
【様式４】

1 H30.5

より一層学校と地域が連携を深めるために、学校や地域の取組について学校間で
情報共有してはどうか。

引き続き区政会議や学校協議会、区教育行政連絡会など様々な機会を捉えて意見を聴
取するなど、地域や学校などと連携を深めるとともに、他の学校や地域の取組について情
報をまとめ共有する方策を検討する。 ①

外部評価意見への対応方針

番
号

年
月

外部評価意見 対応方針
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類

3 H30.5

・「わいわい」にはいろいろな子育て支援の場が掲載されているが、利用者に聞くと
利用するところが固定化しているようである。そのほかの子育て支援の場も利用し
てもらえるよう、スタンプラリーなどの取組みをしてはどうか。

・子育てマップなどについては、区内スーパー等に設置済みである。引き続き区広報紙で
配架に協力いただける企業や店舗をを募集するなど、より手にとっていただきやすい配架
場所を開拓する。 ②

2 H30.5

子どもの体力面の課題解消に向け、運動系のキャリア教育などに取り組んではどう
か。

引き続き区が実施するキャリア教育推進事業におけるトップアスリート等と連携した運動プログラム
を実施するほか、プロスポーツチームと連携を図りながら取り組んでいきたい。

①

5 H30.5

・見守りあったかネットサポーターや認知症サポーター養成講座等の受講者が、受
講後に活躍できる場を設けてほしい。

・ふだんのくらししあわせプラン推進支援事業においてSAlive実行委員会と共に「防災」を
テーマとして地域福祉を考える取組みを行っており、住之江地域と連携し、防災訓練に地
域福祉の視点を取り入れることを試みたり、要援護者の視点からの防災についての啓発
動画を作成したりするなど、体験をとおした地域福祉を考える機会創出に努めている。ま
た、見守りあったかネット事業の一環として、徘徊模擬訓練を実施し多様な支援の担い手
に参加いただき、認知症高齢者の徘徊について体験型の研修を行った。

①

4
H30.5
H31.2

・子育てマップなどを知らない人もいる。ファストフード店やコンビニ等、子育て世代
の目につきやすい配架場所の開拓を始めてほしい。
・スーパー、コンビニ、ファーストフード店とのパートナーシップ制度を設けられない
か。

・子育て世代の行動の傾向を踏まえ、情報を容易に入手し、子育て関連施設を利用しやすいよう、
スーパー等への配架に加え、ファストフード店やコンビニ等新たな配架場所を引き続き開拓する。
・デジタルマップ等のICTの活用を推進している。
・制度づくりについて検討する。 ①

7 H30.5

・健康づくりという点で、まちづくりセンターが実施している企業・NPO・学校・地域交
流会との連携はあるのか。

・まちづくりセンターが実施している学校や企業、地域、NPOなどとの連携については、同
センターと連携して取り組むことを検討したい。

②

6 H30.5

・区から企業へ健康づくりについて啓発するとともに、企業から地域へ企業内の健
康づくりに資する研修等について情報発信し、地域の方も参加できるようにすれば、
企業と地域が連携できるのではないか。

・まる得健診すべてを実施することはできないが、安易に測定できる器具を使用した測定
会などを実施することを検討する。

①

9 H30.6

・「会所会」において、地域や関係先とのコラボレーションを深め、引き続き魅力ある
取り組みを進めてほしい。

・新たな地域資源を開拓するとともに、地域や関係先とより一層連携を深めながら、魅力
あるイベントとなるよう検討する。

①

8 H30.5

・介護人材就労コーディネート事業は、就労先を介護事業所以外の企業に広げない
のか。
また、就労後も引き続き就労先で研修やサポートをすることが必要である。

・介護事業所に加え、高齢者、障がい者及び子育て支援にかかわる福祉関係の事業所
への就労に意欲的な生活保護受給者等を介護人材として育成するとともに、雇用者側の
事業所等に、受入れに際して助言を行い就労後も支援する。
・委託事業者において、就労後のフォローアップを行っている。 ①

11 H30.6

・広報紙のページ数については現状で十分なので、より内容を充実させることが大
事である。

・広報紙「さざんか」について、１６ページのまま掲載内容の充実を図る。
・また紙面構成ではより区民の生活に密着する記事として、健康に関する情報面を充実
するなど、内容の充実を図る。

②

10 H30.6

・「アート・ビート」において、SNSの活用などにより、北加賀屋エリアの魅力を発信す
るなど、新たな手法を取り入れてみてはどうか。

・すみのえアート・ビート2018において、北加賀屋エリアの魅力をより一層発信するため、
インスタグラムなどのSNSの活用を図るなどの新たな取り組みを検討する。

①

13 H30.6

・区民モニターアンケートだけでなく、市民の声など様々な意見やニーズを届ける機
会や手法の周知も必要である。
・アンケートの設問がわかりにくいので、工夫が必要である。

・アンケート実施項目を精査し、より効果的なアンケートとなるようにする。また分かりやす
い設問として区民ニーズを的確に把握できるようにする。
・ご意見箱の設置やイベント時のアンケートを実施し、区民ニーズを把握する。
・広報紙の懸賞応募を活用したアンケートを電子アンケートシステムを利用して実施する。 ②

12 H30.6

・イベント等の情報は参加しやすいようにタイムリーに発信してほしい。
・子育てサークル等、月単位でイベント情報を流していくと参加しやすい。

・広報紙で不足する情報やタイムリーな情報発信を行うため、ホームページやSNSを引き
続き活用して情報発信を行う。
・SNSの持つそれぞれの特色を生かした情報発信を行う。

②

15 H30.9

・中学生の海外派遣事業は子どもたちにとって非常に貴重な体験になる。今後も継
続して実施してほしい。
・さらに、派遣されていない生徒とも学んだことや感じたことを共有することも重要で
ある。学校と連携し派遣生の体験を共有する機会を作ってはどうか。

・引き続き、区内の市立中学校に在校する中学生を海外に派遣する。
・派遣生の帰国後、各学校が趣向を凝らして報告会等を実施し、学んだことや感じたこと
を派遣されていない生徒と共有している。引き続き学校と連携して、体験等をより共有でき
るよう取り組む。 ①

14 H30.6

避難行動要支援者名簿を活用することは大切なことだが、名簿に掲載されない独居
老人等をどう見守っていくのかが課題。

名簿掲載の有無に関わらず、地域での助け合い活動を促進するため、町内会やマンショ
ン棟など身近な地域単位での避難行動計画の作成を支援する。

①
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②

17
H30.9
H31.2

・中学生等若い世代に向けた見守りサポーター養成講座や認知症サポーター養成
講座を実施する仕組みがあるとよい。
・学校向けに認知症サポーターやあったかネットサポーター養成講座のPRをしてほ
しい。

・南港北中学校において、中学生を対象とした認知症サポーター養成講座を行っており、
こうした取り組みを広げていくことで中学生にも地域での支えあいの輪に入っていただくこ
とは意義あることと考える。「見守りあったかネットサポー養成講座」についても企業や学
校での開催を目標としており、学校との取組みについても検討していく。 ①

16
H30.9
H31.2

・子どもサポートネット事業は学校や区だけでなく、地域の力も借りて進めてほしい。 ・本事業は、対象の児童・生徒やその家族のセンシティブな情報を取り扱うため、モデル
区全体の取扱いとして、事業開始時に市の個人情報保護審議会への諮問を経たうえで、
会議構成員は法令上守秘義務を負う者に限定することとなっている。しかしながら、地域
の中にも一定顔の見える関係づくりができており、ふだんから少ししんどいこどもを見守っ
ていただいている例もある。本事業を実施する他の6区とともに個人情報の取扱いなどの
課題について検討を行うとともに、複合的な課題を抱えた要援護者に対して他区でモデル
実施している、総合的な相談支援体制の整備の動向を踏まえながら、その活用を含めた
検討を行う。

①

19 H30.9

・介護人材就労コーディネート事業において、地域で実施している活動やイベント等
を職場体験の機会とすることはできるか。

・総合就職サポート・介護人材就労コーディネート事業において、事業参加者の個々の状
況に応じて、地域職場の見学や初任者研修などへの参加を促し意欲を高め就労に繋げ
ていきたい。

①

18 H30.9

・空家対策に関わる担当部署が複数あるが、相談窓口を一本化してほしい。 ・課題解決のためには、居住の状況や建物の危険性に合わせてふさわしい部署をご案内
する必要が生じることも多くあるものの、可能なものは区役所から担当部署へつなぐ、ま
た、担当部署についてわかりやすく広報するなど、お困りになられている方のお気持ちに
沿った対応に努める。 ⑤

21 H30.9

アンケートについて、紙だけでなくWebのアンケートフォームを活用すればより多くの
区民ニーズを把握できる。

区民モニターアンケートの方は、紙ベースのものとパソコン等から回答いただく電子アン
ケートシステムがあるので、ご意見でいただいたGoogleフォームについては、アンケート作
成が簡単、自動で回答結果を集計してくれるなどのメリットがあるようなので、区の広報戦
略会議で紹介し、利用について議論していきたい。 ②

20 H30.9

・アート・ビートにおいて、地元の子どもたちの参加を促して、地域への波及につなが
るよう検討してみてはどうか。

・地元の学校等の参加による地域への波及を図るなど、北加賀屋エリアの活性化につな
がるよう検討する。

①

23 H30.10

家庭での備えを３日分との認識が根強いが、大規模災害時を考えると１週間分は必
要との認識を高める必要がある。

非常備蓄品の備えの周知については、区広報紙やホームページ、フェイスブック等SNSに
よる情報発信、防災訓練、出前講座等、あらゆる媒体や機会を通じて実施した。
また、防災パートナーなど連携を進めている企業等に、防災マップや啓発チラシの配架の
協力をいただく。 ①

22 H30.10

大規模災害時に企業やコンビニ等との連携など具体的に進める必要がある。 企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会のテーマを「防災」とし、「企業」と「地域」が出会う場を提供
し、津波避難ビル協定企業をはじめ、物資等の協力企業との連携を深めてきた。

②

25 H31.2

・待機児童ゼロについて知られていないので、もっと発信しても良いのではないか。 ・現在区HPには保育所の空き情報を毎月掲載している。今後はさらに子育て世代に伝わ
りやすいよう、SNS等を活用し情報発信を行う。

①

24 H31.2

・不登校の児童・生徒について、学校の先生が登校支援を行っていると聞いている。
学校の先生が登校支援を行うには限界があると思うので、地域と連携して取り組ん
ではどうか。

・現在、登校支援については発達障がいサポート事業を活用し取り組んでいる。今後、地
域の方に本事業を周知し、登校支援が必要な児童・生徒と関係づくりができている方にサ
ポーターになってもらうなど、地域と連携して取り組む。 ②

26 H31.2

・まる得健診を地域に巡回して血管年齢や骨密度の測定ができないか。 ・まる得健診すべてを実施することは難しいが、一部の実施を検討する。

②

29 H31.2

・アート・ビートにおいて、他にも素晴らしいコンテンツがあるのに、ラバー・ダックの
人気が大きく、それ以外のものが目立っていない。

・より多様なコンテンツを楽しんでもらえるよう、イベント内容を工夫する。

②

28 H31.2

・会所会などのイベント開催については、もっと早く広報すべきである。 ・イベントの開催に係る広報は、開催時期や内容を考慮し、詳細が決定してから広報を行
うのではなく、先に開催日程を区ホームページに掲載するなど、早目の広報に努め、多く
の方に参加いただけるようにする。 ②

27 H31.2

・G20の開催など、区民に関心の高い情報については、分かりやすい広報を行うべ
きである。

・区民に関心の高い情報については、区のホームページでも目立ちやすい位置にキー
ワードを置き、また知りたい情報にすぐに行き届くことができるようにするなど、分かりやす
い広報に努めていく。

30 H31.2

治水対策としては、雨水の一時貯留という方法もある。
防災パートナー等の企業に対し,SDGsの取組として雨水対策の協力依頼をすること
も有効ではないか。

大阪市では、大雨による下水への雨水の急激な流れ込みによる内水型氾濫を防ぐため
に、一定規模以上の土地利用をする際には「雨水流出調整に関する実施基準」に基づき
排水の規制をかけている。また、市民にも「雨水貯留タンク普及促進助成制度」を設け、
雨水の一時貯留の促進に取り組んでいる。関係部署と連携しながら取り組みを進めてい
く。

①
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32 H31.2

社会安全学の教授など、専門家にまとめ役として入っていただくこともよいのでは。 住之江区では、公立大学法人 大阪市立大学と、平成25年に地域防災に関連する連携協
定を締結してる。市立大学の、地域の安全安心のまちづくりの推進と大学の教育・学術研
究機能をさらに高めることを目的として設置された「都市防災教育研究センター（CERD）」
との連携をすすめ、専門家の見地から意見をいただく。

①

※分類　　①当年度（30年度）において対応　　②元年度運営方針に反映または元年度に対応予定　　③元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

34 H31.2

防犯カメラでなくても、監視をしていることが伝われば犯罪抑止効果につながるので
は。そういう工夫も必要。

青色防犯パトロール等を継続するとともに、警察等の関係機関と連携し、防犯カメラを活
用するなど引き続き街頭犯罪の抑止の取り組みを進める。

①

33 H31.2

各連合の福祉会館などに避難所とは別に物資を備蓄をする場合に、地域活動協議
会の補助金以外に区役所から何らかの補助をしてもらうことは出来ないのか。

地域の福祉会館等に自主避難される方のために備蓄物資を備えていただくことは、地域
の皆さんの安心にもつながる取組と考える。ただ、基本的には避難される方ご自身により
備えていただきたいと考えており補助制度等は持っていない。
公的支援としては、災害時避難所に備蓄物資を配備しており、その一部を会館等に分散
して配備・管理いただくという工夫は可能と考える。ただし、水害を想定すると3階以上の
部屋で管理いただく必要がある等の制約がでてくる。

③

31 H31.2

企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会の取り組みはよかった。しかし、初めてのこともあり
地域・企業とも何が出来るのか、気持ちはあるけれど手探りの状況であった。引き
続き開催していくことで、その中で連携が生まれてくるのではないか。

交流会をきっかけとし、津波避難ビル協定や防災パートナーとなっていただける企業との
繋がりが生まれた。今後はこういったつながりを深めるとともに、企業所在地域とのつな
がりづくりを進める。また、引き続き交流の場づくりについても検討していく。 ①
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