
令和2年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について
【子ども・教育部会】

前回の区政会議でいただいた主なご意見

令和元年度区運営方針の進捗と課題

意見項目 主なご意見

【1-2】

保護者、地域、
区全体で支える
学校教育

• 学校の様子など、保護者以外の地域の者にもよく分かるよう情報発信して
ほしい。

• 各施策の取組内容について情報発信してほしい。

【1-3】
先進的教育に
チャレンジ

• キャリア教育は大変意義があるため、内容を充実して実施してはどうか。

項 目 進捗状況等

【1-2】

保護者、地域、
区全体で支える
学校教育

【1-2-1】地域と一体になった学校運営

• 学校協議会や区教育行政連絡会へ参加し、学校や保護者から意見聴取を行って
いる。充実した学校への支援に向け、引き続き地域などから深く意見やニーズを聴
取するとともに、広報紙やHPを活用し、学校の様子や区の施策について情報発信
を行う。

【1-2-2】児童・生徒、保護者への様々な支援

• 「こどもサポートネット」を活用し、学校の福祉的課題の解決に向け取り組んでいる。
児童や保護者は複合的な課題を抱えており、重層的な支援が必要がある。

• 「スクールソーシャルワーカー派遣事業」は学校からのニーズが高い。

• 「スクールソーシャルワーカー派遣事業」「スクールカウンセラー事業」「発達障がい
サポート事業」について、次年度における効果的な運用に向け関係先と検討中。

【1-3】
先進的教育に
チャレンジ

【1-3-1】学習意欲の向上に向けて

• 漢検、英検の受験支援に取り組んでいる。学力向上に向け、学校と連携した取り組
みを行う必要がある。

• 平日の放課後や、長期休暇中等の学校に学習指導員を派遣し、学習できる場を設
けている。

【1-3-2】キャリア形成に通じる教育の推進
• 様々な職業従事者やプロスポーツ選手による出前授業を実施している。
• 区内に在校する市立中学生７名をカナダへ派遣した。
• プロの音楽団と連携した小学生対象の吹奏楽体験の開催に向け企画検討中。
事業の継続のためには新たな財源を確保する必要がある。

• キャリア教育のさらなる内容の充実に向け取り組む必要がある。

【1-3-3】ICTの活用
• 咲洲みなみ小中一貫校におけるパソコン等を活用したe-ラーニング授業や、ロボッ
トを活用したプログラミング授業を実施している。

事 業 名

スクールカウンセラー事業

発達障がいサポート事業

家庭児童相談員の配置

スクールソーシャルワーカー派遣事業

こどもサポートネット事業

小中学生の学習意欲向上事業

中学生の英語力向上支援事業

こども学習サポート事業

住之江区基礎学力アップ事業

キャリア教育推進事業

住之江区中学生の海外派遣事業

芸術文化青少年育成事業

小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業

令和元年度事業

継続・見直しの別

継続

効果的な運用に向け、

検討中

継続

両事業を統合し
効果的な運用に向け

検討中

継続

継続

継続

継続

継続

継続

財源を確保の上、

継続

継続

令和2年度における新たな取組み(案）

概 要

• より充実したキャリア教育となるよう事業内容を検討。
• 学校の福祉的な課題解決力の向上に向けた各施策の運用を検討

• 支援が必要な児童生徒に対し、基礎学力が定着するよう関係機関と連携した施
策を検討。

関連する取組
令和２年度の
方向性（案）

取 組 名

学校の取り組みや区役所施策等の情報発信

継続・見直しの別

手法を工夫して

継続

令和２年度の
方向性（案）
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令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について
【福祉・健康部会 ①】

前回の区政会議でいただいた主なご意見

令和元年度区運営方針の進捗と課題

意見項目 主なご意見

【１-１】

地域ぐるみで子
育てする環境整
備】

・子育てサロン等のチラシを小児科等の病院に配架できないか。

・子育てサロンに子育てプラザや区役所職員もさらに参加してほしい。
・妊婦のときから区役所等相談窓口を活用してほしい。

項 目 進捗状況等

【１-１】

地域ぐるみで子育てす
る環境整備

【１-１-１】待機児童解消の取組
・31年4月1日時点での待機児童は0人であった。

・大規模マンション開発に伴う保育需要の増大可能性への対応とし
て、保育所整備の働きかけなど担当局と連携して取り組んでいる。

【１-１-２】子育て情報の発信
・子育て層の生活スタイルに合わせられるよう31年度当初からデジ

タルマップによる子育てマップの運用を行っているが、先行実施区
に比べ閲覧数が伸びていないため、閲覧・利用数を伸ばせるよう
普及を進めていく。

【１-１-３】気軽に子育ての相談ができる居場所づくり

・妊婦の時から相談窓口を活用してもらえるよう、「大阪市版ネウボ
ラ」の取組みとして、母子健康手帳交付時の担当保健師の周知や
面談の実施などを継続し、繋がりの強化を一層充実する。

・広報紙の特集やリーフレットを活用し、子育て層がすぐにアクセス
できる相談先を網羅し周知していく。

・乳幼児健診の受診率や４・５歳児の保育率は高いが、その他の
年齢層については、アプローチする機会が少なく、状況把握や対
応が難しい。

・こどもサポートネット事業をモデル実施するなど、支援の必要な児
童への対応を行っているが、児童や保護者は複合的な課題を抱え
ており、重層的な支援が必要がある。

・大阪市全体で重大虐待ゼロに向けた取組みを進めている。他都
市事案では、自治体間で情報共有が不十分であることが問題と
なっている。

事 業 名

すみのえ子ども子育て支援事業

児童虐待対策
（要保護児童対策地域協議会の運営等）

ドメスティック・バイオレンス対策

大阪市版ネウボラ

令和元年度事業
令和２年度の
方向性（案）

継続・見直しの別

継続

継続

継続

継続

取 組 名

家庭児童相談員配置事業

こどもサポートネット事業

関連する取組

継続・見直しの別

継続

継続

令和２年度の
方向性（案）

令和２年度における新たな取組み(案）

概 要

・デジタルマップの周知や、区内の保育所（園）・幼稚園等の情報を一覧できる機会
を設けるなど、未就園児童のいる家庭などが子育て関連情報を得やすくする取組
みを進める。

・健診の対象月齢以外の児童や、未就園児童のいる世帯へのアプローチの仕組
みの構築を進める。

・引き続き、こどもサポートネット事業等を通じて、学校等とも連携しながら、支援の
必要な児童や保護者の状況や悩みを傾聴し、各種支援施策の利用を働きかける。

・重大虐待ゼロに向け、転出入ケースの自治体間情報共有の徹底などマニュアル
に沿った対応を引き続き実施するとともに、学校選択制で校区外の学校へ通学し
ている児童・生徒などにも見守り・支援の目がより届くよう、関係者間の連携の仕組
みを検討する。
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令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について
【福祉・健康部会 ②】

前回の区政会議でいただいた主なご意見

令和元年度区運営方針の進捗と課題

意見項目 主なご意見

【２-１】

支援を必要とす
る人々を支える
体制づくり

・地域福祉視点の防災を考える動画「リアルな防災を考える」の貸し出し
をできるようにしてほしい。

・中学生に認知症サポーターやあったかネットサポーターになってほしい。

項 目 進捗状況等

【２-１】

支援を必要とする人々
を支える体制づくり

【２-１-１】身近な地域のひとびとによる見守り活動

・地域福祉視点の防災に関する取組みの参加者は固定化される
傾向がある。より多様な人たちの参加が望ましい。

・大学等と連携し、留学生等に地域福祉視点の防災の活動に参加
していただき、多文化共生等新たな視点を得る機会を創る。また、
地域福祉活動に実際に参加したいと思えるような啓発記事を区広
報紙へ掲載する。

【２-１-２】医療と介護とのネットワークの構築

・協議会（会議）を運営し取り組んでいる。「区民啓発」と「多職種連
携、研修」の取り組みを進めている。

【２-１-３】次世代の担い手の育成

・児童等に関する課題も含め、区内の福祉従事者や地域福祉活
動の担い手の課題意識を共有していく必要がある。また、児童・生
徒等も含めた次世代層の担い手育成が十分ではない。

・あったかネットコーディネーター・リーダー研修等を通じて、区内
の福祉従事者や地域福祉活動の担い手を課題意識を共有してい
く。また、一部の地域で実施する中学生等を対象とした見守りにつ
いて考える取組みを他地域でも進める。

【２-１-４】地域と人によりそった家の見守り

・人と家の見守り活動支援センター新規相談件数は昨年度並みに
留まっており、福祉関係者や所有者本人への周知を強化する必要
がある。
・区広報紙等にて空家対策にかかる特集記事を掲載する。

また、地域包括支援センター等と連携し、終活講座の一環として家
や資産の管理についての啓発講座を実施する。

事 業 名

見守りあったかネット事業

ふだんのくらししあわせプラン推進支援事業

空家等対策推進事業

地域による人と家の見守り活動支援事業

令和元年度事業
令和２年度の
方向性（案）

継続・見直しの別

継続

継続

継続

継続

取 組 名

見守りネットワーク強化事業（福祉局）

生活支援体制整備事業（福祉局）

関連する取組

継続・見直しの別

―

―

令和２年度の
方向性（案）

令和２年度における新たな取組み(案）

概 要

・日本語を母語としない方も含めた、地域福祉活動の促進を支援することを検討す
る。
・児童に関する課題についての研修や啓発を強化する。
・人と家の見守り活動支援事業については、事業実施3年目を迎えることから、この
間の取組み成果や課題を総括し、今後の展開を検討する。
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令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について
【福祉・健康部会 ③】

前回の区政会議でいただいた主なご意見

令和元年度区運営方針の進捗と課題

意見項目 主なご意見

【２-２】

地域で取り組む
健康づくり

・地域で実施している健康体操への参加者は多く、増加している。

【２-３】

暮らしを支える
セーフティーネッ
ト

・介護人材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ひ
ろげないのか
就労後も引続き就労先で研修やサポートをすることが必要である。

項 目 進捗状況等

【２-２】

地域で取り組む健康づ
くり

【２-２-１】運動の習慣化による健康づくり

・自身の健康に対する「無関心層」に働きかけるには周知勧奨が
必要であるため、引き続き「まる得健診」の充実させるとともに、区
役所以外の場所で「出前 ミニまる得健診（仮称）」実施に向け取
組みを進めている。

【２-２-２】健康に過ごすための食生活
・連続講座への参加者の増加を目指し啓発に取り組んでいる。

【２-２-３】地域で活動する団体、NPO、企業との連携による健康づく
り
・企業や団体の協力を得て第１回まる得健診を実施し、約150人の

人の参加があった。新規参加者を含めさらなる増加を目指し、「出
前 ミニまる得健診（仮称）」など啓発活動を充実する。

【２-３】

暮らしを支えるセーフ
ティーネット

【２-３-１】就労による自立支援

・元年８月末で３名の就労、引続き総合就職サポート事業と連携を
図り、就労のコーディネートを実施している。

介護施設以外に、保育施設での配膳等の他福祉関連施設での就
労先事業所の開拓を進めている。

事 業 名

健康づくり啓発事業

介護人材就労コーディネート事業

令和元年度事業
令和２年度の
方向性（案）

継続・見直しの別

継続

継続

取 組 名

総合就職サポート事業（福祉局）

関連する取組

継続・見直しの別

―

令和２年度の
方向性（案）

令和２年度における新たな取組み(案）

概 要

・さらに多くの地域で「出前 ミニまる得健診（仮称）」などの啓発活動を展開する。

・ウォーキングマップについて、区民の関心も高いため、より一層広報周知に努め
ていく。
・総合就職サポート事業との連携について、具体的に検討を進めていく。

資料３
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令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について
【魅力・ブランド部会】

前回の区政会議でいただいた主なご意見

令和元年度区運営方針の進捗と課題

意見項目 主なご意見

【3-1】

住之江ならではのブランド
力の向上

• 会所会などの年1回のイベントだけでなく、普段から加賀屋緑地になじめる
ような仕掛けが必要なのではないか。

• 「アート・ビート」については、より区民に愛着をもってイベントに参加しても
らえるような工夫をすると良いのでは。また地域の口コミなどを活用するた
めには早めの情報発信が必要ではないか。

• 小中学生・高校生に、区内各所にある歴史的・文化的施設などに積極的
に足を運んでもらう取組みの検討が有効なのではないか。

【5-1】
情報発信の充実

• 区民に情報が届くよう、そのタイミングやツールなど、さらに工夫が必要な
のではないか。

【5-3】
区の組織力の強化

• 民間企業のアンケートでは、回答者の中から抽選でプレゼントを行ってい
るケースが多い。区のアンケートでも検討してはどうか。

項 目 進捗状況等

【3-1】

住之江ならではのブランド
力の向上

【3-1-1】歴史と文化を生かした魅力の創造、発信
• 平成28年度から実施している加賀屋新田会所跡での「会所会」について、内容

の充実に加えて開催日程の早期公表や広報紙特集頁の活用などを実施予定。
区民へのより効果的な情報発信が課題であり、その方策の検討を進める。

【3-1-2】アートを活用したまちづくり
• 10月13日（日）開催の「すみのえアート・ビート2019」において、例年より、1か月

早い開催日公表や広報紙特集頁の活用などを実施。アートを活用した北加賀
屋の魅力発信にについて、イベント開催以外での有効な手段を検討する。

【5-1】
情報発信の充実

【5-1-1】分かりやすい広報
• 区民に情報がきちんと届いているとより感じていただく必要がある。現状は広
報紙等の紙媒体が主体であるが、区民アンケートを活用して区民のニーズを
把握・分析し、掲載内容に反映させていく。

• また、同アンケートを情報発信の機会と捉え、区の情報を盛り込むよう検討中。

【5-1-2】多様な手法を活用した情報発信
• 区民が紙媒体以外（Web、SNS等）から行政情報を入手する頻度が少ない。
Web等から入手したい情報を区民アンケートを活用して把握・分析し、対象者
層の志向性を踏まえた効果的な広報手法について検討中。

【5-3】
区の組織力の強化

【5-3-1】質の高い行政サービスの提供（②広聴機能の充実）
• アンケート実施方法や項目を精査し、より効果的なアンケートとし実施予定。
またアンケート協力者に対して抽選で記念品を進呈する等の仕組みを検討中。

事 業 名

地域資源（加賀屋新田会所跡）を活用した住之江
ブランド力向上事業

近代化産業遺産（名村造船所大阪工場跡地）
未来に活かす地域活性化プラン

区の広報事業

区の広聴事業

令和元年度事業 令和２年度の
方向性（案）

継続・見直しの別

より親しんでもらえ
る方策を検討の
うえ継続

地域へのより効果
的な波及方法を
検討のうえ継続

継続

継続

令和２年度における新たな取組み(案）

概 要

•区民の意向がより施策・事業に反映されるよう、区民アンケートの充実を図る。
•中学生や高校生など若い世代を対象としたアンケートについて実施を検討する。
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令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について
【安全・安心部会】

前回の区政会議でいただいた主なご意見

令和元年度区運営方針の進捗と課題

令和元年度事業
令和２年度の
方向性（案）

継続・見直しの別

地域と連携し継続

拡充

継続

取 組 名

津波避難ビルや福祉避難所などの確保

防災パートナー登録制度による企業などとの連携

「ナンコウを考える防災セミナー」

区役所と地域との連携による情報発信力の強化

詐欺被害防止に向けた防犯出前講座や区HP、
SNSなどによる啓発

見守り活動と連動した防犯パトロールカーなどの
巡回や情報提供の実施

関連する取組

継続・見直しの別

拡充

継続

継続

継続

継続

状況に応じ継続

令和２年度の
方向性（案）

令和２年度における新たな取組み(案）

概 要

家庭単位から防災の知識や意識を高める事業の実施

町会単位から防災意識を向上させる支援・事業の検討

ICTを活用し、地域・区役所が双方向での情報連絡ができる体制を検討

事 業 名

地域特性に応じた「地区防災計画（わがまち防災
プラン）」の作成支援

子育て世代をターゲットにした防災セミナーによる
人材育成

子ども110番の家事業

意見項目 主なご意見

[4-1]

災害に強い
まちづくり

・防災意識の啓発に向けた情報発信の強化に関して、地域においても回
覧板等により行っているがなかなか伝わっていない。
回覧板一つとっても情報が多く埋もれてしまいがちであり、工夫が必要。

[4-3]
防犯活動の充実

・子どもが巻き込まれる事件や事故が多発しているので、見守り隊に防
刃チョッキを導入するなどの検討も必要。

項 目 進捗状況等

[4-1]
災害に強いまちづくり

[4-1-1]防災計画に関する情報発信の強化

・住之江区防災計画に基づく防災マップは、災害に備える有効な
ツールであるが、認知度に課題がある。地域防災訓練や出前講座
などを通じて周知を進める必要がある。

・大和川の水害に備え、「大和川右岸水防事務組合」が国に要望
活動を行う際に、大阪市側の流域の現状を詳細に伝えることがで
きるよう、引き続き、市危機管理室と情報を共有する必要がる。

[4-2]

自助・共助による災害
への備え

[4-2-1]家庭での災害の備え

・災害発生時には、「自分の命を自分で守ること」が必要となるなか、
実際に備えができている割合が低く、行動につながるよう意識の向
上を図る必要がある。

[4-2-2]地域の自主防災組織等による備え

・大規模災害において混乱を最小限にとどめるために、各地域が
定める「地区防災計画（わがまち防災プラン）」の一層の充実が求
められる。そのため、地域防災訓練の内容や各町会単位の意見を
反映するなどの策定の支援を行う必要がある。

・防災訓練への参加割合が低い子育て世代や増加する外国籍住
民など様々な属性を対象とし、防災人材を育成する必要がある。

[4-3]
防犯活動の充実

[4-3-1]街頭犯罪の抑制に向けた継続的な取り組み

・近年、街頭などで子どもが巻き込まれる事件・事故が多発してお
り、青色パトロールカーなどによる巡回を強化する必要がある。

・街頭犯罪が減少し、犯罪発生の抑制に効果がある防犯カメラを
適正に維持・管理し、地域住民の要望に応え、警察と連携しながら
犯罪防止に取り組む必要がある。

[4-3-2]防犯意識の向上に向けた啓発

・特殊詐欺などの防止に向け取り組みは必要であり、防犯出前講
座やホームページ、Facebook、広報紙などを活用し情報発信する。
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