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【子ども・教育部会】

平成29年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況等

地域と一体となっ
た学校運営

• 学校協議会の運営補佐により、保護者と学
校とのコミュニケーションがより密になるよう
取り組んでいる。

• 教育行政連絡会においては、特に学校と子
育て支援室との連携を、より高めていくこと
で認識が一致。

児童、生徒、保護
者への様々な支援

• 今年度より、スクールソーシャルワーカーを
巡回（3回/週）させ、学校の福祉的課題解決
の支援等を行っている。

• 事業開始後、同事業に対する学校からの
ニーズは高まっている。

• 発達障がいサポーターを配置し、支援が必
要な子どもの学校生活全般をサポート。

学習意欲の向上に
向けて

• 今年度よりあらたに2小学校で平日に学習指
導員を派遣。生徒の登録率は4割に達してお
り、利用は活発。

• 漢検受験、英検受験を順次実施し、学校長
や保護者からも子どもたちの学習意欲の向
上において有効であると好評を得ている。

キャリア形成に通
じる教育の推進

• NGOと連携し、国際協力への理解を高める

など、国際的視点に立ったキャリア教育に取
り組んでいる。

• 子どもたちの未来をより広げるためには、世
界を視野に入れた教育プログラムの充実が
必要。

ICTの活用

• 南港南中学へプログラミング用ロボット教材
を導入し、体験教室を開催。

• 次年度以降の円滑な運用に向け、小・中学
校においても取組を推進できるようロボット
教材を導入。

• 生徒の関心も高く、国の動向を踏まえながら、
区全体の取り組みとして展開していくことが
必要。

平成30年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

【児童、生徒、保護者への様々な支援】

• スクールカウンセラーなど、保護者や
子どもが受けることができる施策等に
ついて広報紙やHPで周知が必要で
ある。

• スクールソーシャルワーカー派遣事
業などの支援が必要な生徒・児童の
ケースについては、家庭と学校、行政
の関係機関などがより連携を深めて
対応する必要がある。

• 学力低下などの根底には貧困問題
があるのではないか。福祉・健康部
会ともリンクする課題もあるので合同
で開催してみてはどうか。

【学習意欲の向上に向けて】

• 学力の向上に向けては、漢検受験や
英検受験について、継続して取り組
む必要がある。

【キャリア形成に通じる教育の推進】

• 学力面、貧困問題など福祉的な課題
も含めた、子どもの「生きる力」を養う
ような施策に取り組んではどうか。

• 子ども達の視野を広げ「生きる力」を
育むためにも、海外生活を体験する
など、夢を持てる取組も重要ではない
か。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

1-2-2（P7）

スクールカウンセラー事業
小・中学校へスクールカウンセ
ラーを配置。

1,538

1-2-2（P7）

発達障がいサポート事業
小・中学校へ発達障がいサポー
ターを派遣。

516

1-2-2（P7）

家庭児童相談員の配置

区役所へ家庭児童相談員を配
置し、相談指導や要保護児童の
調査等を実施。

951

1-2-2（P7）

スクールソーシャルワーカー
派遣事業

スクールソーシャルワーカーを
小・中学校へ派遣し、関係機関
との連携強化を図る。

276

1-3-1（P8）

小・中学生の
学習意欲向上事業

全小学校と一部の中学校を対
象に漢検受験の支援。

321

1-3-1（P8）

中学生の英語力向上事業
全中学校において英検受験の
支援。

187

1-3-1（P8）

子ども学習サポート事業
休暇中や放課後の小・中学校に
学習指導員を派遣。

749

1-3-1（P8）

住之江区基礎学力アップ事業

放課後の中学校校舎を活用し、
民間の塾事業者等との連携によ
り課外授業を実施。

11

1-3-2（P9）

キャリア教育推進事業
様々な職業従事者や体験者に
よる出前授業を実施。

243

1-3-2（P9）

中学生の海外派遣事業

区内の公立中学生を海外に派
遣し、グローバルな感覚などを
身に付ける人材を育成する。

500

1-3-3（P9）

小中一貫校における
特色ある教育環境づくり事業

平成30年4月に開校する「咲洲

みなみ小中一貫校」において、
e-ラーニング教材を導入する。

39



【福祉・健康部会】

平成29年度区運営方針の進捗と課題 いただいた主なご意見 平成30年度事業

項 目 進捗状況等

地域ぐるみで子育
てする環境整備

待機児童解消の取組
• 80人規模認可保育施設：一事業者決定
• 小規模保育施設：二事業者決定
• 庁舎内保育施設：一事業者決定

子育て情報の発信
• 広報誌さざんか（毎月「わくわく子育て」を掲載）
• 子育てマップ（年1回）
• 子育て情報紙「わいわい」の毎月発行（HPでも掲載）
• 地域の子育て情報を随時SNSに掲載

気軽に子育ての相談ができる居場所づくり
• 子育てサロン・つどいの広場、学校等への職員派遣

支援を必要とする
人々を支える
体制づくり

身近な地域の人々による見守り活動
• 区ＨＰ、ＳＮＳ等での情報発信

• 「地域福祉防災」をテーマにしたオープンミーティング
の実施

次世代の担い手の育成

• 見守りあったかネットサポーター養成講座、リーダー養
成講座

• 企業等との協定

• 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業
と見守りあったかネット事業の再構築の検討

地域で取り組む
健康づくり

運動の習慣化による健康づくり

• ウォーキングマップの増刷と、「まる得健診」、地域健
康講座で実行しやすい運動などを紹介

健康に過ごすための食生活

• 食生活：「まる得健診」での体験型食育ブースや各種
食育講座を開催

地域で活動する団体との連携による健康づくり

• 松の会やすみれ会、食推協の団体と連携した講座を
協働で開催している。

暮らしを支える
セーフティネット

就労による自立支援
• 区内介護事業者への更なる周知と雇用支援
• 生活保護受給者等の適性に応じた相談・助言
• 総合就職サポート受託事業者との一層の連携

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

【地域ぐるみで子育てする環境整備】
・平成29年度の目指す状態で、子育

てに対する不安感、負担感が減って
いると感じることができる状態とはど
のような状態をいうのか。

・地域行事に参加する子どもが少な
く、地域によっては町会未加入の家
庭の子どもは町会のイベントに参加
できず、子どもの居場所がないとこ
ろもある。子どもの学力低下など、根
底には貧困問題があると考える。区
として子どもの貧困対策ができない
か。

【支援を必要とする人々を支える
体制づくり】

・一人住まいの方や、徘徊高齢者の
見守り体制を強化する必要があるの
ではないか

【暮らしを支えるセーフティネット】

・就労支援について、生活保護受給
者等に就労支援を行う事業者と介護
人材就労コーディネーターとの連携
がうまくいっていない。

・介護事業所に就労しても、仕事が
きつく、長続きしない。

事業名 事業概要
予算（案）

万円

1-1-1（P4)

待機児童解消の取組
適切な施設のあっせんなどによる
待機児童解消

―

1-1-2（P5）

なにわっ子すくすくスタート

広報紙やSNSを用い、区内子育て

関連事業および取組みに関する
情報を発信する。

35

1-1-3（P5）

すみのえ子どもの居場所
づくり支援事業

区内の子育ておよび子どもに関
する団体や従事者のネットワーク
形成に資する連絡会や勉強会等
を実施する。

14

2-1-1（P12）

ふだんのくらししあわせプラ
ン推進支援事業

「ふだんのくらししあわせプラン」
に基づく地域福祉への意識の向
上、参画へのきっかけづくりの場
を設ける。

39

2-1-1（P12）

こどもの居場所づくりなどに
対する支援

こどもの居場所づくりなど地域で
の取り組みに対して支援していく。

―

2-1-3（P13）

見守りあったかネット事業

各地域にコーディネーターを配置

見守り活動の体制構築・推進維
持に資する研修等を実施する。

1,220

2-1-4（P14）

地域による人と家の
見守り活動支援事業

既存の地域福祉のネットワークを
活用しながら、予防的な空家対策
のための体制づくりを行う。

470

2-2-1～2-2-3(P15.16)

地域健康講座、まる得健診
など

幅広い世代への①運動の習慣化
②食生活の改善による健康づくり
を、地域で活動する団体等とも連
携し、啓発・指導を行う。

43

2-3-1（P17）

介護人材
就労コーディネート事業

・総サポ事業者と介護人材就労
コーディネーターとの齟齬が無い
よう、連携を進めるとともに、雇用
者側のニーズに沿う求人求職の
マッチングに努める。

・生活保護受給者等の適性に
あったアドバイスを行い、就労意
欲を醸成させる。

・就労先として、高齢者、障がい
者および児童福祉など、区内の
社会福祉関係の事業所への就労
に広げる。

192



【魅力・ブランド部会】

平成29年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況等

歴史と文化を生
かした魅力の創
造、発信

「すみのえ・南港 光のワンダーランド」の開催（H29.12.23・24）
・南港ATCにおいて特殊効果花火のほか大学などと連携し、より
地域色を出せるコンテンツを企画・実施。参加者数約46,000人。
・平成30年度も引き続き、実行委員会として参画する予定。

「会所会」の開催（予定）（H30.3.18）

・加賀屋新田会所跡において、地域と連携するとともに、関係先
と調整し、施設の魅力を活かした新たな取組を実施（予定）。

・当区地域資源のさらなる活性化と魅力向上が図れるよう現在
企画中。

アートを活用した
まちづくり

「すみのえアート・ビート2017」の開催（H29.11.12）

・名村造船所大阪工場跡地を中心に、北加賀屋地域の特徴で
あるアートをテーマとしたイベントを実施。参加者数7,500人。

・北加賀屋のブランド力がさらに高まるよう、壁画アートによるス
タンプラリーをはじめアート企画を拡充した。

分かりやすい広
報

広報紙「さざんか」

・より分かりやすく、魅力ある内容となるようページ数を増やすと
ともに紙面構成を刷新
・地域情報の収集を行い、地域に根差した記事を掲載

多様な手法を活
用した情報発信

ＳＮＳ
・新たに災害時の避難情報についてもFacebookを活用するなど、
タイムリーで迅速な情報発信に対応

広聴機能の充実

区民モニター

・区民モニターの取組について、より多くの区民に知っていただ
けるよう、募集時に合わせ、広報紙の特集を組み周知を図った。
・区民モニターのほか、街頭アンケート等で区民ニーズを把握

事 業 名 事業概要
予算額
（千円）

3-1-1（P19）

地域資源を活用し
た住之江ブランド
力向上事業

・当区に素晴らしい地域資源が
存在することをより多くの区民に
知っていただくため、協働の輪を
広げながら、イベント等を通じた
魅力の発信や活性化を図る

330

3-1-2（P20）

近代化産業遺産
（名村造船所大阪
工場跡地）を未来
に活かす地域活
性化プラン

・地域への波及効果が高まるよう
企画を拡充するなど、地域の活
性化につなげる

2,200

5-1-1（P33）

区の広報事業

・住みます芸人（吉本興業）との
協働を通じて、区政や地域情報
の発信力を高める

・広報紙「さざんか」のページ数を
増やすほか、区役所総体で編集
に参画することにより、より有用
で魅力的な紙面づくりを進める

・まちづくりセンターとの連携も深
めながら、地域イベントをはじめ
地域情報の発信を強化する

18,309

5-3-1②（P39）

区の広聴事業

・必要に応じて地域別の集計結
果を活用するなどし、区民モニ
ターを今後の施策・事業の効果
のさらなる向上につなげる

1,183

平成30年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

【ブランド力の向上】

・歴史的なものも含め、住之江区
の自慢できる魅力を効果的に紹
介・発信する必要がある。

・イベントなどの情報について、地
域別にFacebookなどで発信して
はどうか。

・加賀屋新田会所跡について、地
域と連携して魅力を発信するとと
もに、外国人を含めて、訪れた人
がSNSで拡散したくなるような工夫
が有効ではないか。

【情報発信の充実】

・地域情報をきめ細やかに届ける
ためには、まちづくりセンターが
行っている広報（HPなど）が有効

であり、区民へ広く周知する必要
があるのではないか。

【広聴機能の充実】

・区民モニターなどのアンケートに
ついて、地域別に集計の結果を
出してはどうか。

いただいた主なご意見



【安全・安心部会】

平成29年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況等

住之江区防災計画
の改訂

• 平成29年12月19日、「安全・安心部会」で意
見聴取。

• 平成29年12月27日から平成30年1月26日ま
でパブリック・コメントを実施。

• 平成30年3月改訂予定。

防災意識の向上に
向けた啓発

• 地域防災担当会議を実施。（5月26日）
• 防災リーダー研修を実施。（8月26日）
• 防災講演会を実施。（6月17日）
• 防災出前講座を実施。（14回）

• ホームページ及び広報紙（さざんか）を活用
した啓発を実施。（各3回）

地域の自主防災組
織等への支援

• 地域の自主防災組織による避難所開設訓
練を支援。（11/14地域）

• 避難所開設訓練の実施前にワークショップ
を実施。（24回）

• 地域の自主防災組織による住民避難訓練
等を支援。（13/14地域）

街頭犯罪の抑止
• 子どものための見守りカメラを設置。（16台）

• 青色防犯パトロールカーなどによる地域の
巡回パトロールを実施。（全開庁日）

防犯意識の向上に
向けた啓発

• 防犯出前講座を実施。（54回）

• ひったくり防止カバー取付キャンペーンを実
施。（27回）

• 自転車マナーアップキャンペーンを実施。
（10回）

• ホームページ及び広報紙（さざんか）を活用
した啓発を実施。（各3回）

• 「こども110番の家」の拡充のため事業所等
に協力依頼。（新規登録13件）

事 業 名 事業概要
予算（案）
万円

4-1-2(P27)

防災意識の向上に
向けた啓発

• 防災リーダー研修をはじめ、地域にお
ける各種防災訓練のサポートや防災出
前講座を実施。

• ホームページや広報紙（さざんか）など
のツールを活用した啓発を実施。

261

4-1-3(P27)

津波避難ビルの確保
• 津波避難ビル確保のため企業等に協
力依頼を実施。

―

4-1-3(P27)

避難所の初期対応に
かかる連携

• 水害を含め災害時に避難所となる学校
における初期対応が円滑に進むよう、
あらかじめ使用する教室を定めるなど
学校や地域と連携

―

4-2-1(P28)

家庭での災害の
備えの啓発

• 地域の防災訓練をはじめ、防災出前講
座など、あらゆる機会をとらえて「備え」
の啓発を実施。

• ホームページや広報紙（さざんか）など
のツールを活用した「備え」の啓発を実
施。

―

4-2-2(P29)

地域の自主防災組織
等への支援

• 地域の自主防災組織による防災訓練
などの実施を支援。

• 各地域の実情に応じた「地区防災計画
（わがまち防災プラン）」の作成を支援。

4

4-3-1(P30)

街頭犯罪の抑止

• 関係機関と連携し、通学路等に子ども
のための見守りカメラを設置。

• 青色防犯パトロールカーなどによる地
域の巡回パトロールを実施。

37

4-3-2(P31)

防犯意識の向上に
向けた啓発

• 防犯出前講座を実施

• ホームページや広報紙（さざんか）など
のツールを活用した啓発活動を実施。

―

4-3-2(P31)

ひったくり防止カバー
の普及

• ひったくり防止カバーの取付キャン
ペーンを実施。

―

4-3-2(P31)

こども１１０番の家
• 「こども110番の家」の登録の拡充のた
め事業所等に協力依頼。
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平成30年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

【防災関係】

• 防災関係の知識や情報を知らせるこ
とは重要である。

• 各避難所には食料等の備蓄がある
が、十分な量ではない。区役所では
各家庭での「備え」の必要性を防災講
演会や各地域の防災訓練等で啓発し
ているがまだまだ浸透していない。

• 学校の統廃合に伴う避難所の指定変
更や、地域内に避難所が1か所しか

ないなど、地域の実情を考慮した避
難所のあり方を考えていく必要があ
るのではないか。

• 大和川の避難勧告が出たとき、教室
に入ることができず廊下で過ごす事
例があった。教室のカギの保管等に
ついて検討してほしい。

【防犯関係】

• 防犯カメラは犯罪抑止に貢献してい
る。昨年度は自動販売機の防犯カメ
ラを含め公園等に新たに設置された
が、今後も増やしてほしい。

いただいた主なご意見


