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子ども・教育部会（令和２年２月 13日（木）） 
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令和２年度住之江区運営方針(案)について 



令和２年度区運営方針（案）における事業
【子ども・教育部会】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

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

• 学期ごとに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必要がある。

【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。さらに「こどもサポートネット」と連携
しながらきめ細やかな学習指導を通じ児童の登校意欲の向
上を図る事業を検討している。

• 「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」「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
関係先と検討している。

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。

• 区内の中学生を対象に「加賀屋塾」「南港塾」を開設している。

【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。さらなる内容の充実に向け取り組む必要がある。

• プロの音楽団と連携した小学生を対象とする吹奏楽体験事
業の継続のためには新たな財源を確保する必要がある。

• 区内に在校する市立中学生７名をカナダへ派遣した。各校
においても報告会を実施した。

【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。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

• 学校の取り組みや区役所
の教育施策などについて、
学校や区のHP、広報紙な

どで情報発信を行っている
が、目を通さない保護者も
多い。保護者に直接、情報
が届くよう工夫できないか。

• 支援が必要な児童生徒は
年々、増加している。学習
面を含め児童生徒が充実
した学校生活をおくること
ができるようサポートする
必要がある。

• 「加賀屋塾」「南港塾」と
いった課外授業は効果的
である。

• 子どもの学習意欲を引き
出す方法は他にないか。

• プロの音楽団と連携した吹
奏楽体験は、子どもたちに
とって非常に貴重な体験に
なっている。財源確保の課
題もあるが、今後も継続し
て実施してほしい。

• 子どもの未来を切り拓く力
を育むために、幅広く職業
従事者等に講話等を実施
してもらってはどうか。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

1-2-1（P7）
地域と一体となった学校運営、学校支援

学校協議会への参加や区教育行政連絡会
の開催など、様々な機会を活用し保護者や
地域、学校と情報を共有。その中で、子ども
の学習意欲を引き出す工夫について意見
を交換する。

―

1-2-2（P8）
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。 （1,484）

1-2-2（P8）
こどもサポートネット事業

学校で発見した支援の必要なこどもや世帯
を、区役所等の適切な支援につなぐ（２年
度から全市で実施、スクールソーシャル
ワーカー派遣事業と統合）。

（1,599）

1-2-2（P8）
放課後学習チャレンジ教室事業

こどもサポートネットと連携し、支援が必要
な児童に対して放課後を中心に学習指導
員による学習を実施することで、基礎学力
を向上させ登校意欲の向上につなげる。

551

1-2-2（P8）
特別支援教育事業
（発達障がいサポート事業分）

小・中学校へ特別支援教育サポーターを派
遣。（特別支援サポーターと統合）

503

1-2-2（P8）
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。 （1,049）

1-3-1（P9）
住之江区国語力向上支援事業

全小学校と一部の中学校において漢検受
験の支援。 （234）

1-3-1（P9）
英語コミュニケーション推進事業

全中学校において英検受験の支援。 233

1-3-1（P9）
こども学習サポート事業

長期休業中や放課後の小・中学校に学習
指導員を派遣。

630

1-3-1（P9）
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。 （8）

1-3-2（P10）
キャリア教育推進事業

キャリア教育の内容を充実させ、様々な職
業従事者や体験者、プロスポーツ選手など
による出前授業を実施し、学習意欲や体力
向上にもつなげる。またプロの交響楽団な
どと連携し、吹奏楽のワークショップや演奏
会を開催。

（177）

1-3-2（P10）
住之江区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。
帰国後は学校と連携し派遣生による報告
会で体験を共有。

468

1-3-3（P10）

小中一貫校における特色ある教育環境
づくり事業

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。 （64）

資料１

新規

1



令和２年度区運営方針（案）における事業
【福祉・ 健康部会 ①】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

１-１

地域ぐるみで子育
てする環境整備

【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
必要である。

・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。

【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
の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。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

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
仕組みを検討してほしい。

・ネウボラはわかりにくくあまり知られて
いないのではないか。実際に支援が必
要な人に伝わり、利用できるように、発
信方法などを工夫したほうがよい。

・ネウボラで気になるケースについては、
主任児童委員など地域との連携をもっ
と深めてほしい。

―

保育園については、制度が変わってい
るので、子育て応援イベント等の機会も
活用し、保育所の制度や申し込み方法
を含めたPRなどができないか。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

１-１-１（P.4）

２歳児子育てケアプラン作成
事業

出産予定の保護者に子育てファイル
と支援計画を提供するとともに、２歳
児のいる世帯を対象にアンケートを
実施し、訪問を希望する家庭や回答
のない家庭を訪問、支援につなげる。

1,032

１-１-１（P.4）

要保護児童対策地域協議会
の運営等

ケース会議の活用など、関係機関と
の情報共有・調整を行い、保護・支援
が必要な児童等を支援。

―
１-１-１（P.4）

ドメスティックバイオレンス
（DV）対策事業

DV被害者の保護や自立支援を行う。

１-１-４（P.6）
家庭児童相談員配置事業

家庭児童相談員による子育て相談を
実施する。

（1,049）

１-１-４（P.6）
大阪市版ネウボラ

ネウボラを理解していただけるよう、
母子健康手帳交付時の担当保健師
を周知し面談を充実させ、個々の状
況に応じた支援計画を提供するなど、
妊婦の時から子育て期まで気軽に相
談してもらえるようにする。また、相談
内容に応じて地域で運営している子
育てサロンを紹介するなど地域と連
携して子育てに関する各種支援を利
用しやすくする。

‐

１-２-２（P.8）
こどもサポートネット事業

学校で発見した支援の必要なこども
や世帯を、区役所等の適切な支援に
つなぐ（２年度から全市で実施）

（1,599）

１-１-２（P.5）
待機児童解消の取組

関係局や待機児童解消特別チーム
と連携し、大規模マンション開発時の
保育所整備の働きかけ等を進める。

区ホームページやツイッターで保育
所の空き情報を発信する。

―

１-１-３（P.6）

すみのえ子ども子育て支援事
業

情報紙や子育てマップ（デジタルマッ
プ）、ホームページ、SNSにより、子育
て支援情報を発信。

26

１-１-３（P.6）
すみのえ こそだて博覧会

保育所（園）、幼稚園、認定こども園
等の制度等の説明や各園の情報提
供、乳幼児向け芸術公演や発育相
談、保護者の健康セルフチェック等、
子育て世代を支援する情報等を集め
た「博覧会」を開催する。

306

資料１
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令和２年度区運営方針（案）における事業
【福祉・ 健康部会 ②】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

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。

・大学等と連携したセミナーの開催や、留学生
等の活動への参加を通じて、多文化共生等新
たな視点を得る機会を持ち、身近な活動への
参加啓発のため、区広報紙に記事を掲載した。

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、福祉従事者や
地域福祉活動の担い手の課題意識を共有す
る必要がある。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、福祉従事者や地域福祉活動の担い手
の課題意識を共有する機会を３月に実施予定。
中学生等を対象とした見守りについて考える
取組みの実施地域を拡大。

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いる。福祉関係
者や所有者への周知を強化する必要がある。

・大学等と連携し、福祉関係者も含めた空家対
策の関係者や研究者等が参加する事例検討
形式のセミナーを開催。
・区広報紙に空家対策の特集記事を掲載。

・さきしま地域包括支援センターと連携し、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２月に実施予定。

令和２年度事業
これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

地域にいろいろな居場所があるが、男
性にも参加しやすいような声かけや工
夫が必要ではないか。

－

－

－

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

２-１-１（P.12）

ふだんのくらししあわせプラン
推進支援事業

・日本語を母語としない人の視
点も入れた地域福祉の推進をは
かる。

・ふだんのくらししあわせプラン
に基づく地域福祉に関する取組
への理解や参画のきっかけにな
るよう、各事業主体と連携したイ
ベント等の開催や、身近な居場
所などに関する情報発信を行う。

89

２-１-２（P.13）
在宅医療・介護連携推進事業

・「住之江区在宅医療・介護連携
相談支援室」の相談支援コー
ディネーターと協働し、連携体制
の構築を推進。

・支援課題をテーマに多職種研
修会、区民啓発講演会を開催し、
専門職の連携や区民の理解を
深める。

－

２-１-３（P.14）
見守りあったかネット事業

・地域における要援護者の見守
り活動を推進し、高齢者、障が
い者、児童の虐待防止の体制を
つくる。

・見守り等に関する相談対応等
窓口としてあったかネットコー
ディネーターを各地域に配置、
福祉の専門職を中心とした、
あったかネットリーダーと連携。

・各地域や学校、企業に対し
あったかネットサポーター養成
講座を実施。

1,217

２-１-４（P.15）

地域による人と家の見守り活
動支援事業

・人と家の見守り活動支援セン
ターを中心に、家屋所有者の課
題を整理、協力事業者につなぐ。

・福祉関連団体等との連携を進
め、空家になる家屋の情報等を
事前に把握したり高齢の所有者
にアプローチする。
・平成30年度からの実績を踏ま

え、マニュアル及び帳票等の整
備を行う。

453

資料１
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令和２年度区運営方針（案）における事業
【福祉・ 健康部会 ③】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

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。

・特定健診などと同時に開催している「まる得
健診」を２回実施した。

・「出前 ミニまる得健診（仮称）」の実施に向け
取組みを進めた。

２-２

地域で取り組む健
康づくり

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
取り組んだ。

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まる得健診（２回）
を実施し、３２３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、啓
発活動の充実を目指して取り組んだ。
・百歳体操について、さらなる増加を目指して、
区広報紙への掲載など啓発活動に取り組んだ。

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１２月末で５名の就労、引続き就労コー
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
福祉関連施設における就労先事業所の開拓
を進めている。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

・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。

・ウォーキングで区内の魅力あるスポッ
トを周るようなコースを紹介し啓発。他
の部会との連携も必要ではないか。

－

認知症予防の対策の１つとして、各地
域の生涯学習ルームなどで実施する手
作業なども活用してはどうか。

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。

・総合就職サポート事業とのより有効な
連携のあり方について検討が必要。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

２-２-１（P.16）
健康づくり啓発事業

運動の習慣化による健康づく
り

・ウォーキングマップの広報周知
等、生活習慣病予防となる運動
習慣の大切さについて区民の行
動変化につながるよう指導・啓
発する。

・まる得健診の新規参加者増加
をめざし、「出前ミニまる得健診」
などを開催。

38
２-２-２（P.17）
健康づくり啓発事業
健康に過ごすための食生活

・子どもから高齢者までを対象と
した食育を通じて、食生活による
健康づくりを推進。

２-２-３（P.17）
健康づくり啓発事業

・健康をテーマとした企業・NPO・
学校・地域交流会開催を検討。

・特定健診の際に、体力測定や
運動機能に関するチェックとアド
バイスや情報提供を実施する。

・地域のいろいろな取組みとも連
携し、健康づくりや介護予防の
推進に取り組む。

２-３-１（P.18）

介護人材就労コーディネート
事業

・介護事業所等に対し、専門的
知識を有する受託者が総合就
職サポート事業受託事業者と連
携を進めることで求人求職の
マッチング。

196
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令和２年度区運営方針（案）における事業
【魅力・ブランド部会】

項 目 進捗状況・課題等

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
• 3月14日開催予定の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
日程の早期公表を行い、広報紙特集頁の活用
などを実施している。より効果的な情報発信が
課題であり、その方策を検討する必要がある。

【3-1-2】アートを活用したまちづくり
• 10月13日に開催した「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した。
アートを活用した北加賀屋の魅力発信につい
て、イベント開催以外での有効な手段を検討
する必要がある。

5-1
情報発信の充実

【5-1-1】分かりやすい広報

• 広報紙について、バラエティに富んだ特集ペー
ジや画像を多用した構成など、分かりやすい
紙面づくりを心がけた。

• 広報の取組みについて区民アンケートを実施
し、区民の認知度について把握した。

【5-1-2】多様な手法を活用した情報発信
• ホームページやSNS（フェイスブック、ツイッター

等）を活用して防災・防犯、子育て支援、区内
のイベントなどに関する情報を随時発信した。

• 区民アンケートにおいて、HPやSNSを活用した

情報発信の取組みに係る区民の認知度につ
いて把握した。

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）

• 実施方法や項目を精査したうえで、区民アン
ケートを2回実施した。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。

• 回答率の向上を含め、より効果的なアンケート
となるよう検討が必要。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

• 「会所会」の開催にあたって、加賀屋
新田の歴史的背景を効果的に広報
するほか、「イベントをきっかけに区
民のみなさんに普段から加賀屋緑地
になじんでいただく」という目的を明
確に打ち出す必要があるのでは。

• 区民に愛着をもってイベントに参加し
てもらうために、地域行事日程との調
整を綿密に行ってはどうか。

• 区民アンケートを活用する際には、よ
り区民が欲しいと思う情報が何かを
しっかり把握・分析してほしい。

• 区内の魅力ある地域資源を映像など
で概要説明することは効果的。イベン
トなどの周知の際は、動画などで情
報発信すればどうか。

• 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。区民アンケートでも
検討してはどうか。

• 若い世代の意見を聞くことも重要だと
思うので、中学生や高校生に対してア
ンケートを実施してみてはどうか。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算
（案）
万円

3-1-1（P20）

地域資源を活用した住之
江ブランド力向上事業

• 年1回のイベント開催だけでなく、区民の

方が日常的に気軽に訪れることができる
ような仕組みづくりを、引き続き検討する。

34

3-1-2（P21）

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

• イベントの効果が地域へ波及するようそ
の方策を検討するとともに、イベント開催
以外での有効な魅力発信方法についても、
引き続き検討する。

100

5-1-1（P36）
区の広報事業

• 区民アンケートの結果、年代別で把握した
区民ニーズ（知りたい情報…若年層：①子

育て、②防災・防犯、③まちの魅力・歴史・
文化・にぎわいなど／高齢層：①福祉・健
康、②防災・防犯、③くらし・手続きなど）

を踏まえ、広報紙の掲載内容へ効果的に
反映させていく。

2,162

5-1-2（P37）

多様な手法を活用した情
報発信

• 区民アンケートの結果、SNSでの情報発信

の認知度が低かったため、区民ニーズを
分析し、認知度が高い紙媒体と連携させ
るなど、より効果的な広報手法について検
討する。

• 区役所に設置のディスプレイ等を活用し、
動画による情報発信を積極的に行う。

－

5-3-1（P43）
区の広聴事業

• 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。

112
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令和２年度区運営方針（案）における事業
【安全・安心部会①】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

４－１

災害に強い
まちづくり

４－１－１【防災計画の充実】

• 「住之江区防災マップ」や水害ハザードマップを
広報紙に掲載し全戸配布するとともに様々な機
会を通じて情報発信を行った。

４－１－２【防災意識の向上に向けた啓発】

・地域防災リーダーへの研修、防災担当者会議を
通じた人材養成、学校や地域への出前講座に加
え、町会などより身近な単位への防災出前講座
により啓発を行った。

・一方で、防災リーダーとして活発に活動できる人
材が参画しやすくなる取り組みが必要である。

４－１－３【津波避難ビル等の確保、備蓄物資の
充実】

・企業等に働きかけ、津波避難ビルや防災パート
ナー協力企業等を増加させることができた。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

・行政の取組みや地域の訓練も知ら
ない人が多く、防災への意識が低い。
・挿絵やカラー刷りなど工夫が必要。

・班長が集まる町会単位の集まりに
区役所が来て啓発するなどが効果
的ではないか。

・津波避難ビルへの避難者への支援
も検討してほしい。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

4-1-1(P28)

防災計画に関する情報発
信の強化

・引き続き、防災マップ等を全戸配布するとともに
新たに、自宅の浸水区域・浸水想定を確認し認
識を高める機会を持つなど、防災計画内容の周
知を充実する。 ４７

4-1-2(P29)

「地域防災リーダーの育成」
事業

・地域防災リーダーの研修を充実する。

・身近な地域で核となり、活発に活動できる防災
リーダーの参画機会の拡充に向けた取り組みを
行う。

４

4-1-3(P29)

津波避難ビル等の確保、備
蓄物資の充実

・企業・ＮＰＯ等との連携による避難場所の確保

・津波避難ビル等に災害用簡易トイレを配備する
など、避難受け入れにあたっての支援を充実す
る。

・避難所等への備蓄物資の配備及び派遣職員
の装備品を充実する。

・備蓄物資等の充実に向けた「防災パートナー」
の増加を図る。

３３
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令和２年度区運営方針（案）における事業
【安全・安心部会②】

令和元年度区運営方針の進捗と課題

項 目 進捗状況・課題等

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】

• 備蓄や非常持ち出し袋の準備、家具転倒防止
などについて、区広報紙やホームページ、SNS
などを活用し啓発を行った。

４－２－２
【地域の自主防災組織などによる備え】

・自主防災組織による避難所開設・運営訓練の支
援を行うとともに、「地区防災計画（わがまち防災
プラン）」の作成を支援した。

・子育て世代を対象に、防災セミナーや防災まち
あるきなどを実施した。

引き続き、地域防災力が高まる支援が必要であ
る。

４－３

防犯活動の
充実

４－３－１
【街頭犯罪の抑止に向けた継続的な取組】

・関係機関と連携して通学路等に設置した防犯カ
メラの活用を進めた。

・わんにゃんパトロール等のボランティア団体へ
の協力要請を行った。
４－３－２
【防犯意識の向上に向けた啓発】
• 地域・警察などと協力し、防犯出前講座を実
施するとともに、ＨＰ、ＦＢ等を活用し情報発信した。

令和２年度事業

これまでの区政会議で
いただいた主なご意見

・ベランダには物を置かないなどの
被害拡大防止の取組みを広く紹介
してほしい。
・個人備蓄の重要性を再認識。

・被災地支援の経験者の体験を聞
くことなどが意識啓発には効果的。

・過去の大災害を振り返り、どういっ
た備えが必要か、例えば電源ブ
レーカーを自動で遮断するグッズの
紹介など、具体的な広報が必要。

・最近、災害が多く危機意識は高
まっているので、今がチャンスと捉
え、自助、共助の重要性の啓発に
力を入れるべきではないか。

・避難所の受け入れ人数や備蓄品
の量などが伝わっていない。

・地域防災訓練への参加者は高齢
化・固定化している。新たな工夫が
必要。

・防犯カメラの活用を工夫をすべき。

・子どもの見守り活動は、下校時の
担い手の確保が難しい。犬の散歩
を下校時間に合わせてもらうなどの
工夫ができないか。

・地域の防犯カメラが警察に活用さ
れているが、その成果がみえない。

・犯罪発生マップの情報を広く伝え
られるよう工夫が必要。

いただいた主なご意見

事業名 事業概要
予算（案）
万円

4-2-1(P30)
家庭での災害の備え

・災害への備えとして、非常備蓄品や家具の転
倒防止、定期的な屋内外のチェックなど、どのよ
うなモノ・コトが備えとして必要かをわかりやすく
伝える資料を作成し、区広報紙での啓発をはじ
め、地域の回覧板を活用するなど、わかりやすい
啓発を行う。

ー

4-2-2(P31)

地域の自主防災組織等に
よる備え

「地域防災力強化事業～未
来につなぐ防災人材養成
～」

・地域の自主防災組織による避難所開設・運営
訓練がより効果的なものとなるよう周知し支援を
充実する。
・協力企業と地元地域との連携の促進

・地域ごとに定める「地区防災計画（わがまち防
災プラン）」の作成を支援する。

ー

・子育て世代を対象に、防災セミナーを実施し、
防災人材の発掘・養成を行う。

・防災意識の高い人材が、継続的に活動できる
よう、ネットワークの形成をすすめる。

３４１

4-3-1(P32)

街頭犯罪の防止に向けた
継続的な取組

・区内に設置した防犯カメラを適切に運用し、街
頭犯罪防止に努める。

５７・見守り活動と連携し、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継続する。

4-3-2(P33)

防犯意識の向上に向けた
啓発「地域安全対策プロ
ジェクト」

・巡視、点検、指導、啓発などの活動を警察、地
域と連携し、犯罪の未然防止を図る。

・防犯カメラが犯罪捜査に寄与した事例や犯罪発
生マップなどを区民に一層周知されるよう、警察
など関係機関と連携を図る。

・街頭犯罪、特殊詐欺防止に向けた出前講座、
ひったくり防止キャンペーンの実施や情報発信。

１７

資料１

７



資料２

部会名
運営方針(案)

【項目】 令和２年度区運営方針（案）　【現在 HP公開中】 令和２年度区運営方針

1-2-1(P7)
【具体的取組内容】

・各学校に設置されている学校協議会の運営を補佐するとともに、区教育行政連絡会や
区政会議（子ども・教育部会）で、学校や保護者、地域住民の意見を聴取し情報共有を行
う。

・各学校に設置されている学校協議会の運営を補佐するとともに、区教育行政連絡会や区
政会議（子ども・教育部会）で、学習意欲の向上など子どもたちの学校生活全般における意
見交換を行うとともに、学校や保護者、地域住民の意見を聴取し情報共有を行う。

1-3-2(P10)
【具体的取組内容】

・専門性の高い職業従事者や体験者、プロスポーツ選手などを講師に招き、小中学校に
おいて講話やワークショップを開催し、多様な体験などを通じて子どもたちのキャリア形成
や体力向上につなげる。また小中学校、大学、プロの交響楽団と連携し、吹奏楽のワーク
ショップ、演奏会（すみのえミュージックフェスティバル）を開催する。

・専門性の高い職業従事者や体験者、プロスポーツ選手などを講師に招き内容の充実を
図りながら、小中学校において講話やワークショップを開催し、多様な体験などを通じて子
どもたちのキャリア形成や体力、学習意欲の向上につなげる。また小中学校、大学、プロの
交響楽団と連携し、吹奏楽のワークショップ、演奏会（すみのえミュージックフェスティバル）
を開催する。

1-1-3(P6)
【子育て情報の発

信】

・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、未就園児同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。

・デジタルマップの周知や、区内の保育所（園）・幼稚園等の制度等の説明や各園の情報を
一覧できる機会を設けるなど、未就園児同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。

1-1-4(P6)
【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。

・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を周知し面談を充実させ、個々の状況に応じた支援計画
のするなど、妊婦の時から子育て期まで気軽に相談してもらえるようにする。
　また、相談内容に応じて地域で運営している子育てサロンを紹介するなど地域と連携して
子育てに関する各種支援を利用しやすくする。

2-1-1(P12)
【身近な地域のひと
びとによる見守り活

動】

・広報紙やホームページなど区の広報媒体にこだわらず、住之江区地域福祉計画に基づ
く様々な地域福祉に関わる取組について、将来の担い手となる次世代層も含めた区民に
効果的に情報発信していく。

・広報紙やホームページなど区の広報媒体にこだわらず、住之江区地域福祉計画に基づく
様々な地域福祉に関わる取組や身近な居場所などに関する情報について、将来の担い手
となる次世代層も含めた区民に効果的に情報発信していく。

2-2-3(P17)
【地域で活動する団
体、NPO、企業との
連携による健康づく

り】

・地域で活動するボランティア団体や企業等と連携して健康に関する講座等を開催し、健
康づくりの情報発信を行っていく。（年70回）
・百歳体操について、区広報紙への掲載など啓発活動を充実させ、さらなる増加を目指
す。

・地域で活動するボランティア団体や企業等と連携して健康に関する講座等を開催し、健
康づくりの情報発信を行っていく。（年70回）
・百歳体操について、区広報紙への掲載など啓発活動を充実させ、さらなる増加を目指
す。
・地域のいろいろな取組みとも連携し、健康づくりや介護予防の推進に取り組む。

魅力・
ブランド部会

5-1-2(P37)
【多様な手法を活
用した情報発信】

・若年層に行政への関心を高めてもらえるよう、ホームページやSNSを活用した情報発信
を行う。
・タイムリーかつ迅速な情報発信を行うため、Twitter・Facebook等のリアルタイムでの更新
が可能なツールを活用し、子育て支援情報及び若者向けのイベント情報を積極的に発信
する。

・若年層に行政への関心を高めてもらえるよう、ホームページやSNSを活用した情報発信を
行う。
・タイムリーかつ迅速な情報発信を行うため、Twitter・Facebook等のリアルタイムでの更新
が可能なツールを活用し、子育て支援情報及び若者向けのイベント情報を積極的に発信
する。
・区役所に設置のディスプレイ等を活用し、動画による情報発信を積極的に行う。

各部会でいただいた意見を踏まえた区運営方針への反映について

福祉・健康部会

子ども・教育部会
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資料２

部会名
運営方針(案)

【項目】 令和２年度区運営方針（案）　【現在 HP公開中】 令和２年度区運営方針

各部会でいただいた意見を踏まえた区運営方針への反映について

4-1-3(P29)
【津波避難ビル等
の確保、備蓄物資

の充実】

・津波避難ビル等の避難場所や備蓄物資等の充実に向けた「防災パートナー」の増加を
図るため、企業・NPO等との連携機会を拡大する。また、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るとともに、企業所在地域とのつながりづくりを進
める。
・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、学校や地域と連携を
図る。

・津波避難ビル等の避難場所や備蓄物資等の充実に向けた「防災パートナー」の増加を図
るため、企業・NPO等との連携機会を拡大する。また、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るとともに、企業所在地域とのつながりづくりを進める。
・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、学校や地域と連携を図
る。
・津波避難ビル等に災害用簡易トイレを配備するなど、避難受け入れにあたっての支援を
充実する。

4-2-1(P30)
【家庭での災害の

備え】

・非常備蓄品の備えや家具等の転倒防止対策、定期的な屋内外のチェックなどの啓発を
あらゆる媒体や機会を通じて実施する。
　・区広報紙（３回）
　・ホームページ、フェイスブック等SNSによる情報発信（10回）
　・防災訓練(14回)
　・出前講座（14回）等

・非常備蓄品の備えや家具等の転倒防止対策、定期的な屋内外のチェックなどどのような
モノ・コトが備えとして必要かをわかりやすく伝える資料を作成し、区広報紙での啓発をはじ
め、地域の回覧板を活用するなど、わかりやすい啓発を行う。
　・区広報紙（３回）
　・ホームページ、フェイスブック等SNSによる情報発信（10回）
　・防災訓練(14回)
　・出前講座（14回）等

4-3-2(P33)
【防犯意識の向上
に向けた啓発】

・街頭犯罪の抑止、特殊詐欺の被害防止に向け防犯出前講座(28回)を地域・警察等と協
力し実施するとともに、ホームページ(3回）、Facebook（3回）や広報紙(3回)などを活用した
広報を実施する。

・街頭犯罪の抑止、特殊詐欺の被害防止に向け防犯出前講座(28回)を地域・警察等と協
力し実施するとともに、ホームページ(3回）、Facebook（3回）や広報紙(3回)などを活用した
広報を実施する。
・防犯カメラが犯罪捜査に寄与した事例や犯罪発生マップなどを区民に一層周知されるよ
う、警察など関係機関と連携を図る。

安全・安心部会

9



参考資料

（小川委員）

（具体的取組4-1-2）
【防災意識の向上に向けた啓発】
２予算額 39千円（福永委員）

10 R1.7

第1回全体会
・行政からの水害時避難情報の伝え方が変わったとのことであるが、どのような広
報を行うのか。

・広報紙および地域回覧板を利用し、広報する。

（具体的取組4-1-2）
【防災意識の向上に向けた啓発】
２予算額 39千円（三木委員）

9 R1.7

第1回全体会
・防犯活動をする見守り隊に防刃チョッキを着用することはできないか。 ・該当商品の特性を製造会社に確認し、導入の可否について長所・短所を検討したが、費

用面や機動性の問題から導入が困難と判断した。

④ ―

（三木委員）

8 R1.6

第1回安全・安心部会
・防災訓練等の周知は主に回覧板を使用しているが、回覧板に情報が多く埋もれて
しまっているため、周知に工夫が必要との意見をいただいた。

・地域連絡会などにおいて、回覧する事項の周知を依頼している。引き続き、効果的な周
知方法を検討する。

7 R1.6

第1回福祉・健康部会
・SAlive実行委員会と区が作成した動画を広く一般の方に見てもらうためにも、DVD
を貸し出ししてほしい。
・南港地域で行われている中学生に向けた認知症に関する取組みを他地域でも進
めてほしい。

・住之江図書館で当該動画のDVDを貸し出しするようにした。
・令和元年11月に加賀屋中学校の生徒を対象として、見守りあったかネットサポーター養
成講座を実施。２年度以降も引き続き地域での見守りや認知症に関する講座等を学校で
開催する。

①
（具体的取組2-1-3）
【次世代の担い手の育成】
２予算額 12,167千円（福永委員・矢部委員）

（具体的取組1-2-1）
【地域と一体になった学校運営】
２予算額 ―円

２年度運営方針における関係取組

予算措置（①②の場合記載）

第1回魅力・ブランド部会

（小川委員）

・アンケート協力者に対して抽選で記念品の進呈を行った。

①

・学校の取り組みや子供たちの様子、また区役所の教育施策などについて、学校や
区のホームページ、広報紙などで情報発信を行っているが、目を通さない保護者も
多い。保護者に直接、情報が届くよう工夫できないか。

第1回子ども・教育部会
第2回子ども・教育部会

・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。第1回魅力・ブランド部会

（委員名）

（具体的取組5-1-1）
【分かりやすい広報】
２予算額 21,624千円

・区民がSNSでどういった情報をどういったタイミングで受け取りたいかを分析・検討し、内
容に反映させる。
・区民アンケートを情報発信の機会と捉え、区の取組みを分かりやすく発信することで関
心を持ってもらい、SNSなどの広報媒体の閲覧へと繋げる。

①

・区民がより関心を寄せるイベント内容となるよう工夫し充実を図るのはもちろんのこと、
開催日程の早期公表や広報紙特集頁の活用、またSNSの活用など、効果的な情報発信
を行う。

①

①

・区内の全小中学校へ広報紙さざんか「教育特集」を掲示し保護者へ区施策の周知を
図った。今後、学校の取組みや区の施策などについて、双方のHPへ掲載するなど情報発
信を図る。 ①

・行政情報がきちんと届いていると感じていただけるよう、ICT戦略室とも連携しながら、区
民アンケートの設問を吟味し、区民ニーズの把握・分析を進める。

②

①

①

4 R1.5

・区民アンケートの回答率を上げるために、回答者の中から抽選でプレゼントを行っ
てはどうか。

第1回魅力・ブランド部会

・支援が必要な児童生徒は年々、増加していると感じる。学習面を含め児童生徒が
充実した学校生活を送ることができるようサポートする必要がある。第2回子ども・教育部会

5 R1.5

第1回魅力・ブランド部会
・区民アンケートを活用する際には、より区民が欲しいと思う情報が何かをしっかり
把握・分析してほしい。

（小川委員）

いただいたご意見への対応方針（令和元年度まとめ）

（具体的取組5-3-1②）
【質の高い行政サービスの提供（②公聴機能
の充実）】
２予算額 1,115千円

―

（具体的取組3-1-1）
【歴史と文化を生かした魅力の創造、発信】
２予算額 336千円

・「こどもサポートネット」と連携し、支援が必要な児童に対して放課後を中心に学習指導
員による学習を実施することで、基礎学力を向上させ登校意欲の向上につなげる。（放課
後学習チャレンジ教室事業） ②

（具体的取組1-2-2）
【児童・生徒、保護者への様々な支援】
２予算額 5,514千円

（具体的取組3-1-1）
【歴史と文化を生かした魅力の創造、発信】
２予算額 336千円
（具体的取組3-1-2）
【アートを活用したまちづくり】
２予算額 1,000千円

・イベント当日だけでなく、日常的な来訪に繋がる仕組みづくりを検討する。

11 R1.10

（藤本委員）
（楠委員）

年
月

会議

1

・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。

番
号

ご　意　見 対応方針
分
類

R1.5

3 R1.5

6
R1.6
R1.10

（岡本委員）

（松浦委員）

2 R1.5

・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。

（小川委員）

第1回魅力・ブランド部会

10



参考資料

２年度運営方針における関係取組

予算措置（①②の場合記載）（委員名）

いただいたご意見への対応方針（令和元年度まとめ）

年
月

会議
番
号

ご　意　見 対応方針
分
類

（福永委員）

・プロの音楽団と連携した吹奏楽体験は、子どもたちにとって非常に貴重な体験に
なっている。財源確保の課題もあるが、今後も継続して実施してほしい。

第2回福祉・健康部会

（具体的取組4-2-2）
【地域の自主防災組織等による備え】
予算措置　3,459千円（西委員）

21 R1.10

第2回安全・安心部会
・南港では昨年の台風21号時にベランダのものが飛散し被害が広がった。その経験
から、ベランダには物を置かないなどの徹底を行っている。被害拡大防止の取組み
を広く紹介してほしい。

・各地域の地理的特性（南港地区や大和川河川地域など）などに応じ、防災セミナーの開
催や地域防災訓練の支援を行い、防災啓発に努める。

20 R1.10

第2回安全・安心部会
・アンケート結果を見ると、行政の取組みや地域の訓練も知らない人が多く、防災へ
の意識が低いと感じる。関心をもっていただくには、文字だけでなく挿絵やカラー刷
りなど工夫が必要ではないか。

・防災意識を高めていただく機会を増やすとともに、わかりやすい啓発に努める。

①
（具体的取組4-1-2）
【防災意識の向上に向けた啓発】
２予算額 39千円（森本委員・中林委員）

① ―

（藤井委員）

②

（具体的取組1-1-1）
【重大虐待ゼロをめざした子育て世帯へのア
プローチの充実】
２予算額 10,322千円
（具体的取組1-2-2）
【児童・生徒、保護者への様々な支援】
２予算額 5,514千円

15 R1.10

（岡本委員）

R1.10

・支援が必要な児童生徒が学校選択制で校区外の学校に通っている場合には、居
住地域と通学している学校や、地域間での連携がしにくい。学校と地域の関係者が
相互に連携・情報共有する枠組みを考えてほしい。

・要保護児童対策地域協議会において、ケース会議の活用など、関係機関との情報共
有・調整を行い、保護・支援が必要な児童等を支援する。
・こどもサポートネットについては、令和２年度から全市展開となるため、小中一貫校など
他区の学校に通学する児童生徒については、当該学校の所在区とも連携し、対応してい
く。

16 R1.10

第2回福祉・健康部会
・保健福祉に関する困りごとについて、どこにどのような相談をすればよいかがわか
らない。区役所は敷居が高く感じるが、困った時にはいつでも相談できる。「こういう
ときにはここに相談」といったことを広報するなどすることで、入りやすい、利用しや
すい区役所にしてはどうか。

・子育てに関する様々な悩みとそれに対応する相談窓口について、令和元年11月号の広
報さざんかに取りまとめ掲載した。掲載内容については、引き続き周知啓発に活用してい
く。

②

（具体的取組5-3-1②）
【質の高い行政サービスの提供（②公聴機能
の充実）】
２予算額 1,115千円（松浦委員・伊東委員）

（松浦委員）

・より住之江区民の皆さんに参加いただきやすいよう、地域行事との日程調整等に工夫
する。

②18 R1.10

・区民に愛着をもってイベントに参加してもらうために、地域行事日程との調整を綿
密に行ってはどうか。

―

第2回魅力・ブランド部会

19 R1.10

第2回魅力・ブランド部会
・若い世代の意見を聞くことも重要だと思うので、中学生や高校生に対してアンケー
トを実施してみてはどうか。

・中学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。

（具体的取組2-2-1）
【運動の習慣化による健康づくり】
２予算額 381千円（福永委員）

14

②

・イベント開催の際に、当該地域資源の歴史的背景等を効果的に広報するほか、イベント
をきっかけに、区民の方が普段から愛着を持って訪れるような方策を検討する。

①
（具体的取組3-1-1）
【歴史と文化を生かした魅力の創造、発信】
２予算額 336千円

第2回魅力・ブランド部会

（山本委員）

第2回福祉・健康部会
・区内の魅力あるスポットを周るようなコースを考え、啓発できないか。
また定期的にウォーキングの大会等実施してみてはどうか。コース現場に行けば、
ルートが分かるようにすることもいいかもしれない。
魅力・ブランド部会等の部会同士の連携も必要ではないか。

・中学校区ごとに「距離、歩数、所要時間（めやす）、消費カロリーなど」と「区内の名所紹
介」を掲載している「ウォーキングマップ」について、区の広報紙やホームページなど、引
き続き広報周知に努めていく。 ①

・「会所会」の開催にあたって、加賀屋新田の歴史的背景を効果的に広報するほ
か、「イベントをきっかけに区民のみなさんに普段から加賀屋緑地になじんでいただ
く」という目的を明確に打ち出す必要があるのでは。

①

第2回子ども・教育部会

R1.1013

（具体的取組1-3-1）
【学習意欲の向上に向けて】
２予算額 8,629千円

12

・「加賀屋塾」「南港塾」といった課外授業は効果的である。 ・令和2年度より生徒のより充実した学びにつなげるため3年間の長期継続契約を行う。

・財源を確保し「キャリア教育推進事業」として継続して実施する。

②
（具体的取組1-3-2）
【キャリア形成に通じる教育の推進】
２予算額 4,679千円

R1.10

第2回子ども・教育部会

（岡本委員）

17 R1.10

11



参考資料

２年度運営方針における関係取組

予算措置（①②の場合記載）（委員名）

いただいたご意見への対応方針（令和元年度まとめ）

年
月

会議
番
号

ご　意　見 対応方針
分
類

（小林委員・福永委員）

・子どもの学習意欲を引き出す方法は他にないか。

26

第3回福祉・健康部会

25 R1.10

第2回全体会
・防災意識の向上のために情報や防災イベントの案内など、高齢者への対応はど
のようにしているのか。

・防災意識を高めていただく機会を増やすとともに、わかりやすい啓発に努める。

②
（具体的取組4-1-2）
【防災意識の向上に向けた啓発】
２予算額 39千円(藤井委員)

24 R1.10

第2回安全・安心部会
・防犯カメラがあることを知らせたことで夜遅くまで中学生が集まっていたのがなくな
るなどの効果もある。引き続き活用の工夫をすべき。

・防犯カメラが寄与した事例などの情報を共有化できるよう関係機関（住之江警察など）と
連携していく。

23 R1.10

第2回安全・安心部会
・子どもの見守り活動は、登校時はよいが下校時は時間にバラつきがあり担い手の
確保が難しい。犬の散歩を下校時間に合わせてもらうなどの工夫ができないか。

・わんにゃんパトロールなどＮＰＯ、ボランティア団体などと連携し、子どもの見守りをはじ
めとして街頭犯罪の抑制活動に努める。

①
（具体的取組4-3-1）
【街頭犯罪の防止に向けた継続的な取組】
２予算額 573千円（森本委員）

（具体的取組4-3-1）
【街頭犯罪の防止に向けた継続的な取組】
２予算額 573千円（床波委員）

22 R1.10

第2回安全・安心部会
・停電や断水により大変な経験をし個人備蓄の重要性を再認識している。被災地支
援の経験者からリアルな体験を聞くことなどが意識啓発には効果的ではないか。

・防災意識を高めていただく機会を増やすとともに、わかりやすい啓発に努める。

②
（具体的取組4-1-2）
【防災意識の向上に向けた啓発】
２予算額 39千円（西委員）

③ ―

（福永委員）

30 R2.2

第3回福祉・健康部会
・認知症予防のための対策の１つとして、各地域の生涯学習ルームなどで実施する
手作業なども活用してはどうか

・地域のいろいろな取組みとも連携し、引き続き健康づくりや介護予防の推進の取り組み
を充実する。

②
（具体的取組1-1-3）
【子育て情報の発信】
２予算額 3,297千円（福永委員）

29 R2.2

第3回福祉・健康部会
・地域にいろいろな居場所があるが、男性にも参加しやすいような声かけや工夫が
必要ではないか。

・広報さざんか令和２年１月号に身近な居場所をテーマにした特集を掲載。引き続き、一
部地域で実施する男性を対象とした取組みと連携するなど、男性を含めた居場所づくりに
ついて周知啓発を図っていく。 ① ―

（福永委員・藤井委員）

28 R2.2

第3回福祉・健康部会
・保育園については、制度が変わっているので、子育て応援イベント等の機会も活
用し、保育所の制度や申し込み方法を含めたPRなどができないか。

・令和２年夏に実施予定の「すみのえ　こそだて博覧会」において、保育所（園）・幼稚園・
認定こども園等の制度や申し込み方法などを説明する場を設ける。

27 R2.2

・ネウボラはわかりにくくあまり知られていないのではないか。実際に支援が必要な
人に伝わり、利用できるように、発信方法などを工夫したほうがよい。
・ネウボラで気になるケースについては、主任児童委員など地域との連携をもっと深
めてほしい。

・ネウボラを理解していただけるよう、母子健康手帳交付時の担当保健師を周知し面談を
充実させ、個々の状況に応じた支援計画を提供するなど、妊婦の時から子育て期まで気
軽に相談してもらえるようにする。
また、相談内容に応じて地域で運営している子育てサロンを紹介するなど地域と連携して
子育てに関する各種支援を利用しやすくする。

②

（具体的取組1-1-1）
【重大虐待ゼロをめざした子育て世帯へのア
プローチの充実】
２予算額 10,322千円
（具体的取組1-1-4）
【気軽に子育ての相談ができる居場所づくり】
２予算額 21千円

①

（具体的取組3-1-1）
【歴史と文化を生かした魅力の創造、発信】
２予算額 336千円
（具体的取組3-1-2）
【アートを活用したまちづくり】
２予算額 1,000千円

（松浦委員・山田委員）

31 R2.2

第3回魅力・ブランド部会
・区内の魅力ある地域資源を映像などで概要説明することは効果的。イベントなど
の周知の際は、動画などで情報発信すればどうか。

・区役所に設置のディスプレイ等を活用し、動画による情報発信を積極的に行う。

・学校協議会や区教育行政連絡会などの場を活用し、子どもの学習意欲を引き出す工夫
について意見を交換する。さらにキャリア教育を充実させ、子どもの学習意欲向上に努め
る。 ②

②

（具体的取組1-2-1）
【地域と一体になった学校運営】
２予算額 ―円

R2.2

（楠委員）

第3回子ども・教育部会
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参考資料

２年度運営方針における関係取組

予算措置（①②の場合記載）（委員名）

いただいたご意見への対応方針（令和元年度まとめ）

年
月

会議
番
号

ご　意　見 対応方針
分
類

※分類　　①当年度（元年度）において対応　　②２年度運営方針に反映または２年度に対応予定　　③２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

②
（具体的取組4-2-2）
【地域の自主防災組織等による備え】
２予算額 3,459千円(中林委員)

35 R2.2

第3回安全・安心部会
・地域の防犯カメラが警察に活用されているが、その成果がみえない。
・犯罪発生マップの情報を広く伝えられるよう工夫が必要。

・防犯カメラが犯罪捜査に寄与した事例や犯罪発生マップなどを区民に一層周知されるよ
う、警察など関係機関と連携を図る。

②
（具体的取組4-3-1）
【街頭犯罪の防止に向けた継続的な取組】
２予算額 ―円(中林委員・池田委員・

實委員)

34 R2.2

第3回安全・安心部会
・地域防災訓練への参加者は高齢化・固定化している。新たな工夫が必要。 ・地域防災訓練の実施前に、SNS（ツイッター他）などを通じ参加を呼びかける支援すると

ともに実施報告を行うなど、広く参加を働きかける。

33 R2.2

第3回安全・安心部会
・過去の大災害を振り返り、どういった備えが必要か、例えば電源ブレーカーを自動
で遮断するグッズの紹介など、具体的な広報が必要。

・防災意識を高める機会を持つとともに、わかりやすい啓発を行う。

②
（具体的取組4-1-2）
【防災意識の向上に向けた啓発】
２予算額 39千円(實委員)

③ ―

(池田委員・西委員)

32 R2.2

第3回安全・安心部会
・津波避難ビルへの避難者への支援も検討してほしい。 ・現在、公的支援としての備蓄物資の備蓄場所は、区備蓄場所（区役所）、災害時避難所

に備蓄物資を配備している。今後、水害を想定すると3階以上の部屋で管理する必要が
ある等の制約がでてくることが想定されるが、その一部を会館等に分散して配備が可能
かを検討する。
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