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1 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【防災の取組について】
地域防災力を高めるには、地域の人が集まる催事や
敬老会の会場で、10分～15分程度で役所の方や主
催者がマニュアルに従って防災の話をするのが良い
と思います。

防災の啓発事業として「防災出前講座」を実施して
おり、苅田地域活動協議会の敬老大会でもお時間を
いただいております。多くの区民に対して、説明の
機会をいただけることは喜ばしいことであり、ご要
望に応じて対応させていただきますので、お気軽に
お申し付けください。

①

2 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【安全・安心の確保について】
避難所にエアコン、蓄電池や自家発電の器具がある
のか、備蓄品の中にハブラシがあるのか、気になり
ます。
　　　　　　　　　　　・
秋の防災訓練は、実際に災害時に動ける内容で実施
してほしいです。また、マンション住民へ直接参加
を呼びかければいいと思ます。 

体育館にはエアコンはありませんが、各市立小中学
校等においてエアコンの設置されている部屋を確保
しています。また、各市立小学校に発電機を、各避
難所に歯ブラシを含む日用品セットを配備していま
す。
大阪市では、「災害救助物資の供給等に関する協
定」を各種事業者と締結しており、食料品、飲料
水、日用品等の物資が当該協定事業者より供給され
ることとなっています。
一方で、ご家庭での一週間分の水・食糧の備蓄
（ローリングストック）や非常持ち出し品の準備を
推奨しており、区民に周知啓発してまいります。
　　　　　　　　　　　　　・
今年度の住吉区総合防災訓練については、昨年と同
様に共助の中心となる町会災害対策本部での訓練に
重点を置いて実施することとしており、町会での安
否確認訓練等を通じた一般住民参加型の訓練となっ
ています。
昨年度よりマンション住民を対象とした防災研修会
を実施しており、そこで総合防災訓練への参加を呼

①
・
①

3 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【災害時要援護者支援体制について】
日常的な見守りは1人に対して複数人のかかわりが必
要なため、近所の方が支援員でなくとも声をかけて
くれるような体制（協力員等の設置）ができればと
思います。

日常的な見守りは、多くの方に気にかけていただく
だけで、災害時の安否確認にも繋がるものと考えて
おり、長期的継続的な取組となるよう、説明会等に
おいて「ゆるやかな、さりげない見守り」をお願い
しております。
今後もより多くの方にご理解ご協力いただけるよう
周知してまいります。

①

4 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【災害時要援護者支援体制について】
水害時避難ビルをもっと増やしてほしいです。

市営住宅については、耐震補強工事が完了していな
い建物等を除いてすべて水害時避難ビルに指定を
行っており、現在、109箇所の施設を指定していま
す。
今後、UR住宅やコーシャハイツについて順次指定を
行い、水害時避難ビルを拡充していく予定です。

②

5 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【災害時要援護者支援体制について】
避難所の見取り図や備蓄品のマークを常時避難所に
貼り出し、誰でも運営側の手伝いができるようにす
ると良いと思います。

現在、災害用キーボックスの中に災害時に使用する
各部屋の見取り図を入れており、また、一部の小学
校では、災害時に使用する各部屋に部屋名称の表示
を行うことを検討しておりますが、今後学校と協議
のうえ、検討してまいります。

②

外部評価意見への対応方針

＜平成29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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6 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【防災の取組、とりわけ業務目標「災害時要援護者
支援の取組の認知度50％」の未達成について】
災害時要援護者支援の取組が遅れている地域にはっ
ぱをかけて目標を達成しようとする方向性が見られ
ますが、災害時要援護者支援台帳や個別支援プラン
の作成をこれほど重視することに違和感がありま
す。
まず、災害初動期における地域での安否確認は、要
援護者であるかどうかは関係なく全住民が対象であ
るし、災害時要援護者支援台帳を作成しても福祉や
医療の専門職の関与なしには活用場面が限られてく
ると思われます。
次に、当該取組は、台帳の作成それ自体以上に、訪
問活動を通じて地域社会で孤立しがちな要援護者と
のつながりを再構築することに意義があると思われ
ますが、孤立傾向があり災害時に最も心配される人
に限って、台帳登録の同意が得られていません。
したがって、もう少し抜本的に掘り下げた見直しが
必要であると考えます。

要援護者の避難支援は自助・地域（近隣）の共助を
基本とするものであることから、平常時から住民同
士の顔の見える関係づくりが重要です。要援護者へ
の声掛けや見守り活動を通じて、孤立しがちな要援
護者が人と人のつながりを深め、地域の中に溶け込
めるような環境づくりの構築を基本としています。
個別支援プランは、具体的な避難支援方法等につい
て定めたものであり、発災直後から要援護者のス
ムーズな安否確認や確実な避難支援を行ううえで必
要不可欠なものであると考えております。
今後、地域見守り支援システムを地域に根付いた取
組とするためにも、地域の事情や特性に応じた柔軟
な事業展開が必要であり、各地域が抱える個々の課
題等に対して、地域見守り相談室や住吉区社会福祉
協議会と連携し、必要な支援を行ってまいります。

⑤

7 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【防災行政無線について】
無線の説明が聞こえにくいです。

防災行政無線については、放送設備の更新を計画し
ており、音達状況が改善される見込みですが、大阪
市のような都市部は、高い建物や騒音の影響を受け
てしまうため、スピーカーからの音が伝わりにくい
環境になっています。
このため、災害情報については、防災行政無線のほ
か、ホームページやエリアメール、Twitterなど、よ
り多様な手法により発信することで、情報発信の更
なる充実に努めてまいります。
なお、「防災行政無線テレホンサービス（06-
6210-3899）」に電話をしていただくと、放送内
容を電話で聞くことができます。

②

8 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【防災避難について】
被災時に避難所を開設すべきか否かにつき、各町会
長より各班長に無線で連絡を入れることで、判断で
きるようにしてほしいです。

避難所の開設基準上、震度５強以上の場合は全避難
所37箇所を開設し、震度５弱以下の場合は区災害対
策本部長（区長）の判断により適宜開設することと
なっています。６月18日の大阪北部地震では、住吉
区は震度４であったものの、余震を不安に感じる高
齢者などに配慮し、区災害対策本部長（区長）の判
断により、市立小学校14箇所を避難所として開設を
行ったところです。
避難所を開設する際には、各地域活動協議会会長に
連絡を行いましたが、地域内での連絡網の確立につ
いて引き続き機会があるごとに周知をしてまいりま
す。

①
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9 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【水害について】
災害が起こる前にいかに危険を察知し早期に避難に
向けて行動できるかが、生存できるか否かのポイン
トだと思います。
避難勧告・指示の迅速かつ明確な発信、避難場所の
明確化と周知、被災後の復旧計画の作成が必要だと
考えます。
大和川の氾濫・決壊が実際に起こり得る中、よりリ
アルな避難訓練の実施、被災時の対応策・被災時に
向けた予防策・家屋や財産が浸水しない処置の周知
などが必要だと考えます。

河川水位が避難情報発令の目安の水位に達する見込
みとなった際には、避難情報発令に向け、避難所開
設準備について各地域活動協議会会長に依頼するこ
ととしています。
避難勧告等が発令された際に自分がとるべき行動を
正しく理解していいただくために、大和川が氾濫し
た場合の浸水想定図や避難場所、避難行動の目安な
どについて、住吉区ホームページや「広報すみよ
し」7月号に掲載するとともに、地域別の浸水想定図
の拡大版等を掲載したチラシを全地域で班回覧を
行ったところです。
また、大和川の水位状況についても、区ホームペー
ジから確認できるよう掲載を行いました。
さらに、浸水想定表示板を区内の広報掲示板と災害
時避難所誘導表示板の全箇所に掲示するとともに、
各市立小・中学校において水害を想定した避難所開
設訓練を学校職員、地域役員（鍵管理者）、地域課
防災担当職員で順次実施しているところです。
被災後の復旧計画については、大阪市地域防災計画
において復興の基本方針を定めており、被災後速や
かに市災害対策本部が復興事業実施の総合調整を行
い、各局が連携して復興計画を策定することとして
います。

①

10 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【水害について】
被災時は「自助」が重要であることは勿論ですが、
「共助」のネットワーク体制が整っているのかが気
になります。被災時における救助要請について、被
災前に行政から土木企業に働きかけてほしいです。

被災時に地域のために貢献していただける区内の事
業所や店舗を「住吉区災害時地域協力事業所」とし
て登録を行う制度を実施しており、現在、土木建設
会社を含む31事業所にご登録いただいておりますの
で、水害時の救助活動にもご協力いただけるよう働
きかけてまいります。

①

11 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【震災について】
大阪北部を中心とする最大震度6弱の地震が発生し、
多大な被害が出ましたが、住吉区の小中高等学校の
ブロック塀の安全管理を今までに行っていますか。
してなければ、大至急点検し、補強などの対策を講
じてほしいです。

被害が見受けられるまたはその恐れがある学校につ
いては、教育委員会事務局の技術職員が確認を行
い、安全確保に関する処置を行うとともに、必要な
対応を行うこととしております。
住吉区においては、２校でブロック塀等に亀裂等の
被害が生じておりますが、倒壊の恐れはなく、現
在、補修等に向けた対応を進めております。

①

12 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【震災について】
住吉区内のライフラインである水道管の耐用はどう
なっているでしょうか。

水道管の取り替えにあたり、「鋳鉄管」を優先して
耐震管に取り替えており、その結果住吉区内の水道
管の耐震管率は24％となっています。平成30年度
から「管路耐震化促進・緊急10ヵ年計画」をスター
トし、今後10か年で1,000kmの水道管の取り替え
に取り組んでまいります。

①

13 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【震災について】
防災無線のアナウンス、避難所における避難生活時
の案内板やお知らせなどの多言語化対策をお願いし
たいです。

防災行政無線については、放送設備の更新を計画
し、津波避難情報について複数言語による放送が実
施できるよう検討を行っているところですが、河川
氾濫の場合は、対象地域毎で放送内容が異なり、情
報伝達に時間を要することから、複数言語による放
送は運用上難しいとの回答を得ています。
避難所での案内表示等の多言語対策については、一
部の表示のみとなっておりますので、今後拡充に向
け検討してまいります。
多言語版ホームページによる緊急情報の提供
FMCOCOLOが行っている多言語による情報提供な
ど、大阪市で進めている「外国籍住民にかかわる防
災の取組」について、区役所としても周知を行って
まいります。

②
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14 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【共通事項について】
避難生活される中、社会的弱者については勿論のこ
と、LGBT問題も考えて頂きたいです。更衣は仕切
りがある場所の確保、トイレは男女共用トイレの設
置、入浴は一般の男女の時間帯からずらし、ハン
ディキャップがある方々の時間帯を設けるなどの対
策をお願いしたいです。

LGBTなど性的少数者に配慮した取組みを全庁的に
実施し、平成29年度に「避難所開設・運営ガイドラ
イン」の要援護者に性的マイノリティを追加したと
ころです。
避難所の開設にあたっては、多目的トイレや更衣室
の確保など、性別に関係なく利用できる設備の確保
に向け、学校及び地域役員と協議を行いながら、可
能な範囲で対応を行ってまいります。

①

15 H30.7

○経営課題１【安全・安心の確保】

【信号を守ろう運動について】
守ろう運動を毎月8日に行うと言われていたが、私も
参加した4月8日以降、どうなっているか知りたいで
す。のぼりも用意し地域住民の参加も得て積極的に
取り組んでほしいと思います。
学校、特に自転車通学している生徒がいる学校に、
生徒への指導を徹底するよう依頼して頂きたいで
す。

「信号を守ろう運動」については、毎月8日、12地
域のうちの１地域において自転車交通量の多い交差
点を中心に、のぼりとチラシやポケットティッシュ
の配布による啓発活動を実施し、春と秋の「交通安
全運動」の時期には、３地域において同時に実施す
ることとしています。地域の方と一緒に取り組める
よう進めてまいりたいと考えています。
各学校における啓発活動について、小学校では交通
安全の指導が授業のカリキュラムに組み込まれてお
り、中学校や高校に対しては、住吉警察署が区内の
自転車運転講習会の実施の働きかけを行い、学校側
の要望があれば自転車の安全利用について直接指導
を行っています。中学校や高校に対し、講習会の働
きかけを行うとともに、全校生徒を対象にチラシを
配布するなどの取組を検討してまいります。

①

16 H30.7

○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】

【子育て・教育について】
昨今、子どもの虐待死亡事件が絶えません。出産・
子育てに関し、親、特に母親に掛かる負担が大き
く、安心して出産・子育てできる施策が少ないよう
に思われます。
フィンランドには、「ネウボラ」という制度があ
り、子育て支援を取り入れようとする自治体も増え
てきています。
特に子どもにも母親にも優しく寄り添う施策があれ
ば、痛ましい事件も減り、出生率も上がるかもしれ
ません。

当区としても、包括的な切れ目のない子育て支援の
強化が必要との認識のもと取組を進めており、取組
強化の一環として、皆さんの相談場所として、住吉
区子育て世代包括支援センター（はぐあっぷ）を平
成30年4月に開設しました。はぐあっぷでは、子育
てに関するあらゆる相談に対応し、子育て支援機関
や医療機関などと連携しながら切れ目のない支援を
行っています。
はぐあっぷに関しては、あらゆる機会をとらえて周
知を図り、住吉区で安心して子育てができるようサ
ポートしてまいります。
なお、現在大阪市において、妊娠から子育てまで切
れ目のない相談・フォロー体制の構築に向けて、大
阪市版「ネウボラ」の検討を進めています。

①

17 H30.7

○経営課題３【活力とにぎわいに満ちた住吉区】

【活力とにぎわいに満ちた住吉区について】
婚姻届を出しに来た人や成人式の人が記念写真を撮
れるような、住吉大社などの名所のバックを作成し
てはどうでしょうか。

各区役所では、婚姻届を出された方への記念撮影
コーナーを今年中に設置するための取組を進めてい
ます。
住吉区では、若い世代を中心に当区に愛着を持って
もらえるよう、婚姻届だけでなく、出生届など他の
届を出された方も記念撮影ができるような撮影コー
ナーにしたいと考えております。すみちゃんを活用
したり区内名所を取り入れたりしていく予定です。

①

18 H30.7

○経営課題３【活力とにぎわいに満ちた住吉区】

【活力とにぎわいに満ちた住吉区について】
平成29年度に制作した住吉区の魅力をPRする動画
は、多言語対応にもなっており、説明がわかりやす
いと思います。SNSを活用した多言語による情報発
信を、今以上に積極的に行っていただきたいです。

観光動画「すみよしさんぽ」につきましては、広報
紙、ホームページ、Facebook及びイベント等で情
報発信をしてまいりましたが、今後は観光案内所や
宿泊施設等への周知やSNSを活用した英語版の情報
発信にも努めてまいります。 ①
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19 H30.7

○経営課題４【住吉区にふさわしい教育の充実】

【住吉区にふさわしい教育の充実について】
LGBT問題への取組について、学校間で差があるよ
うに感じます。LGBTの人権教育の実施、できれば
当事者の生の声による講演や講話をしてもらうよ
う、依頼の斡旋をして頂きたいです。

昨年度、教育委員会事務局が実施した「性的マイノ
リティ（ＬＧＢＴ）に関する取組調査」によります
と、児童生徒に対し取組を実践した学校は平成29年
度は115校であり、まだ全体の26％にとどまりま
す。
住吉区では、昨年11月時点で、区内の市立小中学校
22校中12校において、児童生徒・教員・ＰＴＡ等
への取組を行っています。
今後、教育委員会事務局とも連携し、学校への働き
かけや講師の紹介などを行ってまいります。

①

20 H30.7

○経営課題５【住民自治の推進】

【多様な主体のネットワーク拡充への支援につい
て】
住吉郵便局と連携する「かもめタウン」とは、どの
ような内容ですか。郵便局における「みまもり訪問
サービス」との連携のことでしょうか。
郵便集配の方が１人暮らしの方の安否を気にかけて
くれるのなら、とても有効だと思います。

「かもめタウン」とは、特殊詐欺についての啓発と
企業宣伝を掲載した郵便はがきであり、住吉郵便
局・住吉防犯協会と連携し、区内の高齢者世帯が多
い地域に絞って投函されるものです。
「みまもり訪問サービス」は、月1回、郵便局社員が
高齢者宅を訪問し、生活状況などについて利用者か
ら聞き取り、家族等に報告するサービスであり連携
はしておりません。
住吉区役所では、区内郵便局（20局）との間で包括
連携協定を締結し、郵便局社員が業務中に、高齢者
などの異変を発見した場合は、速やかに区役所へ連
絡してくれることとなりました。
環境局では、「約束をした曜日にごみが出されてい
ない」という場合などに、あらかじめ登録されてい
る連絡先に安否確認を依頼できる通報サービスも
行っております。

⑤

21 H30.7

○「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

【超過勤務手当の削減について】
班長会等は、役所の方からメンバーに直接指導賜り
たいという思いから、土曜日の、しかも19時開催と
なっており、役所の方に負担をかけてしまっていま
す。

地域防災力の向上や地域課題解決のため、より多く
の方が参加される時間帯での会議に職員が参加し、
説明・意見交換することは必要であると考えていま
す。
休日や時間外の勤務が生じる場合は、代休や勤務時
間帯の変更など、職員の健康に配慮した超過勤務手
当の削減に取り組んでおります。

①

22 H30.7

○「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

【人と人とのつながりづくりについて】
地域での強固なつながりづくりを達成すれば、殆ど
の目標を達成できると思います。

地域見守り支援や町会エリアでの防災の取組みを通
じて、つながりづくりを進めてまいります。
町会に未加入のマンション住民向け防災研修会を実
施し、住民同士のつながりづくり、マンションと町
会・自治会等とのつながりづくりを促進してまいり
ます。

①

23 H30.7

○「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

【解決すべき課題と今後の改善方法について】
転入してきた人に、相談できるところの一覧を渡し
てはどうでしょうか。

転入届時に、具体的な目次を配置し、必要な内容と
ともに区役所の相談窓口の番号も記載している、
「くらしの便利帳」をお渡ししています。 ①

24 H30.7

○「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

【さらなる区民サービスの向上について】
パソコンやスマートフォンにより、待ち時間人数
や、呼び出し番号を確認できる取組みについて、住
吉区のホームページ上や広報紙、来館された窓口に
て積極的に案内や掲示をお願いしたいです。

住吉区では、平成27年9月からパソコンやスマート
フォンから窓口の待ち人数や呼出番号を確認できる
仕組みを導入し、ツイッターで発信するとともに、
毎月の広報紙やホームページにも掲載しています。
待ち合い場所での掲示、番号札への表示も行ってお
りますが、今後、区の広報板への掲示も行ってまい
ります。

①

25 H30.7

○「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

【さらなる区民サービスの向上について】
フォントサイズが大きくなったが、それぞれの項目
の区切りが明白でなくなり、見にくくなりました。
以前のように項目の区切りごとに配色を付けて頂け
たら嬉しく思います。

「広報すみよし」につきましては、色やフォントを
多用しないシンプルなデザインとしています。
8月に実施する区民意識調査を活用した読みやすさに
ついての調査や今回いただいたご意見を踏まえ、よ
り読みやすい広報紙をめざし、工夫改善をしてまい
ります。

③
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26 H30.7

○「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

【さらなる区民サービスの向上について】
住吉区内で活動している企業や団体さんに対し、イ
ベントや活動の案内を積極的に広報して頂きたいで
す。

イベント情報欄に掲載する記事につきましては、随
時、広報紙やホームページで募集を行っており、ツ
イッターなどＳＮＳも活用し、周知を図ってまいり
ます。 ①

27 H30.7

○その他

【住吉区区政会議勉強会について】
こども・教育・文化のグループでディスカッション
に参加したが、他のグループとの接点が無かったた
め、今後定期的に、グループディスカッションをし
て頂きたいです。
区政会議や勉強会などのグループディカッションか
ら出た課題を折りまぜ、次年度または長期計画に反
映出来るようにお願いしたいです。

第２回区政会議においてもグループディスカッショ
ンを取り入れた会議を予定しており、委員との交流
については、今後検討してまいります。
委員のみなさんでさまざまなご議論をいただきなが
ら、次期住吉区将来ビジョンを策定したいと考えて
おります。 ①

　　　　　　　　　※分類
　　　　　　　　　　　①当年度（30年度）において対応　　②31年度運営方針に反映または31年度に対応予定
　　　　　　　　　　　③31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


