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・住まいのミュージアムの利用を促進するため、テレビ・ラジオ・新聞などのマスコミに対して積極的に
　ＰＲに努めている。２００５年度については、テレビ報道が１０件、ラジオ報道が４件、新聞　報道が
　５５件あった。

・市政だよりやケーブルテレビ等、市の広報媒体を通して、イベントの情報を随時発信している。

・また、財団法人大阪観光コンベンション協会と共催で開催する「ナイトツアー」については、ＪＲ西日
　本刊行の「おおさか街あそび」で紹介され、ＪＲの各駅に設置されている。

・ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「芋　たこ　なんきん」の時代考証に関わっており、テロップに「資料提

　供　大阪市立住まいのミュージアム」と表示されている。

資料：大阪市立住まい情報センター調べ

　⑨　マスメディア等による情報発信

＜朝日新聞２００６年３月１９日版「大阪力！探訪」＞
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できれば参加したい

61.1%

無回答

1.5%
わからない

7.3%
参加したくない

1.1%

あまり参加したくない

10.0%

ぜひ参加したい

19.1%

【市民参加の活動意向】

資料：平成11年度第4回市政モニター報告書「市民参加と情報公開について」
資料：日本NPOセンター（平成１６年）

【主な都市におけるＮＰＯ法人数、１人あたりＮＰＯ法人数の比較】

・大阪市内のＮＰＯ法人数及び１人あたりの数は東京に次いで多く、他の政令指定都市を上回っている。

・市民参加の活動意向についても、参加意向は非常に高く、こうしたことからまちづくりに関わる人材が集積

　していると言える。

○　まちづくりに関わる人材の集積状況

・魅力ある居住地づくりを進めていくため、住まい・まちづくりに取り組むＮＰＯ等と協働・交流を促進する
　とともに、「住むまち・大阪」の魅力情報を積極的に発信していくことが重要である。
・このような観点から、２００６年１２月に「住まいネットワーク」を創設し、住まい情報センターを拠点に、
　住まい・まちづくりにさまざまな形で取り組むＮＰＯや専門家団体等と連携・協働し、住まいに関する相談・
　情報提供の充実、並びに、大阪の居住地魅力の向上と情報発信を推進している。

　⑩　住まいに関する相談・魅力情報の発信の拡充・強化の可能性

(社/人）

１人あたりＮＰＯ法人数の比較
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【特定非営利活動（ＮＰＯ）法人数の推移（大阪市内）】

資料：大阪府および内閣府が認証した大阪市に主たる事務所を置くＮ
ＰＯ法人数の累計件数
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その他の分野

まちづくりの推進を
活動分野にしているもの

○　ＮＰＯ法人数の推移とまちづくり活動における行政に対する要望

資料：平成１８年度第１回市政モニター報告書「身近な地域のまちづ
くりについて」

【まちづくり活動における行政に対する要望】

・各地域で居住地づくりに取り組む団体や住まいに関する専門分野の詳細情報を保有している専門家団

　体など、まちづくり活動をおこなうＮＰＯ等の数が増えてきている。

・行政に、まちづくり活動の情報を求める市民ニーズは非常に高い。
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54.4%

41.9%

36.3%

26.3%

25.8%

20.0%

5.8%

5.4%

41.0%

45.6%

40.7%

38.5%

45.9%

41.4%

18.7%

18.0%

18.7%

18.3%

29.0%

24.0%

27.8%

52.3%

42.1%

55.0%

48.3%

22.5%

33.4%

22.1%

35.4%

2.7%

2.7% 12.7%

10.2%

3.4%

3.3%

5.4%

3.4%

9.6%

1.5%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

庶民的なまち

にぎわいや活気のあるまち

個性的なまち

豊かな水辺をもつまち

歴史や文化にあふれたまち

まとまりのないまち

緑豊かなまち

殺風景なまち

風格のあるまち

美しいまち

そう思う やや思う あまり思わない 思わない 無回答

【大阪市内の典型居住地】

【大阪の景観のイメージ】

資料：平成１７年度第３回市政モニター報告書「大阪市の都市景観と水の都大阪の再生について」

・大阪市内には、江戸時代に形成された旧集落や、郊外別邸地

　から発展した閑静な戸建住宅地、長屋や町家の集積した地区

　など、歴史的・文化的な雰囲気やまちなみに恵まれた魅力あ

　る居住地が数多く存在している。

・市民のもつ大阪の景観イメージとしても、「庶民的」「にぎ

　わいや活気」といったものから、「個性的」「豊かな水辺」

　「歴史や文化」など、様々な評価がある。

資料：大阪市調べ

　⑪　「住むまち・大阪」のイメージ
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住んでみたいまち（関西圏）ランキング

1 芦屋 425 95 11.70% 兵庫県

2 西宮 247 41 5.10% 兵庫県

3 神戸 226 41 5.10% 兵庫県

4 夙川 177 28 3.50% 兵庫県

5 岡本 153 30 3.70% 兵庫県

6 京都 106 19 2.30% 京都府

7 宝塚 96 19 2.30% 兵庫県

8 茨木 93 20 2.50% 大阪府

9 豊中 79 12 1.50% 大阪府

9 千里中央 79 15 1.90% 大阪府

11 御影 76 12 1.50% 兵庫県

12 高槻 67 7 0.90% 大阪府

12 箕面 67 8 1.00% 大阪府

14 梅田 66 10 1.20% 大阪府

15 吹田 61 10 1.20% 大阪府

16 三宮 60 11 1.40% 兵庫県

17 苦楽園 59 12 1.50% 兵庫県

18 北千里 42 11 1.40% 大阪府

19 帝塚山 38 7 0.90% 大阪府

20 六甲 37 4 0.50% 兵庫県

該当府県1位選択率順位 地区 獲得ポイント 1位選択数

【住んでみたい街（関西圏）アンケート】

資料：大手民間不動産会社８社によるマンショントレンド調査

　（第1位=3P 第2位=2P 第3位=1P）

・市内には平野郷や四天王寺、夕陽丘など、魅力ある居住地が数多く存在するが、そうした地域は広く一般

　には認知されていない。
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○　インターネットを利用して検索・情報収集できる
　　ホームページ「おおさか・あんじゅ・ネット」を運営
　・住宅の物件案内・物件検索　　　　　・住まいに関する質問に答えるQ＆A
　・大阪市の住宅施策に関する情報提供　・住宅ローンの返済シュミレーション
　・ライブラリーの蔵書の検索　　　　　・センターの催し物の案内
　・居住地魅力情報の発信　　　　　　　・大阪くらしの今昔館の情報

○　業務の負担軽減を図るための業務支援システムを導入
　・窓口で市民に情報提供をするために要する対応時間が減少している。

　・相談対応機能　　：相談内容を詳細に分類して入力できるようにし、分析機
　　　　　　　　　　　能を強化することで、的確な情報を迅速に入手
　・連絡先管理機能　：住まいに関する専門家等を把握し、的確な相談体制を構
　　　　　　　　　　　築（情報量のUPと管理機能の強化）
　・資料文献管理機能：専門的な資料館として蔵書管理などの事務処理を支援
　・貸出管理機能　　：ライブラリー資料の貸出による事務処理を支援
　・広報活動支援機能：市民に対してより多くの情報提供と見やすいコンテンツ
　　　　　　　　　　　の作成を支援
　

（２）住情報提供システムの運営

・本市の各種住宅施策の案内や公的住宅の物件案内、また住まい情報センターで行うイベントの案内など、
　住まいに関する総合的な情報を入手できるように、住まい情報センターの住情報プラザ内に「来館者用情
　報端末コーナー」を設けているほか、より広域的に情報を発信しするため、インターネット上でも「おお
　さか・あんじゅ・ネット」を公開

資料：大阪市立住まい情報センター調べ

　①　概　要　
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45,860
35,888

121,788

12,000

45,500

33.2
46.4

12.9 8.2

23.7

大阪市 Ａ市 Ｂ市
（実施していない）

Ｃ市 Ｄ市 Ｅ市 Ｆ市
（件数不明）

アクセス数 人口1000人あたりのアクセス数

32,424
53,740

85,709
102,242

121,788 111,692

333.7279.3
234.8

147.2
88.6

306.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005

アクセス件数 一日平均

トップページアクセス件数と
１日平均利用件数（単位：件）

・情報化社会の進展により利用が増加している。

　③　住宅情報システムの更新　

　②　ホームページアクセス数の推移　

・２００４年度にシステムを改善し、ホームページのコンテンツの充実、セキュリティ対策の強化、情報発
信の迅速化を図った。

・業務を支援するシステムの導入により、窓口での相談・情報提供の迅速化と、情報収集、登録などの事務
処理を効率化している。

資料：大阪市立住まい情報センター調べ

ホームページの
リニューアル

④　ホームページ利用状況の他都市との比較

トップページのアクセス数と
　　人口1000人あたりの件数
　　　　　　　（単位：件）

・アクセス件数及び人口あたりのアクセス数とも、本市が多く利用されている。　

※２００４年度　ホームページ利用状況実績の比較
※Ａ市からＦ市については、政令指定都市及び東京都　　

資料：大阪市都市整備局調べ
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【主な政令指定都市の住宅総合情報ホームページのアクセス件数の推移】

資料：大阪市調べ

（注I平成１８年度の値については、上半期のアクセス件数を倍したもの

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
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大阪市 A市 B市

【引越しするに際しての住宅情報を調べる媒体】

資料：ＪＡＰＡＮ．ＩＮＴＥＲＮＥＴ．COM

・主な政令指定都市における住宅総合ホームページのア

　クセス件数は増加傾向にあり、行政による住宅・まち

　づくり情報の発信媒体はインターネットに移行してき

　ている。

・住宅情報を入手する際の媒体としても、インターネッ

　トが も多く、次いで不動産店舗、折込広告となって

　いる。

・住宅情報としてインターネットが重視される理由とし

　ては、物件情報の豊富さや情報の新鮮さなどによるも

　のであると言える。
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物件情報の豊富さ

情報の新鮮さ

画像などの詳細な物件情報

問い合わせなどへの対応

検索などの操作性

物件が実際に存在すること

その他

資料：ＪＡＰＡＮ．ＩＮＴＥＲＮＥＴ．COM

【ネット上の不動産・賃貸情報で重視すること】
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雑誌
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テレビＣＭ

街頭の広告

その他

　⑤　住宅・まちづくり分野のインターネットでの情報発信の状況　
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⑥　各業務でのＩＴ化の状況とメール等の通信機能を活用できる業務の可能性

・住まい情報センターでは業務のＩＴ化を進めているが、電子情報通信の分野ではその機能を十分に活用で
　きていない面がある。

資料：大阪市調べ

【対応状況】

業　　務 内　　容
対応
状況

相談内容の蓄積支援 ○

相談業務を支援する情報検索 ○

住まいのＱ＆Ａ ○

物件情報の案内 ○

公的住宅の物件検索 ○

本市施策情報の案内 ○

住まい情報センターで行うセミナー等の開催の情報発信 ○

大阪市の居住魅力情報の発信 ○

住まいや暮らしに役立つ情報の発信 ○

電子情報通信機能等を利用したセミナー等の参加申込み

電子情報通信機能等を利用したアンケートの実施

蔵書管理支援 ○

図書等の検索 ○

図書の貸出し支援 ○

ホール等の利用案内の情報発信 ○

ホール等の空室状況の情報発信 ○

電子情報通信機能等を利用した施設の利用申込み

広報誌「あんじゅ」の情報発信 ○

ホームページ「おおさか・あんじゅ・ネット」の運営 ○

住まい情報センターの利用案内の情報発信 ○

携帯電話による住まいに関する情報発信 ○

電子情報通信機能等を利用したNPOや専門家団体等との連携

大阪くらしの今昔館の利用案内の情報発信 ○

大阪市の居住魅力情報の発信 ○

大阪市の都市居住文化の継承の情報発信 ○

イベント等の開催の情報発信 ○

大阪くらしの今昔館の運営

相談・情報提供の実施

ライブラリーの運営

セミナー・シンポジウム等の開催

住情報発信システムの運営

ホール・研修室等の運営
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＜リーフレット＞

・住宅情報誌のほか、大阪市広報番組等メディアと連携し、住まい情報センターをＰＲする情報を掲
　載している。
・リーフレット、広報誌等の発行などにより、住まいや暮らしについての情報を提供するとともに、
　「住むまち・大阪」の魅力を広く市民に発信している。
・英語、中国語、韓国・朝鮮語に対応した住まい情報センターリーフレットを発行。

（３）広報誌等の発行

　　概要　



60資料：大阪市立住まい情報センター調べ

・関連団体やマスコミなどの協力を得ながら、大阪市の各種住宅施策に加え、居住地魅力の紹介や暮らし
　に役立つ記事を掲載した広報誌「大阪市住まいのガイドブック・あんじゅ」を年間４回発行。

・区役所等の公共施設や地下鉄駅など、約３００箇所で配布

・広報誌の発行は、開設時から２００７年冬号までで２９回発行（約２．３万部／回） 　　　　　　　

＜広報誌「あんじゅ」＞

　（掲載内容）
　　・表紙：住むまち大阪の魅力あるまちなみや季節感を
　　　　　　イラストで表現
　　・特集：住まいの防犯や防災など、暮らしに役立つ情
　　　　　　報を紹介
　　・住むまち大阪スタイル：市内のさまざまなスポット
　　　　　　　　　　　　　　やシーンを取り上げ、都市
　　　　　　　　　　　　　　での快適な住まい方や魅力
　　　　　　　　　　　　　　ある暮らし方を紹介
　　・住まいの基礎知識：住まいに関する問題やノウハウ
　　　　　　　　　　　　をわかりやすく解説
　　・大阪くらしの今昔館ニュース：今昔館の見どころや
　　　　　　　　　　　　　　　　　町家のしつらいなど
　　　　　　　　　　　　　　　　　を紹介
　　・イベントカレンダー：今昔館、住情報プラザなどで
　　　　　　　　　　　　　開催されるイベント情報
　　・住まいのガイド：大阪市の住宅施策を紹介
　　・メッセージボード：住まいのＱ＆Ａ、アンケートで
　　　　　　　　　　　　寄せられた声の紹介、各種お知
　　　　　　　　　　　　らせ、NewYork住まい・まち事

　　　　　　　　　　　　情のトピックなど
　　・裏表紙：大阪市立住まい情報センターの利用案内
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第３章　現状評価
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現状評価

（相談・情報提供）
・大阪市住まい公社という公平・中立性を有するとともに、住まいに関する知識と有効な資格を有した相談員
　を配置していることにより、利用者はトラブルなど個人的な事情を有する相談についても安心して利用いた
　だいていると考えている。
・電話相談対応については、現状を調査・分析し、業務のローテーションとデスク等の配置換えを行い、電話
　での相談をより多く受け付けできるように改善している。
・相談内容が多様化・高度化し、特に専門家による対応が必要な相談については弁護士などと連携した対応を
　行っているが、限られた時間内での対応となるため、相談を受けられる件数に限りがある。
・一般相談や専門家相談での共通した課題などについては、ホームページ等「おおさか・あんじゅ・ネット」
　でＦＡＱとして取りまとめているが、悪質リフォームやアスベスト問題など、その時に問題となっている　
　ものへの迅速な対応が十分なものとなっていない。 。

（普及・啓発）
・住まいづくりの基礎知識や税金など、住まいに関する様々なテーマでセミナー・シンポジウムや、ワーク　
　ショップ形式の実践講座、テーマ別企画展などを、相談業務における事例や参加者のアンケート調査結果な
　どを取り入れながら実施している。
・ホール・研修室等については、２００６年度から利用時間の延長を行い、市民の利便性の向上を図っている。
・また、ライブラリーは、住まいや暮らし関する図書を多く蔵書していおり、年間4万人の方に利用いただい
　ている。また、タイムリーな話題の図書を取りあげ、その著者などを招いて参加者と図書のテーマについて
　話し合う「ブックトークサロン」を実施している。

（情報発信）
・大阪くらしの今昔館では、江戸時代の大坂の町家と町並みを実物大で再現するなど、暮らしの文化、歴史な
　ど大阪の魅力を紹介するとともに、小学生から高齢者までそれぞれの年齢層に応じた体験学習プログラムを
　実施するなど、都市居住の長い歴史を有する「住むまち・大阪」の情報発信を通じて、都市居住の促進を図
　るとともに、都市居住文化の育成などに役立っている。
・住まい情報センターでは業務のＩＴ化を進めているが、電子情報通信の分野ではその機能を十分に活用でき
　ていない面がある。
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第４章　事業の実施体制と収支
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事業の実施体制と収支のまとめ

・住まい情報センターの管理・運営については、公平・中立性を確保するとともに、大阪市の住宅行政の
　パートナーである大阪市住まい公社が管理・運営を行っている。

・人員体制については、大阪市３．７人、住まい公社２２人の体制で事業を実施している。

・予算については、コスト縮減に努めており、年々削減してきている。２００５年度決算における建物管
　理を含む運営事業費は約４．３億円、その内訳は、事業費約３．１億円、建物保守管理費約１．２億円
　となっている。また、その財源については、国庫補助金・交付金が約１．３億円、使用料収入等が　　
　約１．３億円、市費は約１．７億円となっている。
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１　事業の実施体制

・住まい情報センターは、相談業務や情報提供、情報発信、普及・啓発業務を一体的に推し進め、都市居住の
　促進という本市住宅施策を推進する拠点施設であり、運営にあたっては、様々な業務が一連の流れのもとに
　密接に関連し合いながら処理されているとともに、行政判断を伴う行為と密接不可分となっている。そのた
　め、運営主体には公正・公平性が求められるのはもちろんのこと、本市住宅施策を十分に理解し、大阪の都
　市居住文化の継承と振興のための発信及び「住むまち・大阪」の魅力の発信を広域的に行える組織とするこ
　とが必要であり、本市の住宅行政を推進していく上でのパートナーである大阪市住宅供給公社へ２００５年
　度までは管理委託（旧地方自治法第244条の2）を行ってきた。

・２００６年度からは指定管理者制度を導入し、これまで管理委託を行ってきた大阪市住まい公社を引き続き
　指定管理者として指定し、管理・運営を行っている。

①　住まい情報センターの業務日数と業務時間

【休館日】
　＜住情報プラザ・ホール等＞
　火曜日（祝日の場合は翌日）
　祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）
　年末年始　(12/29～1/3) 

＜大阪くらしの今昔館＞
火曜日（祝日の場合は翌日）
祝日の翌日（日曜日、月曜日の場合を除く）
第3月曜日（祝日、振替休日の場合はその週の水曜日 ）
年末年始　(12/29～1/3)

【開館時間】

 住情報プラザ ホール・研修室 大阪くらしの今昔館 

平日・土曜日 9:00～19:00 9:00～21:00 

日曜日・祝日  10:00～17:00  10:00～17:00 

10:00～17:00
(入館は16:30まで)

・２００６年度の業務日数は、住情報プラザ３０１日間、大阪くらしの今昔館２８４日間となる。
・業務時間は、住情報プラザの平日・土曜日は１０時間、日曜・祝日は７時間、ホール・研修室では平日・土
　曜日は 大１２時間となる。　　　　　　
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所　長 副所長

主　幹

主　幹

管理運営係

企画相談係
（相談担当）

企画相談係
（企画担当）

ミュージアム係
（学芸担当）

ミュージアム係
（業務担当）

館　長

1人 ２人

1人

２人

１人

８人

４人

１人

２人

（外部有識者）

（委嘱）

２　住まい情報センターに関わる組織体制

　　　　　　　体　　制　　（2006年10月1日現在）　　　　　　

資料：大阪市立住まい情報センター調べ

　　　　　業　務　分　担　　　　

・人員体制については、大阪市３．７人、住まい公社２２人の体制で事業を実施している。
・開館日数と要勤務日数との関係から職員は順次公休をとることとなるが、センターの運営に支障のないよ
　う各業務分担に配慮してローテーションを組んだ体制で実施している。

・全体の総務、庶務的業務
・施設の保守管理業務
・館内案内業務
・ホームページ運営業務

・相談対応業務
・サービスカウンター運営業務
・相談電話対応業務
・情報コーナー運営業務

・セミナー、シンポジウム等の各種企画業務
・ライブラリー運営業務
・情報コーナー運営業務
・広報、広報誌あんじゅ編集業務

・展示・施設の保守管理業務
・広報業務
・セミナー等の各種企画業務
・案内・誘導・チケット管理業務

・展示・ライブラリー等運営業務
・企画展の企画運営業務
・セミナー等の各種企画業務
・展示資料収集、調査研究業務

　　　　住まい公社　合計２２人

・住まい情報センター事業に関する企画立　
　案、連絡、調整業務、等

大　阪　市
3.7人



67

３　住まい情報センター運営事業の収支

事業収支（２００５年度）
・２００５年度決算における建物管理を含む運営事業費は約４．４億円、その内訳は、事業費約３．１億円、
　建物保守管理費約１．３億円となっている。また、その財源については、国庫補助金・交付金が約１．３億
　円、使用料収入等が約１．３億円、市費は約１．７億円となっている。

資料：大阪市都市整備局調べ
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13,38014,80014,54614,54614,546

2,7002,9193,2373,8294,978
9,4679,5509,6489,6639,655
1,1541,1851,1431,213

1,235
17,26319,03221,50822,33022,076

2001 2002 2003 2004 2005

国庫補助金・交付金 使用料収入 目的外使用料収入 雑収入 市費

52,490

43,964

51,581 50,082
47,486

４　事業の規模

総事業費の推移（単位：万円）

①　住まいの相談・情報発信事業の事業費の推移

・予算については、コスト縮減に努めており、年々削減してきている。

資料：大阪市都市整備局調べ

（１）事業費・人員の推移

※　グラフ上部の数値は運営事業費を記載している。また側部にはその財源内訳を記載している。
※　2005の財源内訳の国庫補助金の額については、国庫補助負担金改革により住宅産業構造改革等推進補

　　助金が廃止され地域住宅交付金になったことによる一時的な差であり、減額分は市費で賄われている。



69

6人 6人 6人 5人 5人 3人

6人 6人 6人 7人 8人
8人

7人 8人 8人 9人 9人 11人

2001 2002 2003 2004 2005 2006

１９人 ２０人 ２０人 ２１人

公社契約職員

大阪市派遣職員

公社職員

２２人２２人

職員数の推移（単位：人）

②　職員数の推移

・本市派遣職員を減らし、相談員などの公社契約職員や公社職員を増やすなど、必要な
　職員の確保に努めている。

資料：大阪市立住まい情報センター調べ

※　2006年度からは指定管理者として管理・運営
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第５章　事業展開の課題と方向性
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事業展開の課題　まとめ

（相談・情報提供）
・市民の相談内容が多様化・高度化し、専門家相談の件数が増加傾向にあるが、限られた時間内での対応と
　なるため、相談を受けられる件数に限りがある。
・一般相談や専門家相談での共通した課題などについては、ホームページ等「おおさか・あんじゅ・ネット」
　でＦＡＱとして取りまとめているが、悪質リフォームやアスベスト問題など、その時に問題となっている
　ものへの迅速な対応が十分なものとなっていない。

（普及・啓発）
・住まいづくりの基礎知識や税金など、住まいに関する様々なテーマでセミナーやシンポジウムを実施して
　いるが、ここ数年、セミナー等への参加者は減少傾向にあり、特に20～30歳代の参加が少ない状況にある。
・ホールや研修室について、セミナーやシンポジウムが開催されない時間帯については、市民の利用に供し
　ているが、現在申し込みの受付は、利用日の3ヶ月前からとしており、市民からイベント等の事前広告を
　行うため、もっと早くに予約したいとの要望もある。

（情報発信）
・市内には、古い町家や長屋に加え、商店街や緑、水辺など、数多くの魅力ある居住地が存在し、それぞれ
　の地域が特色ある資源を有しているが、こうした魅力ある居住地や地域資源は、広く一般的には知られて
　おらず、また地域の人々自身にも十分には認知されていない状況にあり、情報発信が十分にできていない
　と考えられる。
・住まい情報センターでは業務のＩＴ化を進めているが、電子情報通信の分野ではその機能を十分に活用で
　きていない面がある。

　　課　題　　
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今後の方向性と具体的施策　まとめ

　　今後の方向性と具体的施策　　

（相談・情報提供）
・多種専門家団体や民間企業等との連携を強化し、高度な知識を要する市民の相談にも迅速に対応できる体制
　の構築を図る。
・おおさかあんじゅネットで提供している住まいのＱ＆Ａの更新時期を早めるとともに、内容についてもイン
　ターネット機能を 大限に活用していく。

（普及・啓発）
・20～30歳代の関心の高いテーマや参加しやすい時間帯でのセミナー等を引き続き実施する。また、 近では
　インターネットの利用が高まっていることから、インターネットでの情報発信を充実するとともに、セミナー
　の参加申し込みについてもウェブサイトでの申し込みを可能となるよう、システムを整備する。
・市民がホール等の施設を利用する場合の申し込みを、現状では3ヶ月前からしか申込みができないものを、
　利用日の6ヶ月前から受け付けるなど、利用しやすくする。

（情報発信）
・「住まいネットワーク」の取り組みを進め、住むまちの魅力向上に取り組む地域住民団体やＮＰＯ等の活動
　と連携したタイアップイベント等を地域で開催するなど、魅力ある居住地についての情報発信の充実を図る。
・住まい情報センターの学芸員が、現地に出向き地域住民の方々とともに、地域資源の掘り起こしを行うとと
　もに、勉強会やワークショップなどの開催を通じ、地域の方々にその魅力を再認識していただくことにより、
　住むまちの魅力向上への取り組みを促進する。
・ウェブサイト「あんじゅネット」において、動画の活用やまちづくり団体等のホームページとのリンクの充
　実など、インターネットの特徴を活かした、より幅広い情報発信を図るとともに、テレビや新聞などのメディ
　ア等も活用し、広域的・戦略的に大阪の魅力情報の発信を行う。
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課　題 今後の方向性と具体的施策

・市民の相談内容が多様化・高度化し、専門家

　相談の件数が増加傾向にあるが、限られた時

　間内での対応となるため、相談を受けられる

　件数に限りがある。

・多種専門家団体や民間企業等との連携を強化

　し、高度な知識を要する市民の相談にも迅速

　に対応できる体制の構築を図る。

・一般相談や専門家相談での共通した課題など
　については、ホームページ等「おおさか・あ
　んじゅ・ネット」でＦＡＱとして取りまとめ
　ているが、悪質リフォームやアスベスト問題
　など、その時に問題となっているものへの迅
　速な対応が十分なものとなっていない。

・おおさかあんじゅネットで提供している住ま

　いのＱ＆Ａの更新時期を早めるとともに、内

　容についてもインターネット機能を 大限に

　活用していく。

事業展開の課題と今後の方向性（相談・情報提供）
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課　題 今後の方向性と具体的施策

・20～30歳代の関心の高いテーマや参加しやす
　い時間帯でのセミナー等を引き続き実施する。
　また、 近ではインターネットの利用が高まっ
　ていることから、インターネットでの情報発
　信を充実するとともに、セミナーの参加申し
　込みについてもウェブサイトでの申し込みを
　可能となるよう、システムを整備する。

・住まいづくりの基礎知識や税金など、住まい
　に関する様々なテーマでセミナーやシンポジ
　ウムを実施しているが、ここ数年、セミナー
　等への参加者は減少傾向にあり、特に20～30
　歳代の参加が少ない状況にある。

・ホールや研修室について、セミナーやシンポ
　ジウムが開催されない時間帯については、市
　民の利用に供しているが、現在申し込みの受
　付は、利用日の3ヶ月前からとしており、市
　民からイベント等の事前広告を行うため、　
　もっと早くに予約したいとの要望もある。

・市民がホール等の施設を利用する場合の申し

込みを、現状では3ヶ月前からしか申込みが

できないものを、利用日の6ヶ月前から受け

付けるなど、利用しやすくする。

事業展開の課題と今後の方向性（普及・啓発）
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課　題 今後の方向性と具体的施策

・「住まいネットワーク」の取り組みを進め、
　住むまちの魅力向上に取り組む地域住民団体
　やＮＰＯ等の活動と連携したタイアップイベ
　ント等を地域で開催するなど、魅力ある居住
　地についての情報発信の充実を図る。

・市内には、古い町家や長屋に加え、商店街や
　緑、水辺など、数多くの魅力ある居住地が存
　在し、それぞれの地域が特色ある資源を有し
　ているが、こうした魅力ある居住地や地域資
　源は、広く一般的には知られておらず、また
　地域の人々自身にも十分には認知されていな
　い状況にあり、情報発信が十分にできていな
　いと考えられる。

・住まい情報センターでは業務のＩＴ化を進め

　ているが、電子情報通信の分野ではその機能

　を十分に活用できていない面がある。

・住まい情報センターの学芸員が、現地に出向
　き地域住民の方々とともに地域資源の掘り起

こしを行うとともに、勉強会やワークショッ
　プなどの開催を通じ、地域の方々にその魅力
　を再認識していただくことにより、住むまち
　の魅力向上への取り組みを促進する。

・ウェブサイト「あんじゅネット」において、
　動画の活用やまちづくり団体等のホームペー
　ジとのリンクの充実など、インターネットの
　特徴を活かした、より幅広い情報発信を図る
　とともに、テレビや新聞などのメディア等も
　活用し、広域的・戦略的に大阪の魅力情報の
　発信を行う。

事業展開の課題と今後の方向性（情報発信）




