
区政会議委員より事前にいただいたご意見について（令和４年度 第１回区政会議・各部会） 
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 意見要旨 区役所の対応・方針など 

【資料１】 

災害対策事業 

１ 

【新井委員】 

・避難所開設運営訓練等がコロナ禍の為に、まだまだ全地域でおこなわ

れていないので今後どう対策をとられるのか。恵美・新世界地域では

民間施設での訓練なので今後永続的にできる施設での方策を考えてい

るか。 

・災害対策基本法の改正で個別避難計画を５年以内に作成とあるが、今

ある区役所の要援護者名簿や地域サポーターを中心に地域が一体とな

って作成してはどうか。その際毎年点検して更新する必要があると思

うが毎年するのか。 

 

・各地域における避難所開設運営訓練につきましては、直近２年間はコロナ

禍により実施できておりませんでしたが、令和４年度はすべての地域での

実施を目標に調整を進めているところです。 

・恵美，新世界地域における避難所につきましては、学校適正配置の影響に

より、学校施設が利用できない状況でご不便をお掛けするとともに、地域

住民の皆さまから不安の声をいただいているところです。 

・地域に学校施設がない状況の中で当区といたしましては、民間施設を活用

して避難所機能の維持に努めております。避難所として指定しているＹＯ

ＬＯＢＡＳＥについては、協定締結期間満了後も引き続き避難所として利

用できるよう強く協力を求めていくとともに、現在、近隣で他にも避難所

を指定できないか検討しているところであり、当該地域における防災機能

の充実が図れるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

・個別避難計画の作成につきましては、要援護者名簿に基づき地域が一体と

なって取り組んでいただく必要があるものと考えております。今年度は、

モデルとして２地域で取り組み、検証を行いながら、全地域での展開に向

けて、更新の件も含めよりよい進め方を検討していきたいと考えており、

取組状況については適宜、広報紙等でもお知らせしてまいります。 

・モデル地域での取組状況について、ご要望があれば地域においてもご説明

いたしますので、防災担当までご連絡ください。 ２ 

【小川委員】 

・災害対策基本法が改正され、「個別避難計画」を策定することが努力

義務とされているが、地域によって取組の格差があり、早急に各地域

に具体的なスケジュールを示して説明会の開催を希望する。 

・塩草地域では、家庭での備蓄について、７町会のうち２町会に対して

独自に防災セット（5,000 円程度）を 180 個程度配付し、防災対策に

対する意識を高める活動を行っている。残りの５町会への配付は検討

中。 

・塩草地域における防災セットの配付につきましては、自助・共助につなが

るものであり、今後も引き続き、住民の皆さまの防災意識の醸成に向けて

取組を進めていただきますようお願いいたします。 

３ 

【武守委員】 

・どこで誰が住んでいるのか、特にマンションなどで近所付き合いの

ない方は町内会でも存在自体が把握しにくい。その為には個人情報が

必要。今はＮＴＴの電話帳もない時代なのでこれは役所でしか出来な

いのではないか。 

・郵便局やクロネコヤマト、セコムでは「みまもりサービス」があ

る。同じような事がＮＰＯなどで出来ないか。 

・災害時の避難場所、緊急連絡先、最低限備蓄に必要なものをチェッ

ク出来るようにしたカレンダーを年末に配れないか。もしくは広報誌

に印刷して切り取って使えるようにしてはどうか。 

・災害時等の支援に必要な個人情報については、災害対策基本法や個人情報

保護条例等にもとづき、対象となる約 14 万人の情報を整理し、各区役所

から区社会福祉協議会を通じ、個人情報の提供に同意が得られた方の名簿

を、民生委員児童委員や地域活動協議会（町会）など地域関係者と取扱い

にかかる協定を締結したうえでお渡しし、日ごろの見守り活動にもご活用

いただいております。災害発生時には地域の自主防災組織にも提供し、安

否確認などに活用いただくこととしております。 

・過去の大災害発生時に、行政による救出救助活動が行き届くには相当の時

間を要した教訓を踏まえ、現在は、ご自身による自助や地域の助け合いで

ある共助が大変重要であることを、あらゆる機会を通じお伝えしていま

す。災害時にひとりでは安全に行動できない高齢者や障がいのある方など

の支援については、自助に加え、地域住民や自主防災組織等による共助を

中心としながら、介護事業者をはじめ民間事業者にも地域住民と協力して

支援を行っていただける仕組みづくりを進めていきたいと考えておりま

す。 

・災害にそなえた啓発については、年数回、広報紙でお知らせしています。

さらに、直近では令和４年１月号の広報紙で、ご提案の内容を含む防災情

報を掲載した特集号を作成し、中面をそのまま取り外し保管いただける

「保存版」として発行しました。ご意見も参考にしながら、今後も引き続

き、区民の皆さまの防災意識の向上に向け工夫を重ね、周知啓発に取り組

んでまいります。 

  

資料７  
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 意見要旨 区役所の対応・方針など 

【資料１】 

地域安全防犯カメラ設置事業 

４ 

【新井委員】 

・地域で設置した防犯カメラ故障率が非常に高いと思う（特に古いＳＤ

カード）。恵美地域においては年１回全防犯カメラの点検をおこなっ

て、修理できるものは修理し、古く故障している防犯カメラは入れ替

えを行っている。 

また浪速警察以外の警察署から見せてほしいとの依頼がたくさんく

る。担当者がすみやかに点検方法を伝えられるようマニュアル化をお

願いしたい。 

・防犯カメラについては、昨年度の区政会議でも同様のご意見をいただいて

おり、令和４年度下半期（10月～３月）に、標準耐用年数（６年）を超過

しているカメラの一斉点検を区役所で実施できるよう計画しております。 

・点検で判明した、故障しているカメラや低画質で性能が低いカメラ（ＳＤ

カードタイプ）を中心に交換していけるように、令和５年度以降の事業運

営については、新規設置から交換主体に変更してまいりたいと考えていま

す。これにあたり、必要に応じて要綱等関係規定の見直しを行います。 

・浪速区以外の警察署から映像確認の依頼があった場合は、地域にご負担を

お掛けしないように、浪速警察署に閲覧用パソコンを貸与し、一元的に対

応いただけるようにしておりますので、浪速警察署生活安全課（代表電話

06-6633-1234）に連絡するようお伝えください。 

５ 

【小川委員】 

・防犯カメラを区内で 300台位設置されているが、全くメンテナンス等

がされていないため、区役所と地域の連携による、動作確認・点検等

を実施すること、指定業者を選定して、計画的に行政主導で計画的に

メンテナンス等を実施することを提案する。指定メンテナンス業者の

選定や、設置後の管理は地域任せでは無責任。「浪速区地域安全防犯カ

メラ支給要綱」と「浪速区地域安全防犯カメラ管理規定」の改定を要

望する。 

・塩草地域では、防犯カメラの設置場所を地図に落とし込んでマップを

作成している。 

・防犯カメラのマッピングにつきましては、維持管理に役立つだけでなく、

地域の防犯力の向上につながるものであり、今後も引き続き、取組を進め

ていただきますようお願いいたします。 

６ 

【武守委員】 

・防犯カメラの点検、今は誰がどれぐらいの頻度で行っているのか。 

・防犯カメラの点検等は、「浪速区地域安全防犯カメラ支給要綱」にもとづ

き、現状は各地域活動協議会で実施いただくこととしております。頻度

は、年１回程度の地域もあれば、ほとんど行われていない地域もあるなど

様々です。 

なにわの魅力創出事業 

７ 

【新井委員】 

・なにわの日や日本橋ストリートフェスタなど大きな事業も大事です

が、地域の盆踊り、子どもみこし、花火大会、地域のお祭り等の情報

発信や地域同士の連携・協力に区役所も多大な協力をお願いしたい。 

 

・ご意見を頂戴いたしました「各地域行事の情報発信」につきましては、地

域の取組へのより多くの方の参加を促すため、区としてもたいへん重要

であると認識しております。今後、区広報紙において、地域行事など地域

活動協議会の活動を紹介する特集記事の掲載や、区ホームページをはじ

め、各種媒体を活用した情報発信の充実に努めてまいります。また、地域

間の意見交換の場を設けるなど、地域同士のさらなる連携・協力が実現で

きるよう努めてまいります。 

８ 

【小川委員】 

・「浪速公園を活用した地域活性化事業」は、浪速公園の活性化と魅力

の創出に大事な事業であると考える。令和４年５月６日～６月 21日に

実施したキッチンカーの公募の結果、応募無しであったが、今後、浪

速公園の活性化事業に取り組むのか。 

 

 

・社会実験として実施した浪速公園活性化事業について検証した結果、利用

者である区民や市民等には好評でありましたが、一方で事業採算性に課題

がみられたことから、公募条件を見直し、令和４年５月６日から６月 21日

まで事業者募集を行いましたが、参加申込者はありませんでした。今後に

ついては、結果の要因を検証し、実効性も含めて本事業のあり方を見直し、

令和４年度運営方針に定める「にぎわいと活力の創出」に向け検討してま

いります。 

９ 

【武守委員】 

・人、物、場所を取材して SNSやブログで発信する人が必要。新世界や

難波八坂神社など、ほっておいても誰かが紹介しているが、一隅を照

らすようなものを発信するには本気で雑誌を作るぐらいの労力が必

要。 

アイデアとしては「浪速区おもしろ 100選」 

シティマップを作って、その場所に行くと QRコードがあり、それを

スマホで読み込むと紹介動画が見れるようにする。それを 100 箇所作

る。外国語でも作れば良い。グルメ、名所、人、トイレ、イスラム礼

拝所、避難場所、観光案内所、警察、駅、バス停など何でも入れる事

が出来る。利用者から評価コメントや写真を付けられるとなお良い。

Google mapsでも同じように出来る。 

・「なにわの日」事業をはじめとする、まちの活性化や魅力向上のための事

業に取り組んでいます。今回、委員からいただきました雑誌や動画の作成

などについては、専門的なノウハウや経費が必要であることから、限られ

た予算の中で、委員からいただきましたご意見も参考として、浪速区の魅

力ある人・活動・スポット等を活用できるよう、さらなる「にぎわいと活

力」の創出に取り組んでまいります。 

  



3 
 

 意見要旨 区役所の対応・方針など 

【資料１】 

地域における要援護者の見守りネットワーク事業 

10 

【小川委員】 

・コロナ禍で要援護者等の名簿の整理・情報共有等は、全く出来ていな

いのが現状。行政・地域・民生委員・社会福祉協議会・地域福祉サポ

ーター等の見守り会議を年２回開催し情報共有することが重要で、常

に地域への情報発信・情報提供を行い、地域との連携を強化する。 

・塩草地域では、情報誌「広報・しおくさ」を発行し見守り活動を継続

している。 

・要援護者名簿につきましては、年に２回更新作業を行うほか、地域の皆さ

まからいただいた情報などは適宜、名簿に追記するようにしています。昨

年度の地域見守り会議は、コロナ禍であり、参加者を絞った形での開催と

なりました。そのため、会議内容を多くの方に知っていただくことが必要

と考え、地域に出向いての「見守りミニ講座」を開催しているところです。

また各地域において今年度中に少なくとも１回の見守り会議を開催する予

定としています。それに加え、地域が自主的に見守り会議を開催し、行政

や区社協に参加の要請をいただいた場合は是非参加させていただきたいと

考えております。 

・各地域で見守り活動を実施いただいておりますことに感謝いたします。 

「『気にかける』地域づくりの推進」をめざして、地域の皆さまと一緒に取

り組んでまいります。 

11 

【武守委員】 

「災害対策事業」と同じ案件だと思う。 

・見つけたとしても、余計なお世話だと思われないか、見て見ぬふりを

してしまう方が多いと思う。「もしも間違えていても大丈夫です」どの

ようなものを見たり聞いたりした時に、どこに言えば（相談）すれば

いいのか、明確に広報する必要がある。 

・見守り相談室と言う部署があるのは初めて知った。 

困っている人や見つけた人が駆け込む場所として 1 番最初に思いつく

のは、交番だと思うが、大阪では大きな交番にしか警察官がいない。

東京ではどこの交番にも警察官がいる。それも 24時間。 

・地域には、困りごとを抱えているのに支援に結びついていない方が多くお

られます。解決の手段があることに気付いていない、認知症などのため考

える力が低下してしまっているなど、支援に結びつかない理由は様々です。 

・そのような方の存在に「気づく」「気にする」ことが見守り活動であり、

そしてその情報が相談機関に「伝わる」ことが必要です。 

・「このままにしておいて大丈夫だろうか」と気になる人がいたときは、迷

わずにご相談下さい。身近な相談窓口として、各地域に地域福祉サポータ

ーを配置しています。また、浪速区社会福祉協議会内に福祉専門職のワー

カー（ＣＳＷ）を配置した「見守り相談室」を設置し、地域や社会から孤

立している人や、複合的な課題を抱える世帯などへの対応を行っています。

これらの相談機関について、区広報紙等での広報に努めてまいります。 

子育て支援事業 

12 

【小川委員】 

・コロナ禍で地域の「子育てサロン」等が休止状態であり、区役所が持

っているような個人情報を地域が保有していないことから、どの人が

どういう状況にあるか等の情報がないため、地域での取組に限界があ

る。どの方がどのような環境にあるのか全く情報がないため、広く情

報開示してほしい。 

・区として、毎月、各地域の掲示板に子育て情報に関する告知ポスター

を掲示して情報提供してはどうか。 

・地域の住民の家庭環境等の情報開示をしてほしいとのことですが、個人情

報となりますので情報開示はできません。なお、浪速区役所では、子育て

サロンの開催状況について、浪速区ホームページの「子育てサロン開催に

ついて」において、毎月開催予定日の掲載をさせていただいております。

また、浪速区ホームページの「子育て」のページにおいて子育て施設の行

事予定やつどいの広場などの情報を随時更新し情報提供させていてだいて

おります。子育て応援マップや子育て支援情報誌「なにわっ子ネット」な

ども掲載しております。また、ひとりで育児などを担っている方への情報

発信を目的にしてＬＩＮＥを開設しております。ぜひご活用いただきたい

と考えております。 

・「子育てサロン」等の子育て情報は、事業を実施しておられる各地域活動

協議会において、地域の掲示板でのポスター掲示やＳＮＳ等によりきめ細

かく広報していただくことが望ましいと考えています。区役所からは子育

てに関する緊急性の高い情報や区全体に関わる重要な情報について、適宜、

地域の掲示板への掲載をお願いしながら提供してまいります。 

13 

【武守委員】 

・今までのＳＮＳや広報誌はもちろんの事ではあるが、区内のスーパー

やコンビニで広報ポスターを掲示してもらえるように協力をあおいで

みてはどうだろうか。また、子どもと 1 番触れ合うのは学校の先生。

学校からのプリントや手紙が伝わりやすいと思う。ネットやデジタル

に向きがちではあるがアナログな方法も必要。 

・広報ポスターの掲示につきましては、コロナウイルス感染症の感染状況に

より予定していたイベント等が中止・延期の判断をせざるをえない場合が

あり、変更があった際の掲示内容の修正が簡単にできないため現状はホー

ムページ等の活用をお願いしたいと考えております。なお、一定期間変更

の発生しない情報につきましては、本市が包括連携協定を締結しているイ

オンやセブンイレブンなど協力が得られる施設等の掲示スペースへの掲載

依頼を行ってまいります。また、学校経由で子育て世帯へプリントを配布

する手法につきましては、教育委員会事務局や各学校と調整の上実施可能

であれば活用してまいりたいと考えております。 
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 意見要旨 区役所の対応・方針など 

【資料１】 

浪速区中学校の学力向上支援事業 

14 

【小川委員】 

・学習事業を開催していることを知らない保護者・地域の方々が大多数

であるため、区の広報紙「広報なにわ」などを通じて広く告知するこ

とが重要であると思う。 

・参加した中学生が、学習会に参加したことで学力がどのくらい向上し

たのか等の好事例を広報すれば、参加促進が図られるのではないか。 

・「なにわ学び教室」につきましては、区役所ホームページでの周知をはじ

めとして、翌年度の中学生となる区内の小学校６年生から中学校２年生

の全児童生徒を対象に、毎年１月には保護者あての案内文を、また３月に

は体験教室および通常教室の詳細な案内チラシを配布しております。 

・また、夏期休業期間中の体験教室につきましては、区内の中学生全員にチ

ラシを配布するとともに区役所ホームページでも周知しました。秋からの

通常教室については、あらためて広報なにわ８月号での周知を行います。 

・学習内容につきましては、中学生６名に 1人の指導員を基本とし、個々人

の習熟状況に応じたプリント学習や解説動画の視聴等や、ゲーム等ではあ

りませんが、一人ひとりの関心や課題に応じたきめ細かい指導を心がけて

おります。 

・本事業による中学生の学力向上の好事例については、各中学校とも連携・

共有しており、生徒の参加促進に関しては、学校にもご協力をいただいて

おります。 

・中学生の参加については特に制限を設けておりません。定員の範囲内であ

れば、希望すれば成績によらずご参加いただけます。 
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【武守委員】 

・周知方法は「子育て支援事業」と同じ。 

・勉強だと思うからやらないし面白くない。問題だと思うと嫌になる。

クイズだと思わせると楽しくなる。 

「ナンプレ」は算数ゲーム、「クロスワードパズル」は国語や知識、自

分で辞書を引いて調べてみる。遊びだと思ってやっていると実は勉強。

100均にも売っている。 

・学習会は出来る子どもは参加出来ない。友達も一緒に参加したいと言

っても参加出来ない。出来ない子だけ集められたら嫌になるんだと思

う。 

【その他】 
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【小川委員】 

・2025 年浪速区区制 100 周年事業として、100 周年史作成や 100 周年

記念事業開催に向け、プロジェクトチーム設置を要望する。 

・大正 14年の第２次市域拡張に伴い浪速区が創設され、令和７年４月１日

に区制 100周年を迎えることとなります。同じく 100周年を迎える区が浪

速区を含め９区あり、また、同年には 2025年日本博覧会（大阪・関西万博）

も開催されることから、浪速区といたしましても様々な関連事業を企画す

ることとなります。 

今後は、区民の皆さまとともにこの 100 周年をお祝いすべく、本区政会

議においても、ご意見を頂戴する機会を設けたいと存じますので、引き続

きご協力をお願いします。 

 


