
【様式 4】

①

1

3

（区役所力の強化）
・何年か前に区役所へ行った時、来庁者にアン
ケートを実施していて、「待たせた時間はどうか」
と聞かれた。急がれて事務処理を間違われるよ
り、間違えないようにやってくれと思う。一番困る
のは、関連する窓口があるのにそこへ案内しな
いこと。それもスキルアップ研修の中に盛り込ん
でもらいたい。

　　　　　　　　　　　【28年度　第3回区政会議】

（明日に誇れるまちづくり）
・昨年、外国人観光客が市内に約300万人弱、う
ち70％が大阪城に来られた。京橋にも観光客が
流れている。昨年11月に商工会議所と一緒に留
学生がまち歩きをやったが、街を見て、どういう
点が悪いかを聞いたところ、案内が分からないと
意見が出た。（改善を）お願いしたい。

　　　　　　　　　　　【28年度　第3回区政会議】

・外国人向け案内表示の件は、昨年3月の会議でも
ご意見をいただきました。場所の選定、経費面等、
対応は難しいところではありますが、インバウンド対
応は市全体の課題でもあり、大阪観光局や建設局
と話し合いながら進めてまいります。

②

H28.9
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③

・当区におきましても、事務処理を正しく行うことを
第一としながら、その上で可能な限りお待たせする
時間を短くするよう努めております。
　また、関連する手続き等につきましては、できるだ
け併せてご案内することとしております。
　さらに、来庁者の方々への対応を向上させるため
接遇研修を行っております。

（安心・安全のまちづくり）
・防犯カメラの抑止力は非常に大きい。予算で
は、子どもの見守りの防犯カメラとなっているが、
通学路と限定せずにちょっと広げては。

・子どもの見守りで、時間的に人通りの少ないと
ころとかを自転車で日常的に見守るというのはど
うか。予算もシルバー人材センターであれば大き
な費用もかからないと思う。

　　　　　　　　　　　【28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設
置事業として、公園や通学路などに、28年度から平
成30年度までの3年間で防犯カメラを1,000台設置
（公設公営）することとしています。
・当区においては、平成28年度は公園に15ヵ所、
29年度は大阪府警による犯罪情報等をもとに、各
地域の通学路等へ15ヵ所設置するとともに、子ども
の安全確保及び街頭犯罪抑止のため、当区独自
施策として、防犯カメラ設置補助事業も継続して実
施しております。

・当区では、青色防犯パトロールカー2台と、車で入
れないような場所などは自転車で職員が巡回して
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。また、地域においても子どもの見守り活動を実
施していただいていることから、シルバー人材セン
ターなどを活用した見守りは考えておりません。今
後とも警察や地域と連携した防犯対策の取組みを
進めてまいります。

①

4

（福祉部会）
・課題解決に向けて取り組む方向性について、
要援護者や高齢者の認知症問題などは、やはり
地域と包括支援センター、社協も行政も含めて、
3年後、5年後、地域としてどんな取組みをしてい
くのかをもう少し具体化して、毎年見直し、次の
方向性につなげていけばいいのでは。これから
の地域の高齢者対策はもっと密着型でやってい
きたい。

　　　　　　　　　　　【28年度　第2回福祉部会】

・地域の高齢者対策をはじめ、多様化・複雑化して
いる地域課題の解決を図るため、30年度に向け、
「（仮称）都島区地域福祉計画」の策定を検討して
いるところです。
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H29.3

①

・区社会福祉協議会などが、認知症対策の取組と
して「都島区民まつり」「みやっこみんなで健康づく
りのつどい」などの機会に、ゲーム感覚でして頂け
る「脳活クイズ」を行っています。検査ではありませ
んが、本人の気づきや、相談へのきっかけ作りに繋
がるよう取り組んでいます。
　また、区役所の職員が地域の集まりなどの場に出
向いて実施する「出前講座」では「65歳からの脳活
性化」というメニューがあります。講座と検査をかね
ていますので、グループでの勉強会など、皆さんの
ご利用をお待ちしています。くわしくは、区ホーム
ページの「出前講座」の項目をご覧ください。
　そして、保健福祉センター分館では、年に一度認
知症をセルフチェックができる講座を開催していま
す。広報紙等で募集しますので、こちらもご活用く
ださい。

（福祉部会）
・(認知症対策として）地域の何か行事があるとき
に、ゲーム感覚でできるような、周知と検査を兼
ねた企画を考えてはどうか。

　　　　 　【28年度　第2回福祉部会】

H29.36

H29.3

H29.3

・現在、40歳以上の国民健康保険加入者へ、特定
健診の受診券を送付する際に、「ひょっとして認知
症かな？気になり始めたらチェックしてみましょう」と
いうチラシを同封しています。今後、区役所から介
護保険証を送付する際にもこのチラシを同封した
り、窓口に配架するなど、認知症の早期発見に繋
げていきます。

また、認知症早期発見に向けた医療検査につきま
しては制度や費用等、様々な角度から検討が必要
ですが、現在40歳以上が受診するようになっている
特定健診やお勤め先の健診を毎年受けていただ
き、その際に気になることを本人やご家族から相談
いただくことで、初期の認知症を見つけることにもつ
ながると考えております。

①5

（福祉部会）
・初期の認知症の段階では見つからなくて、自
分は認知症じゃないと思ってる人を受診させるの
は難しいなら、子どもの健診のように強制的に受
ける、他の健康診断と一緒に受ける、65歳になっ
たら全員脳のCTとか見てもらうなどの制度があっ
ても良い。本人が自覚なく受けさせる何かいいア
イデアを考えてほしい。

（福祉部会）
・自動車学校で実施している高齢者の認知症の
検査などを、病院とかで簡単に受けられるように
なれば、初期から発見できるのではないか。

　　　　　　　　　　　【28年度　第2回福祉部会】

分
類

7

（福祉部会）
・（事業所などが掲載された社会資源）マップの
作成とあるが、住所・電話番号以外にも対象者
や人数、活動内容、時間など詳しく載っている冊
子を他区では作成している。都島区では作れな
いのか。

　　　　　　　　　　　【28年度　第2回福祉部会】

・地域自立支援協議会の事業所部会において、利
用者の方が施設に通所するような事業所を対象と
して冊子の作成を行う予定です。

①

8

（福祉部会）
・障がい者手帳をいただく時に「福祉のあらまし」
というのをいただくが、毎年新しくなっていても、
申し出ないともらえない。広報誌に載せていただ
くとかできないか。そうすれば、（区役所が）障が
いの方が困った時に、気軽に相談できる窓口だ
と思ってもらえるんじゃないか。とりあえず役所に
行ったら何とか相談に乗ってもらえるかもしれな
いというふうに思ってもらえるようなというのであ
れば、工夫していただきたい。

　　　　　　　　　　　【28年度　第2回福祉部会】

・平成29年度は、これまでより情報発信の頻度を多
くして、広報誌に地域自立支援協議会のことや「福
祉のあらまし」などを周知をすることで、皆様の手に
とって頂けるよう努めてまいります。

①
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③

12

H29.6

H29.6
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11

（防災）

害の場所にできるのか、それを活用するのも1つ
の手じゃないか。

　　　　　　　　　　　【29年度　第1回区政会議】

・NTTの研修センタについては、市の危機管理室
が、今後、京橋地域の帰宅困難者対策を進めるう
えで、屋外に滞留する帰宅困難者の一時滞留ス
ペースとしての協力をお願いしていくと聞いており
ますので、当区も併せて、津波災害等の発生時に
避難の円滑化を図るため、津波避難ビルとしての
協力をお願いしてまいります。

（教育）
・ （ウェブ交流事業に関係して）英語をしゃべれ
る、しゃべれないじゃなく、小学生って意外とコ
ミュニケーション能力がない。より、コミュニケー
ション能力に特化した人との触れ合いをテーマ
にすれば、もうちょっと表に出て発言する能力が
つくのでは。

　　　　　　　　　　　【29年度　第1回区政会議】

・今後は中学生向けの取組みのほか、小学生を対
象とした英語に親しむイベントも検討したいと考え
ております。内容につきましては、コミュニケーショ
ン力の向上にもつながるよう工夫してまいります。 ③

13

（広報）
・ （フェイスブックで）区役所側ではどれだけ「い
いね」を押しましたか、シェアしましたか。人のつ
ながりと言いながら、つなげようという行動は一切
されてないと思う。数じゃなくて誰がしてくれて
る、そこに重きを置いて広報的な活動を進めて
いただければ。

　　　　　　　　　　　【29年度　第1回区政会議】

・各地域活動協議会が発信される地域のまちづくり
活動について、これまで、まちづくりセンターフェイ
スブックなどでシェアなどをしてきましたが、都島区
役所フェイスブックでも、「いいね」「シェア」など、
SNSの特性を活かした”つながり”づくりの広報を進
めます。

①

10

（教育部会）
・学校選択制についてそろそろ検証してほしい。
当然、デメリット・メリットもあるはず。

　　　　　　　　　　　【28年度　第2回教育部会】

・学校選択制について、教育委員会でアンケート等
は実施していますが、検証にはまだ至っていない。
まずは回収済アンケートを分析のうえ、中間まとめ
等をするよう教育委員会にも求めていきます。

⑤H29.3

9

（教育部会）
・学校教育ICTについて、非常に遅れているとい
う感が否めない。まずインフラを整えてほしい。今
は、コミュニケーション・ツールであるべき道具
が、全部個別にしか動いてない。都島区には都
島工業高校という、コンピューターに非常に強い
学校もあるので、高校にも協力してもらうのはどう
か。実際にパソコンやタブレットが学校に配付さ
れているが、箱物だけ渡されている感じがするの
で、まずはインフラとソフト、せめて発表資料のテ
ンプレート作成ぐらいは教育委員会で推し進め
てほしい。

　　　　　　　　　　　【28年度　第2回教育部会】

・まず学校のLAN環境について、平成32年までに
全校で教室までの有線のLAN配線の整備を予定し
ています。また、Wi-Fiについても、タブレットを使う
教室にアクセスポイントを持ち込んで使うことが検討
されていると聞いています。今後の学校教育ICTの
整備計画等について確認のうえ、効果的な整備と
活用を、区として要望してまいります。 ⑤

年
月

H29.3

H29.6



【様式 4】

※分類
　　①29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

15

（その他）
・公園とかでも思いっきり遊べる場所をつくって
いただいて、思いっきり子どもたちが好きなことを
やって怒られて、いけないことはいけない、もっと
こうしたらよかったと反省できるような都島区をつ
くっていただきたい。もちろん私たち地域、保護
者たちも協力するので、行政のできるところは行
政がというふうに手を取り合ってやっていけたらと
思う。

　　　　　　　　　　　【29年度　第1回区政会議】

・子どもが自由に遊べる場所が少ないことについて
は、これまで、区政会議をはじめ、学校協議会など
で保護者の方々から、また、さまざまな機会で児
童・生徒さんから、多くの意見を頂いています。
・現在、淀川連絡線跡地で、子どものスポーツ・遊
び場の場所を一定面積確保したいと考えており、
関係局と調整中です。
・区内に、活用できる可能性のある土地は多くあり
ませんが、例えば公園でのボール遊びなどが出来
る環境づくりなど、地域の関係者のご理解を頂ける
範囲内で、場所づくりの検討を進めてまいります。

②

（その他）
・ここに来て話ができる人たちの意見も大事だ
が、（以前開催していた）「ぶっちゃけ!都島」のよ
うにいろんなことを吸い上げてほしい。違う意見
がいっぱい出て、子育てしてるお母さんとかの意
見も集約できる。

　　　　　　　　　　　【29年度　第1回区政会議】

場の人とつながりやすいテーマである。今マン
ションがどんどん増えてきていることから、もともと
住んでおられた方と新しい方々とのつながりとし
て、情報共有する場が要るのでは。

　                      【29年度　第2回区政会議】

・自由参加型のトークイベント「ぶっちゃけ！都島」
は平成25年から、まちづくり、子育てなどをテーマ
に5回開催し、若い世代をはじめ、幅広い区民のご
参加のもと、様々なご意見をいただきました。
・ご意見を踏まえ、どのような形になるか分かりませ
んが、トークイベントの開催を検討してまいります。

・区長が、地域の皆さんのところにお伺いし、皆さん
と直接、区政などについてお話しする、「区長と話
そう！」を通年で実施しています。地域の集まりや
サークル、グループでの勉強会などのご利用をお
待ちしています。

③

①

16 H29.11

のはつい2、3年前。こんな都会で都島原産の野
菜があるってすごくいい。まだまだアピールの仕
方があるのでは。

　                     【29年度　第2回区政会議】

・大阪市では、100年以上前から市内で栽培され、
大阪の農業と食文化を支えてきた歴史、伝統をも
つ野菜を「大阪市なにわの伝統野菜」として、毛馬
キュウリを含む9品目を認証しています。区役所で
も、引き続き、伝統野菜普及に取り組まれている団
体や商店会の取組のご紹介したり、広報誌、ホーム
ページ、SNSなどを通じて、内外にPRして参ります。

①

17 H29.11

思うので、どこかでウィンウィンになるような魅力と
いうか仕掛けみたいなものが必要。コミュニティビ
ジネスを具体的にどうするか、仕掛けとしてどこま
で踏み込めるのかというのもこれから重要ではな
いか。

　                     【29年度　第2回区政会議】

・「市政改革プラン2.0（区政編）」では、市民活動の
持続的な実施に向けたCB/SB化、社会的ビジネス
の支援に取り組むこととしております。
区役所でもまちづくりセンターと連携して、地域団
体の皆様にコミュニティ・ビジネスの意義の周知や
具体的な事例のご紹介などを進めてまいります。 ②

番
号

外部評価意見 対応方針
分
類

年
月

H29.6

H29.6

H29.11
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