
【様式４】

1 H28.6

〇「安全安心の確保」（経営課題1）

・災害時要援護者の人数が明らかになり、今後要援護者
の中で福祉避難所での対応者数も明らかになってくると
思います。現在福祉施設等との福祉避難所等の協定も進
んでいると思いますが、充分に対応できる個所数を確保
するのが困難だと思われます。大学や高校等と福祉避難
所等の協定を交わすなど、福祉施設以外の公共施設も視
野に入れる必要があると思います。

・発災時、福祉施設も損壊状況によっては、一次避難所
へ避難する可能性もあります。その際に、地域の方々の
支援も必要になります。それゆえ、地域防災計画の改訂
や地域防災ハンドブックの作成に際しては、当事者・福
祉施設・福祉避難所にも参画を呼びかける必要があると
思います。

　
　地域・福祉施設・福祉避難所の連携は重要であり、施
設側からも一度地域と顔合わせ、意見交換を実施したい
との意見をいただいております。災害時だけでなく地域
見守り支援システムを進めていくうえでも連携は必要と
考えておりますので、総合防災訓練の実施に向けて、話
し合いの場を設定し、連携を深めるとともに、今後、2９
年度末改訂予定の住吉区地域防災計画等に反映できるよ
う意見交換をおこなってまいります。
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・
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　熊本地震でも、福祉避難所の設置がなかなか進まず、
熊本学園大学社会福祉学部でホールを開放し、独自に福
祉避難所を設置したと聞いています。大学や高校での設
置については、機材の準備や、福祉サービスを提供する
人材の確保などが課題となります。今後、熊本での事例
も参考にしながら検討してまいります。
　

③

4 H28.6

〇「子ども及び子育て世代への支援」（めざす成果及び
戦略2-2）

　安心して子育てができる目標に関して、「発達障がい
児等教育支援事業」で課題が残っているようです。特に
「幼稚園スーパーバイザー事業」は見直しとなるようで
すが、公立幼稚園廃止・民営化の議論の際、区長が市立
幼稚園での発達障がい児支援が大きな課題としてあり、
この事業創設につながったものと考えています。市立幼
稚園の独自方針に対し、派遣されたスーパーバイザーが
どれほどの影響力をもつのかについては確かに難しい点
はあると思いますが、問われるべきは園の独自方針が発
達障がい児教育に資するものになっているのかという点
です。
　SVの派遣を見直すとしても、区内の校園における発達
障がい児教育支援について一定の内容を求めることが重
要で、各幼稚園の主体的な支援計画を求めつつ、必要と
求められる場合には研修や相談のための事業への組み替
えを求めます。

・「障がい児教育スーパーバイザー派遣事業」を26年度
からスタートしました。26年には２園に派遣を行いまし
たが、27年は派遣申請が０件だったので、私立幼稚園の
ニーズに合ってないと判断し撤退を決めたものです。
・この間、26年度から「要支援児受入促進指定園」制度
の導入、27年度から「子ども・子育て支援新制度」の開
始等、幼稚園をとりまく状況は大きくかわってきていま
す。私立幼稚園の状況も確認しつつ、できることはない
か、平成29年度予算に向けて検討してまいります。ま
た、発達障がい児等についての研修は毎年保健福祉課子
育て相談室で企画し、幼稚園、保育所、学校等に参加を
呼び掛けて開催しています。

③

3 H28.6

〇「地域防災力の向上について」（具体的取組1-1-2）

　熊本の地震では、車やテント等で避難生活を送る人が
多い、などの問題が生じましたが、それらを受けて区の
防災計画を改善した点はありますか？

　
　熊本地震では、ご指摘のとおり指定避難所以外の場所
へ避難する方や、車内避難する方が多く、食糧、水など
の物資が届かなかったり、エコノミー症候群と診断され
る方が多数出るなどの課題がたくさん出ました。これら
の課題について、区の防災専門会議で議論し、今後、区
の防災計画に反映していきます。

③

2 H28.6

〇「地域見守り支援システム事業」（具体的取組1-1-
1）

　大阪市内でもユニークで市民協働の取り組みとして着
実に成果を上げている点は高く評価したいと思います。
取組実績にある地域格差は当然起こりうることで、今後
も地域交流の中で質的に高め合う作業が必要です。未だ
「地域見守り支援システムが未構築」の１地域につい
て、なぜ取り組みが遅れているのかの原因を地域と一緒
に考えていくことが重要です。そこにはその地域に典型
的に表れている個別要因だけでなく、他の地域でも今後
現れてくるであろう課題も潜んでいるように思えます。
区役所や見守り支援室だけでなく、地域活動協議会会長
会などで遅れている地域の課題を区内の他の地域と一緒
に考えている取り組みが住民自治を高めるうえで大切な
ことではないでしょうか。

　
　残りの1地域につきましても、6月18日に災害時要援
護者支援台帳を提供し、全ての地域において台帳を提供
させていただきました。現在、各町会エリアごとに説明
会、研修会を実施しているところです。
　毎月の地域活動協議会の会長会や町会エリアごとの説
明会等で、他地域の課題や好事例を報告・共有すること
で、全地域に取り組みが広がるようすすめているところ
です。
　今後は、支援相談員や地域支援員など、実際に訪問や
声掛けに関わっている方々の意見交換会などを開催して
まいります。

①
・
②
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7 H28.6

〇「区民が集う、快適な区役所つくり」経営課題5

「待ち時間が適切だった」との割合が８割に至ったとの
こと、職員皆様のご努力、ご苦労様です。
計画では、「待ち時間１０分以内」とありましたが、こ
れの達成度はどうなのでしょうか？
私自身は待ってても「まあ、役所はこんなものか
な・・・」と思っておりましたが、区役所をよく利用す
る友達から「他区の方がずっと早い」との話を聞いて
行ってみると確かに「またされた」という感じもありま
せんでした。また、ある区役所では、目的の窓口を探し
ていると、近くにいた職員の方がすっと近づいて下さっ
て、案内してもらったこともありました。
努力されている時に、他と比べるというのもどうか・・
と思いますが、「他の区役所の方がずっと早いよ」と言
われると、なんだか残念に思います。実際はどうなので
しょうか？

・市民局が平成27年12月に実施しましたモデル4区によ
る待ち時間測定結果によりますと、住民票の写し発行業
務における受付から交付までの所要時間は、4区の平均
17.9分で、住吉区は18分、4区中3番目の成績でした。
・所要時間が最も少ない区は、9.4分、最も多い区は
28.3分でした。
・住民票の発行件数の違いもありますので、4区を単純に
比較することはできないのですが、所要時間が最も少な
い区は264件、住吉区はその1.8倍の477件でした。
・住吉区では、引っ越しシーズンなどの繁忙期には、大
勢の来庁者で処理が追いつかないため、待ち時間が長く
なり、大変にご迷惑をおかけする状況にありますが、通
常の時期では、証明書等の発行については10分程度で
行っています。
・当区の住民情報の窓口業務については、平成26年2月
から委託を開始し、今年の12月には契約更新を予定して
おりますが、繁忙期にも必要な人員が配置できるよう委
託範囲を拡大し、新たにフロアーマネージャーや庁内案
内業務なども委託することで、窓口の外と内を一体化さ
せ、待ち時間をはじめより一層の市民サービスの向上を
めざしてまいります。

①

6 H28.6

〇「学校選択制の実施」（具体的取組4-1-2）

　学校選択制が着実に保護者等のニーズにあったものと
なっていると評価されます。ただし、この学校選択制の
目標が、選択という切磋琢磨を通して各学校が自校の教
育を改革・向上させるところにあることを考えれば、選
択のニーズに対する評価とその結果が重要です。保護者
等のニーズの中身が何なのか、その分析をぜひ区段階で
明らかにすることが必要だと思います。

　
　平成28年度入学予定者に行った学校選択制希望調査で
は、校区外の学校を希望した方が、小学校で12.5%、中
学校で8.4%（小中平均10.5%）と市内でもトップクラ
スの高い割合となっており、着実に保護者や児童・生徒
のニーズにあったものになってきていると考えます。
　また、平成27年度の住吉区の保護者アンケートでは、
学校を選んだ理由として、多くを占める「自宅から近
い」、「兄弟や友だちが通学しているから」などのほか
に、「教育方針や内容がいいから」（小学校12.8%、中
学校15.9%）、「学校の校内環境（校風、伝統、雰囲
気）などが良いから」（小学校23.7%、中学校
23.7%）、「学校公開・学校説明会の内容が良かったか
ら」（小学校2.9%、中学校3.9%）などの理由があげら
れています。
　また、同じ年に実施した住吉区民意識調査の学校選択
制のメリットについての設問には、「子どもや保護者
が、意見を述べ学校を選ぶことができる」（42.0%）
「教育目標や教育内容などの情報開示が進む」
（35.0%）「選択を通じて特色ある学校づくりが進む」
（31.0%）などの回答があげられています。
   今後、さらにアンケートの結果などから、保護者等の
ニーズの把握に努めてまいります。

①

5 H28.6

〇「発達障がい児等教育支援事業について」（具体的取
組2-2-3）

　幼稚園へのスーパーバイザー派遣を27年度限りで撤退
となっていますが課題に記載されている様にニーズに
あった支援策が講じれるのか検討して行って下さい。今
回の取組みが現状の満足度55％に反映されているかも判
りません。同時に一取組みを無くすのであれば残る取組
みをより充実させて頂きたい。達成状況については、他
因理由による未実施である為①（ⅰ）で良いと考えま
す。

・発達障がい児の支援に関しては、心理相談員の採用、
幼稚園へのスーパーバイザーの派遣、発達障がいサポー
ター派遣事業により行っていました。今回、スーパーバ
イザーの幼稚園への派遣はニーズがなく実績があがらな
かったことから撤退いたしますが、幼稚園や保護者から
の発達障がいの相談ニーズはあり、心理相談員等が対応
しています。また、発達障がいサポーター（有償ボラン
ティア）派遣事業は、現状の満足度が５５％となってお
りましたが、H28年度も学校からの要望を取り入れて制
度及び予算の拡充をはかっています。今後も、ニーズに
あった取組となるよう努めてまいります。
・達成状況については、市の評価基準にのっとり、業績
目標である事業に対する満足度５０%以上は達成したも
のの、取組内容であげた市立幼稚園スーパーバイザー利
用が無かったため、①(ⅱ)としております。

⑤
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※分類
　　①当年度（28年度）において対応　　②29年度運営方針に反映または29年度に対応予定
　　③29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

8 H28.6

〇「区民意識調査事業」（具体的取組6-2-3）
　
　業績目標は「有効と感じる区民の割合７０％以上」と
なっていますが、実際に区政に反映された案件はどれく
らいあるでしょうか？

・当区では、毎年１00問程度の住吉区政に関するアン
ケート調査を実施し、その結果をもとに各事業につい
て、区民ニーズや意見に沿った事業となるように見直し
等をおこなっております。よって調査した設問すべてに
つきまして、より良い区政運営のため活用させていただ
いておりますが、今後更に有効活用できるよう取り組ん
でまいりたいと考えております。

＜具体例＞
・「住吉区役所で実施している防災対策の中で、防災力
の向上に有効であると感じる取り組みは何ですか？」と
の質問に対し、「区全体の防災マップの作成・配布等」
との回答が最も多く、次に「防災訓練」となっており、
その結果も反映しながら、事業を進めております。

・「当区で掲げている６つの施策の柱（経営課題）のう
ち、あなたはどれに期待しますか？」の質問に対し、
「安全・安心の確保」との回答が最も多く、次に「高齢
者、障がい者、子ども等が心地よく」と続いていること
から、その結果を反映させ、運営方針や事業計画書等を
区民の関心の高い順番に並び替えを行うといった修正を
しております。

①



【様式４】

2 H28.10

●１－１－１【災害時要援護者（高齢者、障がい者な
ど）支援】

「災害時の個別支援プランを作成できる体制を地域に構
築し、実施する」と記載されていますが、関係機関との
連携も大切になる中、区としてどのように連携をしてい
こうと考えられているのか。

・ある地域では、年に1回ではありますが、地域で多く方
が利用されている介護事業者に声を掛け、地域とケアマ
ネジャーとの交流会を実施し、事業者との連携が図られ
ています。また、別の地域ではふれあい喫茶開催時に包
括支援センター職員とＣＳＷが地域支援事務所に待機
し、当事者や支援者の相談に乗る体制を構築していこう
とされています。
・こういった事例を各地域に紹介するとともに、地域包
括支援センター、介護保険サービス事業者連絡会、自立
支援協議会と相談をさせていただきながら、地域の支援
事務所へ職員が出向くなど連携体制を考えていきます。
また、その地域にある事業者と地域との連携も大切だと
考えておりますので、地域と事業者との交流の機会をつ
くっていきます。

②

3 H28.10

●２－１－１【地域における要援護者（高齢者、障がい
者など）の見守りネットワーク強化】

　施策名にも掲げられているように高齢者だけでなく障
がい者も包括されていると思いますが、列挙されている
連携していく団体名だと高齢者というイメージになりか
ねないのではないでしょうか。地域では障がい者の方の
ことも念頭においていただいているのですが、具体的に
障がい者支援事業所も掲げていただき、高齢者関係だけ
でなく障がい者関係の事業所も一緒になってネットワー
クを構築していくことが大切だと思います。

・委員ご指摘のとおり、本事業において高齢者関係、障
がい者関係の事業者が一緒になってネットワークを構築
していくことが大切であり、連携する団体名に介護保険
事業所と並列で障がい者支援事業者を加えさせていただ
きます。

①

外部評価意見への対応方針

＜平成２９年度住吉区運営方針（素案）について区政会議委員からいただいた意見への対応方針＞
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類

①

1 H28.10

●経営課題１【防災の取組】について

・防災、震災関係で、住吉区内の昔からある保育園や幼
稚園で、私の小さい頃からある建物が時々見られます
が、保育園や幼稚園の建物の耐震は全体的にどんな感じ
なのでしょうか？

・某区の防災・災害時の案で、災害時に負傷した人の運
搬・応急措置を想定した防災訓練の案があると聞きまし
た。災害時における負傷者の運搬等の訓練や知識を、よ
り多くの人が共有する事は、私も大事で、住吉区でも取
り入れたら良いのではないだろうかと思いました。

・住吉区でも、三角巾等を使った応急措置や布担架・車
いす等を使用した搬送訓練を実施しています。１２月１
０日実施予定の住吉区総合防災訓練では、けが人や高齢
者など災害時に避難支援が必要な方にも参加してもら
い、避難所までの搬送訓練、避難所では区医師会等の協
力も得て、看護師等を派遣してもらい、福祉避難所や病
院等へ搬送すべきかのトリアージを実施するとともに、
実際に福祉避難所等へ搬送する訓練も実施する予定で
す。

・保育所や幼稚園の建物の耐震性について確認したとこ
ろ、公立の保育所・幼稚園の建物につきましては、すべ
て耐震性ありと回答をいただいております。また民間の
保育所・幼稚園につきましては、各施設あてに耐震診断
の案内送付や診断費用の一部を助成することにより耐震
診断を促し、耐震性の把握に努めていると回答を得てお
ります。（大阪市こども青少年局及び大阪府教育庁私学
課確認）

⑤
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＜平成２９年度住吉区運営方針（素案）について区政会議委員からいただいた意見への対応方針＞

番
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年
月

外部評価意見 対応方針
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6 H28.10

●経営課題４【住吉区にふさわしい教育の充実】

・通常の学問だけでなく、実社会の生活に結びつく講演
等を行ない、そのビデオを撮り、ビデオ学習を他校でも
行ってはどうか？

・６月に開催した第1回区政会議でも地元識者による特別
授業の開催や実績の開示についてご提案をいただきまし
た。
　この件につきまして、７月の教育行政連絡会で区内各
小中学校の取組みについて情報共有を行いました。多く
の学校で土曜授業を中心に地域と連携した特別授業が行
われていました。
・今年度実施します「感動体験事業(サッカー教室)」で
は、セレッソ大阪のコーチによる指導に加えて、生涯を
通じての食育や体力づくりの大切さを教える講演を行い
ます。委員ご提案のビデオ学習につきましては、その様
子を撮影し、後日DVDを区内全小中学校に配付し、参加
対象学年以外の児童生徒にも見てもらえるようにする予
定をしております。

①

5 H28.10

●経営課題１【災害時要援護者（高齢者、障がい者な
ど）支援】

・台帳の更新の確認、又、実際に要援護を運ぶにはどう
するのか？

・避難所での対応については？

・災害時要援護者支援台帳に登録された方につきまして
は、平常時に地域の支援員が訪問し、災害時に向けた
「個別支援プラン」を作成します。その中で、避難経路
や避難方法、避難所での配慮事項について、打合せをお
こない、その情報を地域で共有することとしています。
なお、個別支援プランについては、少なくとも年に１回
は更新をお願いしています。

①
・
②

①

・「住吉かるた」につきましては、地域振興会の「新春
かるた大会」や、一部の小学校の活動などで活用されて
います。また、区役所主催の観光文化イベント等でも使
用・紹介するなどしています。今後も、より多くの場で
活用されるようＰＲしてまいります。

4 H28.10

●経営課題３「活力とにぎわいに満ちた住吉区」

・先日漠然とTVを見ていましたら、街の活性化に大いに
役に立ったという内容で、街をテーマにした「ソング」
を募集して、それを小学校から一般市民まで広く親しん
でもらい、地域の催し行事や小学校の運動会など全員で
合唱して盛り上げているのを見ました。そうだ私の小学
校（住吉小学校）の時に「住吉小唄」やったか「住吉音
頭」があり、歌詞はうるおぼえですが≪住吉神社は四社
の神様・・・、太鼓橋を渡れば住吉公園、粉浜市場を東
に登ればウラシマの帝塚山古墳、・・・節分の豆まきア
ビコの観音さん・・・高野鉄道汽車ポッポで締めくくり
でした≫（何人かの近所のお年寄りに聞いたら皆さん
あったことは知っておられ、歌詞は覚えているのが高野
鉄道汽車ポッポだけ）当時は、運動会や町内会の行事の
初めに、皆で歌っていて会を盛り上げていたようでし
た。ソングを口ずさんで、出てくる地名を感じ取るのも
一つの活性化案であるのではないかと思った次第です。
（ソングを区民から公募してもらえればと思います）

・住吉区区政６０周年記念行事に、区民の有識者による
古き歴史のある住吉区内の名所史跡風俗習慣を取り入れ
た「住吉かるた」（よくできていると思います）があり
ます。今では、一部の婦人部などで正月行事にやってお
られるのを、小学校や中学校でも取り上げて貰えれば、
住吉を知る一つではと思い提案させていただきます。

・委員ご提案の「ソング」に類するものとして、これま
でも「住吉区民音頭」や「住吉かるた」などが制作され
ています。
　まずは、アンケート調査や来年度に立ち上げを予定し
ている「まちづくり専門会議」（仮称）の場などでの議
論を通じて、どのような取組みであれば区民の皆さんに
定着するのか、住吉区への愛着の高まりや活性化につな
がるのかについて、検討していきたいと考えます。

②



【様式４】

外部評価意見への対応方針

＜平成２９年度住吉区運営方針（素案）について区政会議委員からいただいた意見への対応方針＞
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7 H28.10

●経営課題２「高齢者、障がい者、子ども等が心地よく
暮らせるまち」

「誰もが安心して暮らせる社会づくり」をめざすこの課
題は大変重要で、大阪市でも突出した地域見守り支援シ
ステムつくりとして実践されてきています。5ページの要
因分析でも、地域での支援の仕組みやネットワーク形成
が大きな困難に直面していることがよく分かります。し
かし、これに対する課題や6ページの具体的取組みが抽象
的で目指す目標に十分つながっていないように感じま
す。
地域見守り支援システムは住民参加に大きな特徴があり
ますが、これを推進する専門機関の役割がまず重要で
す。地域包括支援センターとＣＳＷが身近な地域で住民
と協働して支え合う取組みを進めるのですが、地域ごと
の支援内容のバラつきなどを調整する見守り支援室の
コーディネーター的役割がカギとなります。支援台帳の
作成や地域・役所等との調整に力が削がれ、肝心の包括
支援センターとの連携、地域支援内容の共有化など、未
来につながる業務にしっかり当れているかを評価し、手
当する必要があるのではないでしょうか。
その上で、地域でのネットワークを作るには、大きく二
つの道があります。第一に、個別事例を通じた関係者の
協働作業です。これは遠回りのようですが、確実に関係
者の経験値と連携活動の質を高める上で効果的だと思い
ます。これの中心的役割は地域包括支援センターが担
い、見守り支援室は区内の調整的役割を果たすことにな
ります。第二には、地域の関係組織や機関が課題を一緒
に考える場づくりです。例えば地活協傘下の福祉組織代
表、包括支援センター、施設やケアマネ事務所等の関係
者を集めた学習会などで顔を合わせる機会を作ることで
す。こちらは区役所等の行政からの指導性が必要です。
（ただし、上からの圧力とならないように地域の実情に
合わせて提案することが必要）

・平成26年4月から取組を進めております「住吉区地域
見守り支援システム」につきましては、現在、全12地域
に要援護者支援台帳を提供させていただくことができま
した。そして、4地域において、要援護者全員に1回の訪
問を終えていただき、うち3地域で日常的な見守り活動を
始めていただいております。
　すでに地域全体で見守り活動を進めていただいている
ある地域では、月1回ボランティア全員参加のもと、見守
り報告会を開催されております。地域からのお声掛けで
区役所・区社会福祉協議会・地域見守り相談室・ＣＳ
Ｗ・地域包括支援センター・ブランチの職員も参加を
し、ボランティア同士の情報交換とともに、専門職から
の助言等によるスキルの向上につなげておられます。さ
らに、関係機関による支援へとスムーズにつなげていく
ことが可能となっており、ケースによっては、地域から
の要請でケース会議を開催し、更なる支援へとつなげて
おられます。
　また、ある地域では地域支援相談員情報共有会議を開
催されており、その場に区役所・区社協・見守り相談
室・ＣＳＷ・包括支援センター・ブランチの職員も参加
をし、地域全体の課題の共有と関係機関による支援への
橋渡しを行っておられます。
　ある地域では、年に1回ではありますが、地域で多くの
方が利用されている介護事業者に声を掛け、地域とケア
マネジャーとの情報交換会を実施されております。
・こうした先進的取組事例を全地域に紹介するととも
に、事例の積み重ねにより見えてきた地域課題に対しど
う関係者で解決に向け取組を展開していくのか、本年度
策定に向け検討を進めている「住吉区地域福祉ビジョ
ン」に位置づけ、各地域に合ったネットワークづくりを
支援してまいりたいと考えております。

①



【様式４】

外部評価意見への対応方針

＜平成２９年度住吉区運営方針（素案）について区政会議委員からいただいた意見への対応方針＞
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※分類
　　①当年度（28年度）において対応　　②29年度運営方針に反映または29年度に対応予定
　　③29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

①
・
②

・住吉区運営方針には、区役所のＰＤＣＡをチェックす
るために、区民にとって区役所の取組の進捗状況や前年
との比較なども確認できるようなモデル事業を、経営課
題ごとに原則として一つ、抜粋して掲載することとして
います。
　経営課題である「区役所改革の断行」は、『住吉区将
来ビジョンＨ３０』における施策の柱の一つでもあり、
そのめざすところは、様々な区民が集うまちづくりの拠
点となる区役所となることです。その実現に向け、来庁
者にとって快適な区役所をめざし、窓口業務の抜本的見
直しを行うとともに、企画力、説明力に優れた職員づく
りなどにも取り組んできたところですが、それだけで、
めざす目的が達成できるということではありません。ま
た、まちづくりの課題というのは、「活力とにぎわいに
満ちた住吉区」や「住民自治の推進」といった複数の施
策の柱に関わる広範なものであり、それを解決していく
ためには、関係する様々な部署が緊密に連携・協力して
いく必要があることは言うまでもありません。

・次に地域担当制ですが、その役割を「地域活動協議会
で取り上げられた地域課題の解決に向け、地域担当職員
を各地域活動協議会に配置し、収集・把握した情報を分
析することにより見えてくる地域の強みや地域の課題を
地域にフィードバックすることにより、自律的な市民活
動の取組を支援する」ことを目的としております。しか
しながら、各担当の専門領域の違いなどにより十分な対
応ができているとは言えない現状もあります。今後もよ
り充実した地域担当制となるよう取り組んでまいりま
す。
　また当区では、原則として毎月「地域活動協議会会長
会」を開催しておりますが、ここには地域から会長をは
じめとして3名の方が出席できることとしている一方、区
役所全課長も出席し、地域からのお問い合わせなどに対
応する仕組みも構築しています。

・そして、来年度、「まちづくり専門会議」（仮称）を
立ち上げ、まちの活性化などに関して議論していただく
ことを予定していることから、このような専門会議の場
も活用していきながら、区のまちづくりを総合的に推進
するために必要なことにつきましても検討してまいりま
す。

●経営課題６「区役所改革の断行」

・このテーマはすべての経営課題につながるものと捉え
る必要があります。単に区役所利用の窓口サービスの問
題に矮小化してはならないように思います。つまり、区
の使命である「各部局を横断的に調整し、区のまちづく
りを総合的に推進する」ために、区役所の組織はどうあ
るべきかという観点で課題を明らかにすべきです。
・現在は、まちづくりのために①補助金や事業委託等の
お金での支援、②広報すみよしやホームページ等による
啓発支援、③各種団体会議での運営支援が中心ですが、
地域担当制はどれほど体制と権限を持っておこなわれて
いるのでしょうか？地域で制度の枠を越えた相談を受け
ても、区役所に来ると窓口を回されたり、地域の実情を
一から説明せねばならない状況はないでしょうか？区の
まちづくりを実現するために、地域・保健・福祉・教育
等の担当者が地区ごとに情報交換でき、地域住民や関係
機関の相談に対応できる仕組みを作るなどの改革を断行
していただきたいと思います。

H28.108


