
【様式４】

1

（安心・安全のまちづくり）
・京橋で、防犯カメラでまちが守られているというシール
を作って、200枚貼っているが、死角は出てくる。去年、
商店街で4台設置したが、3台、4台でいいので、区予算
で防犯カメラの死角になるところにつけてもらいたい。ご
存じのとおり、暴力団の抗争が起きているが、抑止力が
大切。我々がまちを守っていることを見せるために防犯
カメラはぜひお願いしたい。

・都島駅は自転車駐輪場は整備されているが、大阪駅
から守口車庫行きの路線のバス停付近はものすごく不
法駐輪が多い。無理は言えないができれば駐輪場設置
をお願いしたい。工営所が黄色の附箋を張ってくれる
が、7枚から5枚に溜まらないと持っていってくれない。自
転車放置禁止区域になれば即日撤去できるので、検討
してほしい。自転車レーンをつくる予算があれば先に
こっちをやってほしい。
　　　　　　　　　　　　　　【27年度　第3回区政会議】

・大阪市では、子どものための「見守り防犯カメラ」を3年
間で1,000台つける予定（公設公営）です。子どもたちに
とって身近な場所である公園や通学路などに、警察とも
連携しながら設置してまいります。

・市の駐輪対策は、これまで駅中心で進めてきた経過が
あります。地域からご要望があり、環境整備が整えば、
駐輪禁止区域を指定することも可能ですが、一定の駐
輪スペースを担保する必要があり、その実現可能性や、
駐輪場設置により自転車利用が促進される側面を考え
ますと、慎重に進めていく必要があると考えております。
今後、おおさか東線の新駅が設置されるなど、駅前の
駐輪対策も考えていく必要があることから、引き続き、
工営所等関係機関と検討をしてまいります。

②
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2

（明日に誇れるまちづくり）
・体力向上と運動能力向上は話が別ではないか。走り
方、投げ方が分からないといった部分では（この事業
は）よいと思うが、体力向上は、普段どうやって過ごすか
が大切で、遊ぶ能力を覚えたけど、遊ぶ場所が無いと
いうことになってしまう。

・都島は遊ぶところもない、また、子どもの声を騒音とし
て捉えるケースもある中で、子どもが遊び方を覚え、遊
びたいとなったときに場所をどう考えられるのか疑問。
　　　　　　　　　　　　　　【27年度　第3回区政会議】

・遊べる場所が少ないことについては、児童・生徒からも
多くの意見を頂いています。淀川連絡線跡地など、可能
性のある土地については検討を進めてまいります。
一方で、保護者からは遊ぶ場所があっても、そこでゲー
ムをしているというお話もあり、体を動かす楽しさを教え
ていくことも課題と考えています。
小学生体力・運動能力向上支援事業では、体を動かす
楽しさやそのためのスキルを教えることを目的としてい
ます。

⑤

3

（区役所力の強化）
・予算全体の11％ぐらいを広報誌に使っているが、全戸
配付の必要性があるのか素朴な疑問がある。（全戸配
付で）どれくらいの効果を見込んでいるのか。コストも高
くなると思う。何か月か全戸配付で様子を見て、今まで
と変わりがないようであれば、他に、例えば、福祉や子
育てに予算を回すことはできないのか。

・全戸配付はいいことだと思う。配付事業者だが、例え
ば、シルバー人材センターとコスト比較してみてはどう
か。シルバー人材センターの活性化にもなるし、それ
で、業者のほうが安いならそれでいい。
　　　　　　　　　　　　　　【27年度　第3回区政会議】

・新聞購読者数の減少などに伴い、区民の皆様に必要
な情報を公平にお伝えするため、全戸配付に移行しまし
た。
配付コストは、紙質の見直しなど、コスト削減に努めた
結果、1部当たり経費は約39円（H27年度）から約21円
（H28年度）となり、部数は42,000部から60,000部に増え
たものの、総額は約23％減（契約ベース）になりました。
いずれにしましても、区民アンケートなどで効果検証を
行うとともに、SNS等メディアとの連携・差別化などに努
めてまいります。

・配付方法は、他区でも様々手法がとられております
が、今年度に導入した全戸配付についても、課題を洗い
出し、他区の状況も参考にしながら、今後の配付手法を
検討してまいります。

⑤

H28.3

H28.3

4 H28.3

（福祉部会関係）
・高齢化の予備軍がもう少し元気になるようにしてはどう
か。公園も一般的な遊具だけで、高齢者がちょっと体を
鍛えようという道具は見当たらない。少し揃えたほうが
いいのでは。

・区役所に相談する窓口、相談相手とかケアできるよう
な部署が必要ではないか。
　　　　　　　　　　　　　　【27年度　第3回区政会議】

・公園遊具は、建設局が、遊具の安全に関する規準に
基づき設置していますが、ご意見を踏まえ、健康遊具の
設置も選択肢として、検討してまいります。

・区役所でのご相談でしたら、保健福祉課（福祉）でお伺
いしております。また、区内には、地域包括支援セン
ターが2か所、中学校下を目安にした3か所の総合相談
窓口（ブランチ）があり、より身近な窓口として総合相談
を行っています。

③
①
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5 H28.3

（教育部会関係）
・桜宮小学校の学校協議会では、親子方式の給食につ
いて、小学校で作られた給食がコンテナで運ばれるが、
段差をどう通るか、どこに給食を置くのか、45分の昼休
みで配膳が実際にできるのか心配をされていた。導入
時には、そういった面も含めてご一考をお願いしたい。
・桜宮中学校のアンケートでは、80％がお弁当にすると
いうご意見だったように思う。やはり業者に対する不信
感が強い。今度、移行するときには、小学校で作るので
心配はないと思うが、よろしくお願いしたい。
　　　　　　　　　　　　　　【27年度　第3回区政会議】

・親子方式の給食の導入にあたっては、校舎の構造な
ども考慮したうえで、学校・事業者との事前調整を行い、
可能な限り、円滑な配膳等が出来るよう、教育委員会事
務局に要望してまいります。

①

6 H28.3

（その他）
・高倉中学校でアンケートをとったところ、531名中75人
が、平日の夜や土曜日に区民センターに自習室があれ
ば勉強したいという答えが出た。宝塚市で公民館を開放
している事例もある。仕組みづくりとか難しい面もあると
思うが参考にして頂きたい。
　　　　　　　　　　　　　　【27年度　第3回区政会議】

・都島区民センターの指定管理者である、都島区さくら
ネットワークと調整し、区民センターの自主事業として、
学校の夏休み期間にあわせた自習可能なスペースの
提供を試行しました。
今後、効果検証を行ったうえで、事業実施について検討
してまいります。

①

7 H28.6

（安心・安全のまちづくり）
・地域で走らせていた青色防犯パトロールが中止になっ
た。この6年の間に運行されていたボランティアの方が、
大体3人1組で回っていたが、がっかりされていて、生き
がいをなくしたような方もおられる。何とか自転車で復活
させたいと思っているが、区として何か援助していただ
けるか。

・災害で気になるのが大川。（氾濫して）避難するとなれ
ば、学校まで行けるかどうか、逃げ込むのはどこへ逃げ
込んだらいいのか。住宅の1階建て、2階建ての人が高
いところへ逃げ込むことも本当に必要じゃないかという
気もする。
　　　　　　　　　　　　　　【28年度　第1回区政会議】

・区役所では、青色防犯パトロールカー2台で職員が巡
回しているほか、深夜時間帯の啓発として、委託事業者
が週2回、22時～2時に年間で99回、巡回しています。
新たに「防犯ボランティア活動団体」を立ち上げ、自主防
犯組織として登録していただくと、市民活動保険の適用
などが可能です。

・大川は河川公園なので、雨などの増水で50センチ程
度の浸水が前提となっており、毛馬の閘門には排水設
備もあります。
但し、想定外の災害発生に対応するため、引き続き、マ
ンション、企業などに避難ビルのご協力をお願いして参
ります。尚、近くの高い住宅への避難など、地域、隣近
所とのつながりの大切さも啓発してまいります。

①

8 H28.6

（人と人がつながり、助け合うまちづくり）
・地域活動協議会を立ち上げたものの、これから5年後
どうあるべきなのか、10年後どうしていきたいのか見え
ない状況である。事務手続が多く、もう少し簡素化にな
らないのかというのが現場の声。事務手続の簡素化、
合理化など、改善案が出てきていない。

・今度、大東に新しい駅ができる。桜ノ宮、京橋というJR
の駅もある、地下鉄もある。都島は、いい立地条件にも
かかわらず、ステーション開発がなかなかできていな
い。都島区の魅力あるまちづくりのために、施設、ハード
面ももう少し力を入れて頂きたいのと、区民センターを
もっといいものにして頂きたい。
　　　　　　　　　　　　　　【28年度　第1回区政会議】

・地域活動協議会について、これまで自律的な運営を主
眼に取り組んできましたが、将来的には、本市方針のも
と、人・物・カネが地域内で循環する環境づくりをめざし
ており、今後も地域の皆様と連携を密にしてまいりま
す。
事務手続きについては、常に合理的な手法を考えなが
ら業務を遂行しているものの、監査意見や市民の要望
等により、補助金の適正執行及び会計の透明性が一層
求められていることから、今後も引き続き、状況に応じ
た最適な手法を検討してまいります。

・おおさか東線が開通する機会をとらまえ、ハード面の
整備は困難ですが、ソフト面については、地域の皆様と
連携した取組について検討してまいります。

⑤
③

9 H28.6

（明日に誇れるまちづくり）
・小学校でも英語の授業が入っているので、これ（Web
交流事業）を小学生も対象に広めれば、興味を持つ年
齢の子たちが英語を学んだり、どこの国でも英語を話せ
るのは当たり前の時代になってきているので、いいと思
う。
　　　　　　　　　　　　　　【28年度　第1回区政会議】

・中学生を対象に、コミュニケーション能力の醸成を目的
に始めたこともあって、英語力向上とは少し異なる部分
もございますが、大阪市として、英語力向上に小学校か
ら取り組んでいることもあることから、小学生を対象とす
る事業の実施も選択肢のひとつとして検討してまいりま
す。

③
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※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

11

（その他）
・（淀川連絡線跡地）少しずつではあるが、マーケティン
グ・リサーチをしたりとか、住民の声を聞いたりとか進ん
できているようだが、可能ならば、区が提案をしている骨
格で、市にも声を上げていってほしいと思う。

・（学校ブロック塀）避難場所として小学校が指定されて
いるが、小学校の塀がブロックになっているのが多い。
区役所単位で直すことは可能なのか。区や市によって
は、フェンス、網で、死角も無いようになっているが、そ
のようにしたほうがいいのではないかと思う。
　　　　　　　　　　　　　　【28年度　第1回区政会議】

・淀川連絡線跡地については、26年度に区民意見募集
を実施し、27年度に事業者を対象としたマーケティング・
リサーチを実施しましたが、今後も引き続き、関係局と
検討を進めて参ります。また、進捗状況については、そ
の都度、広報誌や説明会などを通じて、お知らせしてま
いります。

・学校のブロック塀については、区役所単位での修繕は
出来ませんが、教育委員会事務局が、危険防止・安全
確保のため定期的に点検整備を行っています。
桜宮小学校のコンクリートブロック塀の状態に特段問題
はないとのことで、今後、学校から老朽化に伴う修繕要
望等があれば、適宜対応することになります。

①
⑤

H28.6

10 H28.6

（区役所力の強化）
・（区役所駐車場）他区ではどうなっているのか。区役所
に行く人が少なくなることにならないか。難しいかもしれ
ないが、可能ならば無料化してもらったほうがいい。

・私が（鶴見区で）経験した被後見人の手続きのことだ
が、窓口を行ったり来たりした。民間企業では、一つの
事例が起きれば、これだけの手続が必要だと分かって
いるが、区役所の強化というのであれば、もう少し横の
ラインを通してほしい。足を運ぶのも、1回か2回で済む
ように、高齢者に分かりやすい手続となるようにしてほし
い。
・私は、精神障がい者の作業所の運営にも携わってい
るが、作業所の職員から聞くと、区役所に電話をしても、
説明してほしい内容について答えてもらえない。区役所
の職員の専門性を高めるための勉強会や研修会をして
頂きたい。

・地下鉄都島駅の4番出口をあがったところに都島の地
図があるが、何にも見えない。都島を活性化しましょうと
いう意識のあらわれで作った看板だと思うが、できること
からきちっとしてもらうのも一つの方法じゃないかなと思
う。
・都島本通の交差点の三菱東京UFJ銀行のところに歴
史案内があるが、文字が浮いてしまって読めない。改善
をして頂きたい。
　　　　　　　　　　　　　　【28年度　第1回区政会議】

・大阪市では、市役所及び約半数以上の区役所が当区
実施前に有料化されていました。27年度に実施したお
客様アンケートでは、駐車場の有料化に対し、「よい」と
回答された方が、「よくない」と回答された方を、2割程度
上回る評価も頂いております。
引き続き、安全性や利便性の向上について、検討を進
めてまいります。

・来庁者のニーズを的確に把握し、該当窓口を正確に
案内するとともに、窓口では分かりやすい言葉で説明す
るよう、職員向け接遇研修を実施し、スキルの向上に努
めてまいります。また、他区の先進的な取組事例も参考
にしながら、より一層の窓口サービスの充実に努めてま
いります。

・史跡・旧跡案内板と町名街区案内板につきまして、区
内の設置状況を確認しました。ご指摘の通り、一部に損
傷をきたしているものがあることから、順次、修繕をして
まいります。

④
①


