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1 H29.6

〇「高齢者、障がい者、子ども等が心地よく暮らせる
まち」（経営課題2）

【介護する側へのケア･対策を】
・介護する側の介護疲れ、疲労が問題になっている。
介護する側のケアや対策として、例えば、広報紙等で
介護の機械道具（レンタルできるものもある）の紹介
を載せたり、介護する側へのカウンセリング･相談を
している団体の電話番号を紹介してほしい。
・また、高齢の方は、広報紙とか回覧板とかを見るの
で、そういうところに相談の電話番号をもっと載せて
ほしい。

・住吉区では男性介護者の集い「ほっこりサロン」や
「息子さんと娘さんのための介護者の集い」など各包
括支援センターで事業を実施している。
・また、講演会などの際にケアルームを開設し、いき
いきライフサポーターが高齢者本人を介護し、介護者
が講演会等に参加できるなどの活動が展開されてい
る。
・さらに、ご本人や家族が集える場として認知症カ
フェも6か所立ち上がっており、地域包括支援セン
ターや専門職、ボランティアが支援している。
・引き続き、地域包括支援センター、関係機関、関係
団体と連携し、介護者支援の取組みを進めていく。
・また、電話相談の番号等、広報紙でご紹介をしてほ
しいということについて検討していく。

①

2 H29.6

〇その他

【住吉区内の空店舗などを活用した商業活性化･誘致
を】
・住吉区運営方針では、住吉区内の商業（経済活性
化）の話題が少なく、例えば、商店街の空き店舗など
を利用して、新しい店、企業、ＮＰＯ等を呼んで、区
の経済･商業発展活性化にも取り組んでみてはどう
か。

・住吉区運営方針の経営課題は、「住吉区将来ビジョ
ンＨ30」における６つの施策の柱とリンクしてお
り、ビジョンの「活力とにぎわいに満ちた住吉区」に
おいては、歴史的資産を活かした観光振興策の推進に
ついて言及している。
・また今年度、住吉区において、区内の複数の空家を
使い、利活用のニーズを引き出す取組み等を進める中
で、商店街の空き店舗等の活用方策についても検討し
ていく。

①

3 H29.6

〇その他

【広報すみよし「すくすく、すみよしっ子」につい
て】
・企画･内容は大満足だが、苗字まで載せるのは、個
人情報の安全の面で載せない方がいいと思う。下の名
前だけでも、読者にかわいらしさが沢山伝わると思
う。

・広報すみよしでは、人を紹介する記事においては、
「フルネーム」で掲載することを原則としている。
・「すくすく！！すみよしっ子」への応募の注意事項
としても、投稿者にはご了承のうえ、応募いただいて
いる。
・フルネームで掲載することで、広報紙をご覧になっ
た地域の方と記事投稿者等とのコミュニケーションが
生まれることも期待している。

⑤

4 H29.6

〇「安全・安心の確保」（経営課題1）

【１－１　防災の取組】
・区民が防災力が向上したり、安全な町だと感じるこ
とは大切なことであると思うが、要援護者の方がどの
ように感じているかの指標も必要であると思う。

・防災の取組を実施･評価するうえで、災害時要援護
者自身の意見も重要であると考えている。
・引き続き見守り活動の報告会での意見の集約やアン
ケート等を行うなど、要援護者の意見を事業へより反
映できるよう取り組んでいく。

①
・
②

外部評価意見への対応方針

＜平成28年度住吉区運営方針自己評価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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5 H29.6

〇「安全・安心の確保」（経営課題1）

【１－１－１　災害時要援護者支援の取組】
・個別支援プランの作成が少し遅れているのは、周知
徹底が不十分であるからと読み取ることができるが、
個別支援プラン作成自体に課題がないのですか。
・地域の福祉施設とか関係者の方を巻き込んで支援プ
ランを考えていければと思う。みんなで支えていくと
いうような気風もつくっていくことが大事。

・個別支援プラン作成にあたっては、家族状況や身心
の状況等の詳細な情報を記載するため、日々の見守り
活動の中で顔の見える関係をつくりながら作成する必
要があること、個人情報を管理する体制づくりが必要
であること、避難経路や避難時の支援体制等、災害時
の体制の検討も同時に必要であることから、少し時間
を要しているのが現状である。
・すでに完成している地域での取組（好事例）を他地
域へ紹介するなどして、各地域の課題解決に努めると
ともに、ヘルパーさんなど事業者の方とも連携を図り
ながら取り組みを着実に進めていく。

①

6 H29.6

〇「安全・安心の確保」（経営課題1）

【防災訓練について】
・総合防災訓練に参加したが、せっかくの機会なの
で、近所にひと声かけるだけでもできればよかった。
できれば事前準備から、多くの人が関われると良いと
思う。

・今年度の訓練は、一時避難場所での安否確認訓練
等、町会本部での訓練に重点を置き、昨年の課題を精
査したうえで、各地域の訓練内容をできる限り早く決
定し、事前説明・打ち合わせ等をしっかりと行い、多
くの住民が参加できるよう周知等に取り組んでいく。 ①

7 H29.6

〇「住民自治の推進」（経営課題6）

【地域編集塾について】
・地域編集塾が好評とのことだが、それによって実際
に解決した地域事案があれば教えてほしい。

・ある地域では、テーマごとに明らかにした「やるべ
きこと」を実現するために、事業案を検討し、地域を
よくするためにはまずは地域を知ることから始めよう
ということで、まち歩きイベントを実施され、地域の
歴史や取り組みを広く知るいい機会になったと聞いて
いる。
・現在、これらの経験を活かしながらあらゆる世代の
地域住民が参加できる文化的取組が検討されている。
・また、今後は、各地域で抽出した課題について、企
業やNPO等とマッチングしていくことなどにより、
課題の解決を図っていくことを考えている。

①

8 H29.6

〇「高齢者、障がい者、子ども等が心地よく暮らせる
まち」（経営課題2）

・高齢者、障がい者、子ども等の「等」には、外国人
も含まれているのか？最近（一般的に）外国人が増え
ていると聞きくが、住吉区ではどのくらいの人数なの
か？
・外国人が要援護者支援システムの対象者に含まれて
いることを地域の人は知っているのか。

・地域福祉の取組みは、国籍を問わずすべての住民が
対象であり、災害時の要援護者支援の取組みにおいて
も、日本語が不自由な外国人も要援護者に含まれる。
・平成29年3月末現在の住吉区在住の外国人は
3,812人（男性1,826人、女性1,986人）で、全体
人口の約2.5%を占め、１年前と比べて229人増加し
ている。
・日本語がご不自由な外国人も、災害時には支援が必
要な方ですというアナウンスはしているが、防災訓練
等に取り組む中で、そういったことも含めて地域の中
で共有できる場があればということも考えながら進め
ていく。

⑤
・
①
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9 H29.6

〇「安全・安心の確保」（経営課題1）
【防災の取組】

・大半の「めざす成果及び戦略」における自己評価が
住民の意識調査割合にて評価が行われており、課題改
善策が住民の認識度ＵＰをさせる手段に偏っている様
に思う。
・例えば、「安心･安全」に暮らせないと言う不安は
どこにあるのかを聞き、そこにスポットをあて取組み
方法を改善していく必要はないのか検討し、「ＰＤＣ
Ａ」をまわす事も必要である。
・本来、日常生活が無意識におくれている事が区政が
問題なく行われている事であり、そこには住民間に
「和」が生まれていると思うが。

・アウトカム（成果指標）の設定にあたっては、施策
の対象者である区民の評価が重要だと認識しており、
その成果指標は「～と感じる区民の割合：平成◇年度
までに○％以上」等と定めている。
・住吉区では、毎年、区民意識調査を実施し、アウト
カムの達成状況を測定し、意識調査の結果、改善すべ
き点があれば、施策に反映している。
・住吉区が「安心・安全」に暮らせないという不安は
どこにあるかなど、目的を阻害する要因の分析を行う
ことは重要で、区民意識調査や、防災訓練を通じたア
ンケートなどを活用しながら意見を聴取し、施策に反
映させていく。

①

10 H29.6

○「住民自治の推進」（経営課題6）

【住民自治の推進】
・「住民自治の推進」においては、現状のアウトカム
では長期的にみても結果は見込めないと考えられ、問
題点を深堀りし、改善策を講じるとともに、めざす指
標数値を下げるべきと考えている。
・短･中･長期課題に対し、評価にウェート値を付け、
期に合った取組み重点課題、進捗遅延課題の取組みに
重点を置く様にすべきと考える。

・「住民自治の推進」におけるアウトカムについて、
最終年度の平成29年度中において、過去実績の推移
から見て達成はたいへん難しい状況である。
・一方で、平成29年６月に「市政改革プラン2.0（区
政編）」（素案）が公表され、考え方についても新た
に整理されており、指標についても見直す機会である
と認識している。 ①

11 H29.6

〇「安全・安心の確保」（経営課題1）
○「高齢者、障がい者、子ども等が心地よく暮らせる
まち」（経営課題2）

【「防災」「地域見守り支援システム」について】
・「地域福祉の推進」は単独で進められるものでな
く、それぞれの役割を活かすネットワークを調整する
コーディネート機能が「行政」「専門職」「地域」の
それぞれの場で必要である。
・行政の中に地域の多様な課題に対して、行政部署間
の連携や新たな政策検討につなげることのできるコー
ディネート役が不明確である。

・「地域福祉の推進」には、住民同士の支え合いだけ
ではなく、関係機関や地域にあるあらゆる資源が協働
し、住吉区全体として取り組むことが重要であると考
えている。
・「行政」のコーディネート役については、保健福祉
課長が中心となり、生活支援課長をはじめ、保健子育
て担当課長、保健主幹など関係者を集め、地域福祉全
般に関する各種施策の連絡調整を行う場を設置し、地
域福祉に関する実態把握及び課題の集約を行い、行政
施策に反映できる体制を作っていきたいと考えてい
る。

①

12 H29.6

○「活力とにぎわいに満ちた住吉区」（経営課題3）

・以前に「マッサン」がテレビで放映されていた際の
区政会議で、歴史名跡を見に来た人に「お土産」や
「食事処」が少ないとの意見があった。
・民間団体と積極的にコラボした情報発信や、民間団
体に対して、プロポーザルの事業補助をするだけでな
く、行政ができない役割を委ねる協力団体として投
資・育成するという観点が必要ではないかと思う。
・窓口業務について、派遣会社へ安い値段で委託して
いるが、そこでつかんだ情報が区にフィードバックさ
れて評価できる、次につなげられるという形でやって
いかないといけないのではないか。

・観光に関する情報発信については、単に名跡だけで
なく、食や物産も含めたトータルな情報発信が必要だ
と考えている。
・地域の観光や文化の発信に取り組んでいただいてい
る団体等とも連携し、より多くの方に住吉区に足を運
んでいただけるよう、住吉区のさまざまな魅力の発信
に取り組んでいきたい。
・窓口業務の委託については、来庁者から受けた意見
などを業務日誌として日々報告させるととともに、年
４回のアンケート実施や毎月１回本市との定例会議を
開催し、課題共有と改善策・対応方針への検討を行
い、その結果を窓口サービスの向上に向けた取り組み
に反映させている。

①
・
⑤
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13 H29.6

〇「安全・安心の確保」（経営課題1）

【防災訓練について】
・住吉神社の周りに住んでいるが、住吉神社は国宝な
ので、国家事業で年に２回、防災の訓練をする。その
とき一度、区役所も顔を出してほしい。

・住吉大社周辺の防災訓練については、ぜひ参加させ
ていただきたい。

①

14 H29.6

○その他

【住吉区役所スポーツ健康行事について】
・過去３～４年を振り返って各事業行事の取り止めが
あった。
・継続してこそスポーツ、健康事業と言えるが、今後
の方針については？

・本市では、行政が関与する領域か民間に任せる領域
かといった観点や、受益と負担の関係の観点などか
ら、スポーツ健康推進事業に限らず毎年度事業の精査
を行っており、結果として事業規模の縮小や廃止をし
たものもある。
・生涯スポーツについては、民間でも様々な機会が提
供され、また自主的な活動も多くある中、区では、よ
り多くの区民の方が気軽に運動やスポーツに親しむ
きっかけとなる機会や場の提供を中心に行ってまいり
たい。

①

15 H29.6

○「住民自治の推進」（経営課題6）

【地域活動について】
・地域振興団体（町会）との連携について、今後の方
針については？

・地域振興会（町会）は地域活動の基礎的な組織とし
て、様々な活動を通じて、人と人とのつながりづく
り、絆づくりに重要な役割を果たしていると考えてい
る。
・今後とも、「安全」･「安心」のまちづくり、「つ
ながり」や「きずな」の深いまちをめざして、地域振
興会（町会）とも連携して取り組んでまいりたい。

①

16 H29.6

○様式１　区の目標、使命、基本的な考え方について

【「和」で創るまちについて】
・異なる言語、習慣、文化、宗教の人達とも共に暮ら
せる多様性のダイバーシティをめざすべきと思う。
・住吉区内在住の外国人世帯2,878世帯3,899人又
大阪市大には留学生として323人、浅香の関西交流セ
ンターには300人宿泊ほぼ満室の様である。
・この人達に対する住吉区の安全安心の街づくりや災
害支援、言語教育等にも関連してくるので、統一した
対策、窓口が必要では？
・体験をしたいという外国人が多く、それに選ばれる
施策とか形をつくっていったら、活力に満ちた住吉区
をつくる一助になるのではないか。

・住吉区役所では、大阪市立大学と締結した連携協定
における連携項目として「地域防災に関すること」
「教育及び人材の育成に関すること」が謳われている
ことから、災害時に留学生が通訳等、地域防災力の向
上に寄与いただけるよう協力を求めている。
・また、一時避難場所や災害時避難場所の表示及び浸
水想定表示板については、多言語表記にしている。さ
らに、平成28年度には、防災マップの外国語版を作
成している。
・29年度は、実際に住吉区を訪れ、ＳＮＳでスポッ
トを投稿したり、体感したくなるような内容の動画の
制作を進めるとともに、英語テロップ版も制作し、海
外からの観光誘客も進めていく。

①

17 H29.6

〇「住吉区にふさわしい教育の充実」（経営課題４）

【具体的取組４－１－１について】
・総合教育会議で打ち出して頂いており、「徳育の推
進」その具体的な実践として、「あいさつ」の打ち出
しについては、大変重要だと感じている。
・笑顔と挨拶が行き交う地域は、子どもたちが安心し
て成長出来て、安心して子育てできるとともに、誰も
が安心して暮らせる、きっとそんな地域だと思う。
今後どのように推進していかれるか教えてほしい。

・住吉区徳育基本プランに基づく「あいさつ運動」に
ついては、区内の学校園や各種団体に参加・協力を呼
びかけ、現在71団体から参加・協力のお声をいただ
いている。
　今後は、ロゴマーク、ポスター、のぼり等を作成
し、学校園・各種団体と連携を図りながら、運動の輪
を広げてまいりたいと考えており、地域や家庭での取
組みをお願いする。

①
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18 H29.6

〇その他

【校区について】
・同じ住吉１丁目だったら１丁目は全部同じ校区にす
れば、もっと区内が仲よくなるのではないか。

・どこかで必ず境目が生じるが、例えば防災訓練は、
基本的に地域単位でやっている。
・まずはそこで充実した取り組みをこれからも追求し
てまいりたい。
・さらに次のステップでは、異なる地域同士の連携な
どがあり、違う地域資源を活用する中で、そういった
地域の子ども同士のつながりの追求も考えていきた
い。

⑤

19 H29.6

〇その他

【地域福祉ビジョンについて】
・65歳だろうと70歳だろうと、現役で動ける人間は
動こうとされると思うので、そういう人たちを人材と
して求めるような福祉づくりも大事ではないか。

・団塊世代など元気な方々に「助ける側」として活躍
してもらうことにより、地域福祉活動の担い手の層を
厚くする取組みをアクションプランで示してまいりた
い。 ①

20 H29.6

〇その他

【地域福祉ビジョンについて】
・５つの課題のうち、１、２、３は地域づくりなの
で、地域ごとで議論しなければいけないが、４と５は
区役所や専門機関の仕事なので、専門会議で議論する
のなら、４、５を議論して、地域づくりのことについ
ては、それをサポートをするというぐらいにしないと
いけない。

・いただいたご意見を参考にし、５つの重点的取組の
具体案を策定し、アクションプランに繋げていきた
い。

①

21 H29.6

〇その他

【防災専門会議について】
・スマホや携帯にいろんな情報が入るが、防災専門会
議に、その根本の発信元がなぜ参加していないのか。
・防災の取組みに最新のＩＴ先端技術とか、そういう
ものも取り入れていかなければ、若い人はついてこな
いのではないか。

・防災に関するIT活用としては、28年度の総合防災
訓練時にも、訓練の模様を住吉区のホームページやツ
イッターで配信してきた。
・28年11月に全戸配布した地域防災ハンドブックに
防災お役立ち情報として災害伝言ダイヤルや大阪市防
災アプリ、大和川ライブカメラなど「防災・災害情報
サイト」を掲載し広く区民に周知した。

①

22 H29.6

〇その他

【公募委員の募集について】
・公募委員の募集について、スマートフォンでフェイ
スブック、ツイッターにより若い人を呼んで風を入れ
てほしい。

・公募委員の募集については、できるだけフェイス
ブック、ツイッター等を利用していきたい。

①

　　　　　　　　　　※分類
　　　　　　　　　　　　①当年度（29年度）において対応　　②30年度運営方針に反映または30年度に対応予定
　　　　　　　　　　　　③30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



【様式４】

番
号

年
月

外部評価意見 対応方針
分
類

1 H29.8

〇「住民自治の推進」（経営課題5）

【地域リーダー等の人材育成について】
・地域愛と、人との繋がりがモチベーションとなり、
また、活動による地域や人の役に立つ充実感・幸せ感
が、次へのエネルギーとなり、より多くの年代のより
多くの人が活動に携わると、地域活性化の大きな力と
なる。
・ただ、それを取り纏めて、あるいは、繋いで、コー
ディネート出来る人が少ない。あるいは、いない。
・具体的にどのようなリーダーを目指して養成するの
か、その方法は何か、また、区役所はそのサポートを
どのようにされるのか。
・委嘱されている人が重なっていたりする部分がかな
りあるので、ほんとうに必要な部分だけをやっていく
ことが必要だと思う。

・２９年度は既存の地域リーダー養成の仕組みで形骸
化しているものがあれば見直しの検討を行っていく。
・３０年度以降、委嘱する市民の方に委嘱の趣旨・目
的をしっかり理解していただけるよう研修の実施な
ど、地域活動をおこなっていただく中で必要な情報の
提供や活動支援をしてまいりたい。
・また、委嘱等が重複することによって、負担感を感
じておられる場合もあると思いますので、見直しの検
討をしていきたい。 ②

2 H29.8

〇「住民自治の推進」（経営課題5）

【「既存のリーダー養成で形骸化していること」につ
いて 】
・現在、各町会の女性部長が中心になって、様々が活
動が行われている。
・ただ、おそらくどの町会でも、若い方々の担い手が
少ないことが課題だと思う。
・殆どの女性の方が仕事を持ち、平日日中の時間が中
心の活動に参加することが、現実難しく、折角の凄い
仕組みが立ち行かなくなるのではと思う。 
・よりよい地域作りの為に、既存の組織の善き部分を
踏襲しながら、未来に繋がる仕組み作りをお願いした
いが、行政としては、具体的にどのように考えておら
れるのか？

・町会だけでなく、様々な団体において新たな担い手
がいないことが課題であると認識している。
・地域の活動に誰もが気軽に参加できる場の情報な
ど、活動のきっかけとなる情報の収集・発信を行って
いく必要があると考えており、区役所としても、各地
域で実施されている、ふれあい喫茶や子ども食堂、子
ども見守り活動など、広報紙やホームページで積極的
に情報発信してまいりたい。 ①

3 H29.8

〇「地域活性・活動への、若い世代への呼びかけ、新
たな担い手について」（様式3　取組項目6）

【「地域活性・活動への、若い世代への呼びかけ、新
たな担い手を」について】
・「防災、福祉、教育、地域の活動・ボランティア
等」と「若い世代の興味のある分野・物事」とコラボ
をさせ、興味のある分野・物事をきっかけに、まず目
を向けてもらい、それをきっかけに、まず入って参加
してもらい、徐々にその奥底にある芯のテーマを見
て、向き合ってもらうことが重要である。
・その為には、先にこちらが若い世代の興味のある、
現在、今の状況を知る事が大事である。

【事前の回答】

・市政情報を得るために利用している媒体について、
市政モニターアンケートによると、「区の広報紙の利
用」が89.2%と最も高く、次に「ホームページやツ
イッターなどのＩＣＴツールの利用」が62.4%と
なっており、20代以下では、「ＩＣＴツールの利
用」が80.0%と最も高くなっている。
・とりわけ子育て支援やお祭りなどの地域イベントな
どについては、ホームページやツイッターの活用を強
化して、地域活動への参加を呼び掛けてまいりたい。
・昨年度、区内全域で総合防災訓練を実施したが、実
施後のアンケートでは、「近所にこんなにお年寄りが
いるとは知らなかった」「自分たちが高齢者を助けに
いかなければならないと思った」など新たな地域との
つながりができたと考えている。
・今年度についても、より多くの若い世代が訓練に参
加してもらえるよう、ＩＣＴも活用しながら周知をお
こない、多くの人に、つながりづくりの大切さと地域
活動へ興味を持ってもらえるよう取り組んでまいりた
い。

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にかかる市政改革プラン2.0（区政編）の
反映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＞



【様式４】

番
号

年
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外部評価意見 対応方針
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類

　　　＜平成29年度住吉区運営方針にかかる市政改革プラン2.0（区政編）の
反映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＞

4 H29.8

〇「地域活性・活動への、若い世代への呼びかけ、新
たな担い手について」（様式3　取組項目6）

【「地域活性・活動への、若い世代への呼びかけ、新
たな担い手を」について】
・若い世代が多く使うInstagramのアカウントを住吉
区が持てたら理想である。
・TwitterとInstagramのハッシュタグ機能を利用し
て、住吉区はこんな面白い事をしているんだ！」と、
国内外の若い世代の人が飛びついてきてくれると思
う。
・「こんなに面白ければ、自分も参加したい！」とい
う若い世代も増えてくるかもしれない。
・地域活性・活動への若い世代・担い手を増やすため
には、まずはこちらも若い世代の文化や現況を勉強し
て、こちらから交流を始動することが大事だと思う。

・インスタグラム※については、発信する区政情報の
内容が、視覚に訴える情報が多いインスタグラムの特
徴に馴染むのか等を検討してまいりたい。
・現在もツイッターにおいて一部の記事でハッシュタ
グ※を活用しているが、今後はさらに庁内で活用方法
を共有するなど、利用を促進してまいりたい。

※インスタグラム：投稿する写真の加工機能がある、
文章を書く必要がなく（テキストを入れることも
可）、写真１枚で「今」を表現できることが特徴。
※ハッシュタグ：　#記号から始まる文字列のこと
で、ハッシュタグをつけると、その記号つきの発言が
検索画面などで一覧できるようになる。そのため同じ
カテゴリの情報を共有しやすくなる。

①
・
②

5 H29.8

〇「人と人とのつながりづくりについて」（様式3　
取組項目4）

【総合防災訓練について】
・住吉区総合防災訓練時、福祉避難所だけに限らず福
祉施設も避難訓練等に関わっていけるように、区役所
として各町会への働きかけを行ってほしい。

・これまでも、福祉避難所への受入という連携だけで
なく、同じ地域の一員として、要援護者の搬送を町会
と施設とが連携しておこなう等の訓練を実施してき
た。引き続き施設と町会等地域が連携できるよう、各
地域や町会へ働きかけてまいりたい。 ①

6 H29.8

〇「多様な区民の意見やニーズの的確な把握につい
て」（様式3　取組項目11）

【区民の意見やニーズの把握について】
・区民意識調査の際、区政だより等で広く調査趣旨を
周知するとともに、こうした調査だけでなく、区役所
訪問者にアンケートを行うなど、広く区民の意見や
ニーズを把握することも必要であると思う。

・住吉区役所ではインターネット調査による区民意識
調査を年3回実施している。
・これらの調査以外にも、区役所窓口に来られる来庁
者の方へのアンケート調査や各事業の中で実施する事
業やイベントなどの催しの際に参加者アンケートを行
うなど、引き続き、インターネット手法によらない手
法も実施してまいりたい。

①

7 H29.8

〇「地域社会における住民自治について」（様式3　
取組項目5、6、7、8）

【地縁型団体、テーマ型団体について】
・「地縁型団体」、「テーマ型団体」とは具体的に説
明してほしい。

・「地縁型団体」は、地域振興会に属している町会
（振興町会）や連合振興町会、地域振興町会に属して
いない町会、マンション自治会、老人クラブ、子ども
会、PTAなど、区内において住民の地縁に基づき形
成された団体の総称となっている。
・また、「テーマ型団体」は、地縁型団体以外の市民
活動団体として、NPO法人など、お住まいのエリア
に関わらず、様々な個人や団体により構成され、特定
のテーマや分野、その他多様な活動を行う団体となっ
ている。

①
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　　　＜平成29年度住吉区運営方針にかかる市政改革プラン2.0（区政編）の
反映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＞

8 H29.8

〇「地域団体（町会など）各種団体等について」（様
式3　取組項目5、6、7、8）

【各種団体等について】　
・地域団体及び各種団体と市･区職員との連携がス
ムーズにいっていたと思われるが、ここ数年、区役所
と団体の間に溝ができたと会員からも意見を聞いてい
る。
・今後の対応方針できっちり成果を上げていただいて
区政会議の場で報告してほしい。
・住吉区内の各種団体の活動状況を区役所内でも理解
されているのか？
・何10年と続いている区内の各種団体の行事も広く
言えば区政の行事の様なものではと思う。

・住吉区役所としても、地域見守り支援システムの構
築や住吉区総合防災訓練などを通じて、自治会・町内
会単位の活動への支援をおこなってまいりたい。
・各種団体の活動は、つながりづくりや地域の活性化
に欠かせないと考えており、できる限り、区長はじめ
担当職員が団体行事に顔を出し、情報収集や意見交換
等を行い、活動状況の把握に努めてまいりたい。
・我々行政、それと地域のさまざまな団体の方と、車
の両輪として住吉区のまちのためにやっていきたいと
思っている。

①

9 H29.8

〇「さらなる区民サービスの向上について」（様式3　
取組項目12）

【区政情報発信について】
区の様々な取組（施策・事業･イベントなど）に関す
る情報が、区役所から届いていると感じる区民の割合
について、28年度28.6％、29年度30％となってい
ますが、現実はもっと低いのでは。
「情報発信のキーステーションとしての区役所」を希
望する。

・区のさまざまな取り組みに関する情報は、「広報す
みよし」をはじめ、ホームページ、ツイッターおよび
広報板などで発信しており、今後も情報発信に努めて
まいりたい。
・区内の団体等の活動の支援を目的として、区内に拠
点を有する団体や個人が実施する講座･イベント情
報、または区内で実施される講座･イベント情報を広
く公募しています。
・今後とも、より多くの皆様に広報紙を活用していた
だけるよう、この取組みのさらなる周知に努めてまい
りたい。
・さらには、地域活動協議会会長会や学校、PTAな
ど、地域の人的つながりやネットワークを通じた周
知、情報提供についても実施してまいりたい。

①

10 H29.8

○「さらなる区民サービスの向上（③区政情報の発
信）について」（様式3　取組項目12）
○「市民活動の持続的な実施に向けたCB／SB化、社
会的ビジネス化の支援（広報すみよしの配布事業対象
エリア拡大）について」（経営課題5）

【「広報すみよし」について】
・各種団体等に配布するのか？一般区民に配布するの
か？

【事前の回答】

・安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみ
よし」配布事業の導入地域に関しても、他の地域と同
様に、全世帯・事業所に広報紙を配布している。

①

11 H29.8

○「さらなる区民サービスの向上（③区政情報の発
信）について」（様式3　取組項目12）

【「広報すみよし」について】
・広報すみよしは、戸別配布なので、ある程度見てい
ると思われるが、人が集まる所（スーパー･商店
街）、又、人がよく通る所（駅･JR･地下鉄･南海）に
広報すみよしを置く、配布する。又、自転車マナー啓
発活動のように区職員が街頭で（各種団体の会などだ
けでなく）広報配布する。役所でアクセスを待ってい
るのではなく、こちらからアクションを起こす事が必
要ではないか。

・「広報すみよし」は、生活に関連した情報が多く、
主に区民を対象に情報を提供することを目的としてい
るが（全戸配布にて全世帯・事業所に戸別に配布し対
応）、区内在勤の方等できる限り多くの方にご覧いた
だけるよう、区内各駅（ＪＲ、地下鉄、南海）をはじ
め、住吉図書館、住吉区民センター、大阪市立大学、
子ども子育てプラザ、大阪急性期総合医療センター、
大阪シティ信用金庫や一部のスーパーマーケット・コ
ンビニエンスストア等に配架するなど、効果的・効率
的な配布に努めている。

①
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　　　＜平成29年度住吉区運営方針にかかる市政改革プラン2.0（区政編）の
反映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＞

12 H29.8

○その他

【全体について】
・28年度の数値が書かれていないので、目標として
妥当かどうか判断しにくい。また、右側と左側が同じ
数値目標なので、住吉区の特性が反映されていないよ
うに思う。

・平成28年度取組実績がある場合は、その数値を記
載してまいりたい。
・目標設定にあたっては、左側欄に記載の市政改革プ
ラン2.0（区政編）に掲げられている目標に対し、
①新たに取組を進めるものについては、その目標を
　記載
②現在取り組んでいるもので、目標に達していない
　ものについては、その目標を記載
③現在取り組んでいるもので、目標に達しているも
　のについては、その取組状況を勘案して住吉区役
　所独自で目標設定を行い記載
している。

①

○「区における住民主体の自治の実現について」（様
式3　取組項目10）

【区政会議、専門会議について】
・区政会議で出た意見は、それに関連する他の専門部
会にどのように反映しているのか？総合防災訓練が近
づいてきましたが、前回出た意見は反映されているの
か？

・区政会議で頂いたご意見は、各事業で検討・反映す
るほか、内容によっては関連する専門会議で議論して
いる。
・総合防災訓練については、前回会議でのご意見を踏
まえ、今年度の訓練は、各地域の訓練内容をできる限
り早く決定し、多くの住民が参加できるよう周知等に
取り組んでまいりたい。

①

・委員同士あまり繋がりがないのがもったいない気が
するので、懇親会あるいは情報交換タイムなど設けて
はいかがか？

・委員同士の繋がりづくりについては、情報交換タイ
ムを設けている専門会議もあるが、今後、他の委員の
ご意見もお聞きしながら検討してまいりたい。

⑤
今後、
他の委
員の意
見もお
聞きし
ながら
検討す
る。

14 H29.8

○「多様な区民の意見やニーズの的確な把握」（様式
３　取組項目１１）

【区民の声を聞く場について】　
・ツイッターの活用もいいと思うけれど、ネットに繋
がっていない人もいるので、もっと気軽に区民の声を
聞く場があればと思う。区長がおられた天王寺区で
は、区民の声集約チームがあると聞いたことがある
が、どのように工夫されていたのか教えていただきた
い。

・天王寺区役所では､「あなたの声をつなげ隊」とし
て、能動的に自らの意見を区役所に届けることのない
人の意見を聴くためや、特定のテーマに絞って聞く必
要ある場合に、区政に関してのご意見やご要望を伺う
取組みを実施し、区政運営の参考として活用している
と聞いている。
住吉区役所ではインターネット調査による区民意識調
査をすることにより区民の方のご意見を施策に反映さ
せていますが、ネットに繋がっていない人もいること
から、各事業の中で実施する事業やイベントなどの催
しの際に参加者アンケートなどを実施するなど、イン
ターネット手法によらない手法も実施してまいりた
い。

①

13 H29.8
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15 H29.8

○「住民自治の推進」（経営課題6）

【地域活動について】
・地域振興団体（町会）との連携について、今後の方
針については？

・地域振興会（町会）は地域活動の基礎的な組織とし
て、様々な活動を通じて、人と人とのつながりづく
り、絆づくりに重要な役割を果たしていると考えてい
る。
・今後とも、「安全」･「安心」のまちづくり、「つ
ながり」や「きずな」の深いまちをめざして、地域振
興会（町会）とも連携して取り組んでまいりたい。

①

１
６

H29.8

○「地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）につ
いて」（様式３　取組項目７）

【補助金について】
・補助金はもらったら使い切らないといけないので使
いにくい、と耳にした。できるだけ節約して残った予
算を、本当に必要なところに活用できるしくみにして
ほしい。

・地域活動協議会の活動費補助金は、防犯・防災、子
ども・青少年、福祉、健康、環境、文化・スポーツの
６つの活動分野について、活動内容を限定せずに補助
限度額を提示し、地域の特性に応じて予算を決め、有
効に使われている。
・地域活動協議会の役員や運営委員、各事業の担当者
間で情報共有や情報交換を行うことで、補助金の事業
間流用などの有効活用をされている。

①

17 H29.8

○「地域活動協議会への支援」（経営課題５）

【eーラーニングについて】　
・eーラーニングとはどのようなものか？
・ホームページにあるなら私も勉強したい。

・e-ラーニングとは、パソコンやインターネットの
ネットワークを利用して教育を行うことである。
・今回のe-ラーニングについては職員に対して行う
ものである。 ①

18 H29.8

〇その他（市政改革プランについて）

【市政改革プラン8項目について】
・今後の区政会議について、今の委員に一人2～3項
目の担当役割をおわせ、「改革の柱8項」にサブ的役
割を勉強させ、アドバイザー的意見をもらうことも一
つではないかと思う。
・市政改革を進めておられることをより区民にわかり
やすくなるようになるのではないかと思う。

・区政会議委員の皆様からご意見等をいただきながら
運営方針等の策定を行っており、それとあわせて区政
会議とは別に特定の分野に対する課題に特化した専門
会議も設置し、専門的な見地や地域･住民等の立場か
ら意見を求め、それを各分野の施策反映に努めてい
る。
・このたび策定された市政改革プラン2.0（区政編）
の記載事項に関しても、引き続き皆様からご意見を伺
うとととに、区政への反映状況等について、報告等を
行ってまいりたい。

⑤

19 H29.8

〇その他（全般について）

【年度取組み内容・目標全般について】
・現在の実績を再検証し、それに見合った目標を設定
する方が良く、実績がない取組み及び市目標に未達の
場合は、市目標を最低目標ラインとする。
・取組み内容がアバウト過ぎる感があり、もう少し具
体的に取組み施策を記す方が良い。

・取組みの目標設定にあたっては、実績がないもの
は、市政改革プラン2.0（区政編）に掲げられている
目標数値を、市政改革プラン2.0（区政編）に掲げら
れている目標数値を達成している場合は、その取組状
況等を勘案し、目標値を設定している。
・引き続き、目標の達成に向けた具体的取組の記載に
努めてまいりたい。

①
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20 H29.8

〇その他（全般について）

【取組み内容全般について】
・区民の認知度を目標とした取組みがあり、活動その
ものの意義・目的と活動組織・団体の仕組み・活動内
容を知ってもらう事から始めないと認知度は高まらな
い。
・広報等を活用し、一つ一つ丁寧に分かり易く、区民
に説明していくことが必要と思う。

・日頃から広報すみよし等を活用し、活動の意義、目
的、活動内容等を知ってもらえるよう、区民に対して
積極的に情報発信に努めてまいります。
・地域活動協議会の中には、地域発信の広報紙やホー
ムページの作成等に取りかかっています。このような
活動も支援していきながら、認知度の向上に取り組ん
でまいります。

①

21 H29.8

〇「人と人とのつながりづくり」（様式３　取組項目
４）

【取組みの重要性について】
・なぜ人と人とのつながりが重要かのアピールが不
足。人と人とのつながりが、高齢化社会、少子化等へ
の根本的解決策であることを強調してほしい。繰り返
してほしい。

・人と人とのつながりは、地域にお住いの方々が安
心・安全に暮らすために非常に大切なものであると考
えている。
・今後とも、人と人とのつながりの重要性を、「地域
見守り支援システム」構築のための地域での説明会、
また、「総合防災訓練」に向けた地域説明会など多く
の機会において伝えてまいりたい。

①

22 H29.8

〇「地域活動協議会への支援」（経営課題５）

【地域活動協議会について】　
・町内会、自治会（みんなが知っている組織）と、ど
のように違うのか、比較しながらの説明が必要。町内
会、自治会を強化しただけのもの？

・地域活動協議会は、地域住民の組織をはじめ、ボラ
ンティア団体、NPO、企業など地域のまちづくりに
関する様々な市民活動団体が幅広く参画し、その活動
区域の全住民を対象に活動が行われていること、その
活動区域の誰もが活動に参加できることが要件とされ
ている。
・地域活動協議会の認知度について、まだまだ低いの
が現状であり、広報紙やホームページ、SNSなどを
活用しさらなる周知をしてまいりたい。

①

23 H29.8

〇「人と人のつながりづくり」（様式３　取組項目
４）

【取組評価について】　
・３年間の改革プランである限り、達成度の評価のた
めにも各年度の達成目標や段階を明示する必要があ
り、つながりづくりの進捗度を測る指標を示す事が必
要ではないか。

・住吉区においては、地域のつながりづくりの取組み
として「住吉区地域見守り支援システム」の構築に取
り組んでいる。
・各地域の実状に応じた取組みとなるよう体制づくり
に時間を取り、現在、全12地域で一定、活動が動き
出してきている。
・今後は進捗度を測る指標を、地域福祉ビジョンのア
クションプランの中で示し、取組みを進めてまいりた
い。

①
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24 H29.8

〇「地域に根ざした活動の活性化（地縁型団体）」
（様式３　取組項目７）

【取組評価について】
・「担い手不足」は地縁団体が感じる「やらされ感」
「負担感」の結果ではないか？
・組織には行政からの指示を待つスタイルが定着した
ように感じる。
・補助金の透明性確保についても、執行目的や効果に
ついて組織役員と一緒に考えることが必要ではない
か。
・また、「市民活動総合ポータルサイト」について
も、地域組織からすると登録する効果や意味がよく分
からないのではないかと思う。

・地縁型団体の担い手不足については、少子・高齢化
の進行やマンションなどの増加といった社会環境の変
化、生活様式や価値観の多様化による人と人とのつな
がりの希薄化など様々な要因が考えられる。
・「やらされ感」「負担感」について、委嘱する活動
内容の見直しや地域の実態に即したものとなるよう検
討してまいりたい。
・補助金の透明性の確保については、様式の見直しな
ど、さらなる簡素化について現在検討しているところ
である。
・執行目的や効果については、事業ごとにアンケート
を実施することで、事業効果の測定をおこなっていた
だいている。
・「市民活動総合ポータルサイト」については、市民
活動・ボランティア活動の活性化に役立つ様々な情報
をインターネット上で収集・発信する仕組み各団体が
活動をするうえでの情報収集・発信するツールのひと
つとして、地域活動協議会等に紹介し、登録を促進し
てまいりたい。

①
・
②

25 H29.8

〇「地域活動協議会への支援」（経営課題５）

【地域活動協議会について】
　①「準行政的機能」とは何を意味するのか？
　②「総意形成機能」というならば、幅広い住民（地
域の事業所も含め）の意見を集約できる役員構成に
なっているのか、組織の決定や行動について住民に説
明する機能を持っているのかが問われる。
・地域活動協議会の組織運営指針を明確にするととも
に、地域見守り支援システムの取り組みでも、地域組
織の問題が壁になっている所もあり、それだけに地域
活動協議会の組織と運営のあり方を明確にすべきでは
ないか？

・「準行政的機能」とは、行政が担うより、地域に委
ねる方がより効果的・効率的な公共的活動及び活動地
域内で他の市民活動団体が行っていない地域活動をカ
バー（補完）しながらまちづくりを進めていく機能を
いう。
・地域活動協議会は、様々な市民活動団体が参画し、
また、参画する機会が保障されていることや、総会そ
の他の議決機関の構成員の選任や運営上の重要な事項
の決定などが民主的に行われ、その透明性が確保され
ていることなどをもって区長が認定することとなって
おり、地域活動協議会はより「総意」に近づくことの
できる団体であると認識している。
・地域見守り支援システムの構築については、地域活
動協議会エリア全体で取り組んでいる地域やより身近
な町会エリアで取り組んでいる地域など地域により
様々だが、区内全域で構築できるよう着実に取り組ん
でまいりたい。

①
・
②

26 H29.8

〇「多様な主体のネットワーク拡充への支援」（経営
課題５）

【行政による支援について】
・ネットワークの形成は「○○協議会」を作るより、
「個別事例の協働」と「イベント」を通じて進めるべ
きだと思う。
・その際、重要な役割を果たすのが「調整役」として
の専門機関で、例えば福祉では「地域包括支援セン
ター」、教育では「学校」などがその役を担う。「イ
ベント」では、社協やＮＰＯ、テーマ別組織等が「調
整役」になって協働行動でネットワークの広がりを得
ることができる。
・行政は、それらの「調整役」が動きやすいように、
呼びかけや広報に協力するスタンスでいいのではない
か？

・地域住民と専門職の協働により課題解決に向け取り
組んで行く事で地域と専門機関、専門職同士のネット
ワークの形成が進んでいくと考えている。
・個別事例の検討の場を多く持つことにより、多様な
主体のネットワーク拡充を図ってまいりたい。
・区として「調整役」が動きやすいように、呼びかけ
や広報など支援に努めてまいりたい。

①
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27 H29.8

〇「住吉区の不登校に関する調査・研究調査結果報告
書（平成29年3月31日）について」（子ども教育専
門会議）

【不登校に関する調査・研究調査結果報告書につい
て】
・本報告書は、「親等保護者」に育児放棄や、家庭内
暴力、保護者自身の心身の疾患や貧困等の問題があ
り、不登校になってしまった子ども達に対して行政が
支援すべき分野があることが報告されている。
・「子ども専門会議」においても報告されかつ、報告
書がまとめられて現在5か月を経過し、どのような施
策を打ち出す計画なのか。運営方針を見ても、これに
関する記述を見つけることができない。
・大阪市レベルへの投げかけや、「大阪市個人情報保
護審議会」への諮問の進捗があるのかについてお聞き
したい。
・そして、この報告書は今どのぐらいの方々が認識さ
れ、問題と解決提案について議論されているのか。

・住吉区の不登校に関する調査・研究結果報告書（以
下、｢報告書」という。）については、29年度第１回
こども教育専門会議で最終報告をいただき、行政とし
ての取組みを整理し、第2回の会議以降、その進捗状
況等を報告し、議論していただき、さらに取組みを進
めていくこととしている。
・現時点での進捗状況は、既実施の取組みとして、
29年度からスクールソーシャルワーカーを１名配置
し、区内の中学校からの要請に応じて派遣している。
　今後の取組みとしては、個人情報の共有を図るた
め、大阪市個人情報保護審議会への諮問、学校と主任
児童委員の定期的な会議の開催、不登校児童生徒の家
庭支援につながる行政サービスを取りまとめた冊子の
作成・配布、学校長が集まる教育行政連絡会等におい
て相談の仕方やポイントの周知等を行うべく、現在、
区役所各課が十分に連携し、作業を進めている。
・本報告書については、ＨＰで公表しているほか、こ
ども教育専門会議、区内市立小・中学校、主任児童委
員等に配付しており、具体の議論は、こども教育専門
会議で行い、その状況等について、教育行政連絡会等
において共有していくこととしている。

①

　　　　　　　　　※分類
　　　　　　　　　　　①当年度（29年度）において対応　　②30年度運営方針に反映または30年度に対応予定
　　　　　　　　　　　③30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


