると、複数の地域が関わることに
なることから、調整も必要になり、実施には至っていないところ
である。今後具体化するように考えてまいりたい。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組3-1-1）防災意識の向上　29予算額　12,850千円

③
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・下水道の雨水排水能力は、概ね１０年に一度の大雨
（60mm/1h）への対応として浸水対策事業を進めており、その
達成率は全市平均で84.3%と聞いている。しかし、60mmを越え
る雨が一時的に集中的に降った場合、浸水が起こりやすくな
る。
・抜本的対策としては、担当主要な下水道幹線の建設やポン
プ施設の新設等を担当局等において実施されている。また、
平成23～25年度の豪雨で浸水した地域を中心に雨水を集め
る「ます」の増設や、下水道からの逆流防止弁の設置なども行
われている。
・こうしたことから、蒲生公園の広域避難場所については、一
時的に大雨が降った場合には浸水する可能性があるので、一
旦は区役所等の高所に避難し、グラウンドの浸水が解消した
時点での使用は可能であると考えている。
・区民ホールについては、大阪市の防災計画において災害の
内容・規模にもよるが、ボランティアセンターや遺体安置所とし
ての使用を想定している。ただ、大雨が降ってすぐにそうした
目的で使用するわけではないので、避難された方について
は、ひとまずとどまっていただくことは可能である考えている。
・トイレについては、今年度、蒲生公園内にマンホールトイレを
20基設置する予定になっている。他にも、一時的なトイレとして
簡易トイレとトイレテントを区役所の防災倉庫に相当量備蓄し
ている。
・先日の熊本地震の際にも区役所の職員を避難所へ派遣して
おり、そこで経験したことを踏まえて、防災訓練などに取り組ん
でいきたい。

①

8 H28.8

◇もと城東区民ホールの跡地活用について
・複合施設を建てる前の説明会では、もと区民ホールは耐震
性が確保されているため、売却しないと聞いていたが、今現
在、売却すると聞いている。
・マンションは不要であり、緑地と避難場所が必要。地元の意
見を聞いてもらいたい。

・もと区民ホールの建物自体は耐震性を満たしているため、市
役所関係部局で利活用を検討していたが、現時点で活用希望
がなく、関係局からは売却の方向で進めていくと聞いている。
・本市の厳しい財政状況下において、重要な売却財源になっ
ているが、地元の声ということで関係局に伝えてまいりたい。

①

6 H28.8

◇福祉避難所等災害時要援護者に関する課題について
・近年の震災で、福祉避難所が課題となっている。
・高齢者や障がい者、乳幼児など災害時要援護者に対する視
点が重要であり、何が課題であるかを明らかにする必要があ
る。

・城東区では特別養護老人ホーム５カ所と、自立支援協議会
に入っている障がい者施設すべてが福祉避難所となってい
る。
・ただ、現状では入所者が基本になるため、たくさんの方の受
け入れが難しいのが課題である。
・発災時においても、福祉避難所の人員体制が整うまでは、地
域の避難所で過ごす必要があり、そこでどう対応していくかも
課題。
・今年度は、介護老人保健施設等との協定も検討しているとこ
ろである。

①

5 H28.7

◇地域活動協議会補助金について
・いまは一括補助金となっており、スクラップアンドビルドの考
え方もあるが、新しい事業を始めようと思っても、補助金が不
足している。
・申請補助金に変更できないか。

・地活協補助金制度について、区で変更するのは難しいところ
だが、実施から４年を経て、世帯数に応じた割合で補助金交
付をしたきたが、地域によって差がでてきている状況である。
・現在、区長と市民協働課で全16地域をヒアリングさせていた
だき、地域の実情を把握しながら、来年度の補助金をどうする
かを議論させていただいているところである。
・新事業等検討しているが、現在の補助金の枠内で実施でき
ない、という声もいただいているので、具体的な内容とどれくら
いの予算かを併せてお聞きしている。ただ財政当局との調整
もあるので、全額出せるかどうかは保証できないが、地域の声
を踏まえながら来年度の予算要求を行ってまいりたい。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組1-1-1）地域活動協議会の情報発信などの支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29予算額　58,185千円

②

7 H28.8

◇水害時の避難等について
・蒲生公園一帯が広域避難場所に指定されたが、以前集中豪
雨で一帯が浸水した。そうしたこともあり、水害時でも避難場所
として活用できるのか、水の処理がどうなっているのか聞きた
い。
・新区民ホールは避難場所として使用できるのか。
・蒲生公園一帯にはトイレはどのくらいあるのか。
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12 H28.8

◇もと区役所およびもと区民ホール跡地の活用について
・地域の防災訓練に参加して、地域コミュニティが大切であり、
豊かになればよいと強く思った。
・区役所や区民ホールの跡地について、地域のコミュニティづ
くりや、いろんな人がつながりを持てるような施設が出来れば
よい。
・活用のアイデアについては、多世代に渡って区民の意見を取
り入れられるようプロジェクトチームの構成や、子どもが参画で
きるような取組を考えていただきたい。
・こどもの貧困に対して、市長も力を入れるといっていたことも
あり、こども食堂など、そうした施設が必要なのでは。また子ど
もや高齢者が集い、スポーツ、ボランティアなど多様な活動が
できるような施設をつくるチャンスではないか。
・市の財政状況も理解しているが、城東区の住民として、城東
区をどうしていくかを考えていきたい。
・こうした問題については、自分個人の意見より多数の意見を
まとめることが必要。

・もと区役所については、新庁舎の建替財源にあたっていると
いうことで、基本的には売却の方向である。
・その中で、27年７月の区政会議での議論や、同年９月に各地
域活動協議会長連名により、地域のにぎわい、安心、福祉的
な観点も含めた検討を進められたいとの要望書もいただいて
いるので、単純な売却ではなく、現在関係各局でプロジェクト
チームを設置して、活用方法の検討を行っているところであ
る。
・もと区民ホールの建物自体は耐震性を満たしているため、市
役所関係部局で利活用を検討していたが、現時点で活用希望
がなく、関係局からは売却の方向で進めていくと聞いている。
・本市の厳しい財政状況下において、重要な売却財源になっ
ているが、地元の声ということで関係局に伝えてまいりたい。

①

10 H28.8

◇フードバンク等の取組について
・こども食堂や認知症カフェなど居場所づくりに関して、期間限
定で区役所等にて、家庭で賞味期限が切れていない食品を持
ち寄ってもらい、必要な方に届けられるような取組ができない
か。

・城東区社会福祉協議会で生活困窮者の相談窓口を設けて
おり、その職員同士で、食料を集めているというのを聞いてい
る。
・神戸では、生協などが食材を提供して、こども食堂などに提
供されていると聞いているが、ニーズが広がれば、こうした外
部の団体、企業等との連携も考えていかなければならないと
考えている。

③

11 H28.8

◇こどもの貧困について
・高校生になると、アルバイトもできるし、親からも少し離れら
れると思うが、小・中学生ぐらいまでは自分で働くこともできな
いので、学校と連携したフォローが必要。
・中学校も給食になっているが、お金を払わないと食べられな
い。子どもたちにとっては、大切な命の糧なので、フォローがで
きる体制が必要。
・貧困の連鎖があると感じている。こども食堂もそうだが、学習
の機会の保障も大切であり、夜に無料で学習できる場の提供
も考えていければいいと思う。

・こどもの貧困について、区役所も教育部門や、福祉、生活支
援、子育て部門が連携しながら、具体的なソフト事業が展開で
きるか検討してまいりたい。
・いくつかの小学校で学力の底上げということで、夕方に基礎
的な勉強会を地域の協力を得ながら実施している。
・実施していく中で、熱心に取組んでいる子どもがいる一方で、
教える方、地域の方のボランティア確保面で課題が見えてき
た。
・中学校でも、９月からモデル的に蒲生中学校で、大阪市の塾
代助成制度を活用しながら、民間事業者と連携して実施し、広
報しているところ。
・今後、どう拡大していくかを検討してまいりたい。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組2-4-1）学習会等のモデル実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29予算額　7,092千円

①

9 H28.8

◇防犯啓発について
・防犯活動はどのようなことに取り組んでいるのか。
・空き巣対策を広報誌で周知できないか。
・特殊詐欺が増えている。地域でも人が集まる場で情報共有
するなど、注意喚起が必要。

・城東区は1,000人あたりの刑法犯の認知発生件数の少なさ
で、以前は２４区中で最も少なかったが、現在は４～５番目と
なっている。
・犯罪の種類としては、自転車盗の件数がなかなか減らない
状況となっているため、今年から鍵の二重ロックを推奨しキャ
ンペーンを実施しているところである。
・空き巣対策については、広報誌での啓発等を検討してまいり
たい。
・特殊詐欺については、区役所の青色防犯パトロールが巡回
する際に録音テープを流し注意喚起を行っている。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組3-2-1）地域コミュニティによる防犯力の向上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29予算額　3,123千円

①
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14 H28.8

◇市民協働の取組等の区内全体への広がりについて
・アイラブ城北川の取組については、多数のイベントを実施し
ているが、区全体、特に南の方への広がりが薄いのではない
か。事業実施方法等を支援するコンサル事業者の選定につい
て工夫が必要では。

・アイラブ城北川については、委託事業でプロポーザルを行っ
て事業者選定している。
・来年度のプロポーザルに向け、内容を精査し、実行委員会の
方にもご意見を伺いながら進めてまいりたい。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組1-1-3）城東区ゆめ～まち～未来会議・
　　　　　　アイラブ城北川実行委員会と協働したまちづくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29予算額　4,047千円

②

13 H28.8

◇水害時の避難について
・水害時における避難ビルへの避難訓練は、どういう予定で進
めているのか。

・水害時避難ビルについては、大阪市全体で指定したこともあ
り、指定してはいるものの、実際居住されている方もまだ認識
されていない現状であり、水害時の避難訓練は実施できてい
ない。
・今後特に水害が想定されている地域については、地域で行
われている防災訓練の中に、そうした点も入れていく必要があ
ると考えるが、地域と指定されている施設との協力・連携しな
がら実施する必要があり、今後、検討してまいりたい。

③

15 H28.10

◇防犯ブザーについて
・小学校に入学したときに防犯ブザーをもらえるが、半年ぐらい
で壊れてしまう。
・壊れたら家庭で用意するのはわかるが、値段が高い。
・お守り的に欲しいという保護者も多いので、１年に１回もらえ
ないか。

・防犯ブザーについては、平成２６年度に区内の市立小学校
の児童全員に配布し、以降は毎年、新１年生に配布を行って
いる。
・なお、平成２８年春には大阪府内全小学校の新入生に対す
る寄付申出があったことから、そちらを配布した。
・防犯ブザーについては、頻繁に使用する物ではないので、緊
急時に鳴るかどうかの点検は各家庭でお願いをしたい。特に
電池については、年数とともに劣化するので、必要な場合はご
家庭で交換をお願いする。
・故障については、各学校に若干の予備を渡しているので、学
校の方とご相談いただきたい。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組3-2-1）地域コミュニティによる防犯力の向上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29予算額　3,123千円

④

17 H28.10

◇区政会議の配信動画について
・インターネットで動画配信がされているが、聞いたところ音声
が小さくて聞き取れなかった。
・区民の方がちゃんと聞こえるように改善して欲しい。

・区政会議の模様はユーストリームでの配信と、後日ユー
チューブにも発信しているところである。
・ユーチューブでの配信動画については、録画した動画に、ＩＣ
レコーダーで録音した音声を重ねることによって、聞きやすくな
るよう改善した。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組4-3-2）区民ニーズの的確な把握と積極的な情報
発信
　29予算額　38,188千円

①

16 H28.10

◇出前講座の充実について
・29年度運営方針検討版の取組3-1-1の一つに記載がある
が、来年度しっかり反映していただきたい。
・一般の人が講座するにはお金がかかる。積極的にPRして欲
しい。

・防災に関する出前講座については、マンション単位や町会単
位、子育てサークル等、人数や開催場所等については特に限
定しておらず、ご相談いただければ対応を行うこととしている。
・講師については、区の防災担当職員や危機管理室のアドバ
イザーが内容に応じて対応しているが、外部講師は予算の問
題もあり難しいところである。
・ご指摘のとおり、今後もＰＲにつとめてまいりたいと考えてい
る。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組3-1-1）防災意識の向上　29予算額　12,850千円

①



【様式４】

番
号

年
月

外部評価意見 対応方針
分
類

※分類
　　①当年度（28年度）において対応　　②29年度運営方針に反映または29年度に対応予定
　　③29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

20 H28.12

◇区内南部でのイベントについて
・城北川はすごい盛んだが、南のほうでも何かという話につい
て、そんなことは３年か５年か先にできるかもしれんが、検討す
るのであれば、この部会では。
・一番ネックになるのは、城北川は大阪市が面倒を見てるが、
寝屋川、第二寝屋川、平野川は大阪府の管轄であるため、や
り方の難しさというのがついて回るだろうというお話は出てい
る。

・川について、南エリアというのは集客的なイベントを実施する
というのは難しいかと考えている。ただ、当担当で実施してい
る既存事業の中で、南エリアで何かできないかというのは検討
してまいりたい。例えば音楽事業等で、何かやれないかなとい
うのは検討してまいりたいと考えているので、よろしくお願いし
たい。

②

18
H28.10
H28.11

◇待機児童問題について
・待機児童解消のため区民ホール活用の意見が出ていると聞
いたが、どんどん待機児童が増えているので、保育所を作って
頂きたいと思う。
・従来からこの周辺は事業者を募集しても集まらない地域とし
て区も認識しているとされてきたところであり、地理的にもいい
場所である。
・区民ホールそのままを使うのは難しいと思うので、つぶして
建てるということも含めて、保育所開設に向けて動いてほし
い。
・国有地を活用した基盤整備について、高齢者施設だけでなく
保育所は建設できないのか。
・市有地、例えば交通局の住宅が取り壊された広い場所があ
るが、そういうところも含めて保育所を建てるということをぜひ、
区主導でお願いしたい。

・今年度の保育所入所申込について、詳細な分析は出来てい
ないが、関目、中央からの申し込みが多く、寝屋川の北、今里
筋の西側で待機児童が発生する見込みである。
・区民ホールをそのまま使うには、ホールを仕切ったり、ドア部
分を窓に変えて採光を得られるかなど検討課題はあるが、場
所としては絶好の位置にあるので、検討を進めてまいりたい。
・国有地については、今回は介護保険の対象の事業所につい
て優先的に貸すということだったため、ひとまず特別養護老人
ホームでお願いをしたところ。全面活用ではなく、残っている面
積もあると聞いているので、引き続き児童施設について検討、
要望はしていく必要があると考えている。
・保育所建設にあたっては、５年、１０年運営が見込まれる地
域でないと難しい。今年だけ満員でも、来年からどんどん子ど
もが減って、運営が成り立たなくなるような地域ではできないた
め、今現在望まれているのは、ターミナルにより近いところと考
えている。そのあたりも考慮して、どの地域に保育所を誘導し
ていくのかは、この冬の公募に向けても考えてまいりたい。

【平成29年度運営方針（案）における関係取組】
（具体的取組2-1-2）保育事業の充実   29予算額　4,697千円

①

19 H28.12

◇城東区マスコットキャラクターの活用について
・区のキャラクターの着ぐるみは、歩く際には付添人がいない
と歩けないし、他のキャラクターに比べて表現できることが少な
いのではないか。
・自由にいつでも街角に出られる、何か方策がないのか。
・テレビで見るマスコットとは、つくりが違うのでは。コスモちゃ
んもそうなるものと思っていたが、金額的にも大分違うのか。
・地域で使用したときには、踊ったり動くことができ、楽しく過ご
させていただいた。皆さんも地域で使っていただきたい。

・城東区マスコットキャラクター「コスモちゃん」の着ぐるみは、
空気を送り込んで中に入る形態でり、中からは外が見えにくい
ため、移動の際は横で人が誘導している。
・手を動かすなど、簡単な動きはできるので、区民まつり等で
写真を撮って喜んでいただいたり、貸し出しも可能であるた
め、地域等の行事で活用いただいている。今後も周知に努め
てまいりたい。
・値段的には、エアー着ぐるみのほうが１割ぐらい高いが、入る
者の負担が非常に軽いということ、また夏でも入れるということ
で、他区を参考に作成した。
・着ぐるみのほうはクリーニング経費がかかったり、運搬の部
分でデメリットもある。

①

21 H29.3

◇区内南部のイベント開催について
・南部で何かしましょうということが部会で話が出た。
・北のほうは城北川の取組みがあるので、南のほうは音楽と
かスポーツという話だったが、進捗状況は。
・南には中浜の下水場の花見がある。ああいう時も何かやった
らいい。

・音楽の事業について、音楽の祭日という事業を毎年６月に実
施している。その事業は、場所を無償で提供してもらい、音楽
をするという事業であり、昨年は鴫野の仙酔庵、区民ホールで
実施した。
・それについて現在、区内南部で場所の調整に入っているとこ
ろである。
・その他についても、できる事業から随時進めていきたい。

②

22 H29.3

◇防災における女性の視点について
・女性の視点による防災ブック等をつくっていただきたい。 ・昨年４月の熊本地震において、大阪市からも区役所中心に

多数の職員が現地の避難所の運営に関わってきた。
・そうした経験を踏まえ、現在、避難所運営マニュアルの改訂
作業を進めており、派遣された職員それぞれが現地で見てき
た内容や疑問に感じたことを盛り込んでいる。
・ご指摘のように、避難所における着替場所や授乳場所など、
女性の視点は必要である。
・非常に厳しい予算の中ではあるが、何かできることがないか
検討はしてまいりたい。

③


