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類

1 H30.11

○「安全で安心して暮らせるまちづくり」（経営課題
1）

【防災について】
・防災訓練は大事。地域住民の意識があがってきた。
一時避難所では時間があったので、防災のパンフレッ
トの配布や、あいさつ運動、日頃の見守りの件の話が
できて良かった。
　次回は是非、避難するときの持ち出しの物やペッ
ト、たばこ等のことも周知できればと思う。

・今回の住吉区総合防災訓練では、町会の一時避難場
所での訓練を重点的に実施し、安否確認や救助資器材
の使用訓練など、町会ごとで様々な訓練を工夫して実
施していただきました。
・災害に備え、各自・各家庭がとるべき行動や備蓄品
など、自助の取組に対する啓発を行ってまいります。
・また、ペットや喫煙、熱中症対策など避難所での課
題につきましては、引き続き、整理し検討してまいり
ます。

①
・
②

2 H30.11

○「安全で安心して暮らせるまちづくり」（経営課題
1）

【災害時要援護者（高齢者、障がい者など）支援につ
いて】
・地域見守り支援システム構築の進捗状況は町会数で
記載されているが達成した町会名を記載することによ
り、取り組みに積極性が増すと思う。各地域を動かそ
うと思ったら、町会名は公表しなければならない。う
ちの地域だけでも公表してほしい。

・システム事業は、各地域・各町会において主体的に
取組みをいただいておりますので、当面は町会数のみ
のご報告にとどめさせていただきたいと考えていま
す。また、訪問未実施の町会につきましては、地域
課・保健福祉課・見守り相談室におきまして、各地活
協会長に地域の進捗状況の報告を行うとともに、各町
会長にシステム事業のご理解ご協力を得られるよう努
め、地域での見守り活動が広がりますよう支援して参
ります。

①

3 H30.11

○「安全で安心して暮らせるまちづくり」（経営課題
1）

【地域防災力の向上について】
・区長が提案されている、家庭での一週間分の食料備
蓄につき、より徹底して周知することで区としての負
担も軽減されるのではと思う。

・各自、各家庭での食糧備蓄につきましては、普段使
用しながら使った分を買い足していくローリングス
トックを推奨しており、ホーム―ページや広報紙等で
区民へ啓発を行っているところですが、より多くの区
民に浸透させていくことが重要であることから、今後
も防災訓練をはじめ様々な取組みを通じて広く区民に
周知・啓発を行ってまいります。

①
・
②

4 H30.11

○「安全で安心して暮らせるまちづくり」経営課題1

【防災について】
・11月の総合防災訓練は、私のところは一時避難場
所での安否確認のみ30分で終わり、夏の災害後で期
待していただけに残念でした。
・犬を飼っているので、避難所に連れていけるか気に
かかっています。
・避難所マニュアルがあるなら平時のうちに確認して
おきたいです。
（住吉区で統一マニュアル？各避難所で独自？）
第１回の区政会議で避難所には非常電源があるとの回
答でしたが
・９月４日の台風では依羅小学校が停電したようでし
た。
原因究明・改善策は完了していますか。

・今年度の住吉区総合防災訓練は、各町会の一時避難
場所での訓練に重点を置き実施しましたが、訓練内容
を含め、町会・地域毎に様々な課題があることから、
今回の訓練で明らかとなった課題を踏まえて、今後の
防災訓練の在り方について検討・見直しを行ってまい
ります。
・住吉区では、避難所毎にペットの係留場所も定めた
避難所開設・運営マニュアルを作成し、各避難所の備
蓄倉庫に配架しておりますが、地域課の窓口にてお渡
しすることも可能です。ペットの係留場所について
は、雨風の凌げる場所の確保など、整理しなければな
らない課題もありますので、今後、施設管理者と協議
のうえ改善を図ってまいります。
・避難所のうち各小学校には非常電源として発電機を
配備していますが、避難者（計８名）の滞在時間帯は
午前9時45分から午後３時35分までと日中であり明
るかったため、９月４日の台風の際には使用しなかっ
た次第です。
なお、今後、各小学校以外の避難所の停電対策とし
て、各中学校にも同様の発電機を順次配備できるよう
予算確保に努めてまいります。

①
・
②

外部評価意見への対応方針

＜平成31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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＜平成31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＞

5 H30.11

○「安全で安心して暮らせるまちづくり」（経営課題
1）

【放置自転車対策について】
・Ｈ24→Ｈ28で半減しているのは、重点施策として
対処した成果が顕れていると思われますが、地下鉄あ
びこ駅周辺では駐輪スペースが少なく足りていませ
ん。対策として駐輪スペース50台以上と記されてい
ますが、車の駐車場の自転車駐車場への転用補助とか
は考えておられますか。

・平成31年度の地下鉄あびこ駅周辺の自転車駐車場
設置については、大阪市の用地の一部を自転車駐車場
にすることを計画しています。（約70台）
・駐車場から駐輪場への転用補助につきましては、こ
れまで浪速区等において補助なしでの転用に取り組ま
れています。建設局からは今後、公共用地での整備状
況をみながら、引き続き検討していくと聞いており、
今後も建設局と連携しながら自転車駐車場の確保に取
り組んでまいります。

②

6 H30.11

○「安全で安心して暮らせるまちづくり」（経営課題
1）

【放置自転車対策について】
・りそな銀行横、交通局の昔、地下鉄あびこ駅が最終
のときの敷地等（新たな敷地）の有効利用はできない
か。

・委員ご指摘の敷地（住吉区我孫子東２－６－７）に
つきまして、土地所有者である大阪市高速電気軌道株
式会社に確認したところ、現在も発電所として活用し
ており、保安上の観点からも駐輪場としての活用はで
きないとの回答をいただいております。

④

7 H30.11

○「高齢者、障がい者等だれもが心地よく暮らせるま
ちづくり」（経営課題2）

【CSW等による要援護者支援の拡充について】
・地域包括支援センターのＣＳＷは区で4人であり、
地域活動協議会等を中心としたネットワークづくりに
も限りがある。ＣＳＷを補完するための、人材を広く
ボランティアで発掘できないか、また社会福祉施設に
は専門職が、少なからず、配置されており、社会福祉
法人の地域貢献が喫緊の課題であることなどからも、
一定の基準をつくり福祉施設から人選するなど「のり
しろ」になる人のすそ野を広げてはどうか。

・住吉区では地域福祉ビジョンにおいて、地域と医療
機関・介護保険サービス事業所・障がい者支援事業所
等専門機関との連携を進め、それら専門機関の持って
いる様々なノウハウや情報を地域に提供できる仕組み
づくりに取り組むとしています。
今回いただきましたご意見を踏まえ、社会福祉法人

の地域貢献でどのようなことが行っていただけるの
か、区社会福祉協議会・区社会福祉施設連絡会の方々
ともご相談させていただきながら、要援護者の方々へ
の支援がより行き届きますよう、ＣＳＷを補完するた
めの方策について検討して参ります。

②

8 H30.11

○「高齢者、障がい者等だれもが心地よく暮らせるま
ちづくり」（経営課題2）

【健康推進の要因分析について】
・生活習慣病の啓発等に関しては、医師会、医療機関
がさらに生活者の視点で地域包括的な支援を推進して
いただけることを望む。
・医療・介護の連携は、包括的なケアといいながら
も、難しい。分野を超えて、サービスを調整できる人
材を育成するべきかと思っている。

・住吉区ではH28から医療・介護連携に関する相談
支援事業を区医師会が本市から受託し、在宅医療・介
護連携コーディネーターを配置しています。医療、介
護の関係機関と連携を密にしながら、連携調整、情報
提供を行い、地域包括支援センターはじめ地域包括ケ
アを推進する他のコーディネーターとも連携しネット
ワーク強化を図っています。

①
・
②
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9 H30.11

○「安心して子育てができ地域の実情にあった教育が
展開されるまちづくり」（経営課題３）

【子育て世代包括支援センターについて】
・特定妊婦にも上がらない若年母の飛び込み出産な
ど、増加傾向にあり、困ったときに相談に乗ってくれ
る機関が当区にもあるということをＳＮＳを通じ積極
的に広報すべき。

・住吉区といたしましても、子育てで困ったときには
「はぐあっぷ」に来ていただき、相談していただくこ
とによって、関係機関につなぐことも可能になること
から、「はぐあっぷ」をより多くの保護者の皆さまに
お知らせすることは大変重要と考えています。
・「はぐあっぷ」の周知については、母子健康手帳交
付時面接や、乳幼児健診等、保護者が区役所に来庁さ
れる機会をとらえて行っていることに加え、住吉区で
は本年8月から、ラインを活用して子育てに関する
様々な情報発信を行っているほか、11月には区の
ホームページに「WEB版はぐあっぷ」ということ
で、区の子育てサポート情報を発信するページを作成
しました。
・住吉区といたしましては、必要な情報が保護者の皆
さまに確実に届くよう、引き続き情報発信に努めてま
いります。
・なお、「自分と家族・社会との関係性や将来の生き
方を考える」生徒が増加し、若年出産による貧困など
のリスク回避や貧困の連鎖防止につなげるために、区
内8中学校のうち、住吉中学校と東我孫子中学校の2
校において、中学校が進める「性・生教育」授業を支
援する取組として、命はぐくみ事業を今年度から実施
しています。

①
・
②

10 H30.11

○「安心して子育てができ地域の実情にあった教育が
展開されるまちづくり」（経営課題３）

【子ども食堂への支援について】
・四恩学園で、今年夏から子ども食堂を実際に始めら
れ、順調にというか、予想以上に朝ご飯を食べに来ら
れているお子さんが多いとお聞きしております。商店
街もできるだけ食材とか協力させていただいています
が、ＮＰＯだけでなく、個人でというか、四恩学園の
単独でいろいろ協力をどこかから提供してもらいやっ
ているところが増えてきていると思います。こういう
取組を一覧にまとめるとか、あるいは協力を求める体
制を区役所が支援してあげるとかできないか。

・四恩学園さんの子ども食堂につきましても、区社協
と我々が共催で、２カ月に１回、連絡会を持っている
んですけど、この秋から参画いただいておりますの
で、ほかにもそういった漏れがないか、そのあたり、
今、調査しているところでございます。

①
・
②

11 H30.11

○「安心して子育てができ地域の実情にあった教育が
展開されるまちづくり」（経営課題３）

【子育てライフプランについて】
・「はぐアップ」の取組を始められたことに期待して
います。
　結婚、妊娠の段階から“ケア”することで出生数も
あげられるし、子どもの虐待死亡等も減ると思われる
ので、産婦人科病院等との連携を深めてほしいです。

・委員ご指摘のとおり、保護者や子どものケアを行う
うえで、医療機関との連携は不可欠であると考えてい
ます。
・「はぐあっぷ」には子育て支援コーディネーターと
して助産師が常駐していますが、そのネットワークも
活用して産科との連携も進めているところであり、支
援を要する家庭に対して十分な支援ができるよう、連
携を深めてまいります。

①
・
②

12 H30.11

○「安心して子育てができ地域の実情にあった教育が
展開されるまちづくり」（経営課題３）

【不登校児童・生徒への支援の要因分析について】
・「現状では学校教員が専門的知識もないまま保護者
と対応している」とあるが、区内の社会福祉施設との
連携や合同学習会など、学校側が地域の社会資源を
もっと利用するべきだと考える。

・住吉区では、児童・生徒の問題行動の背景にある
様々な課題を教員が把握し、必要な対応に繋げていけ
るよう、平成29年度から社会福祉等の専門知識や技
術を有するスクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)を区
内の小中学校に派遣しています。
・不登校児童・生徒及びその保護者の福祉的課題にお
いては、ＳＳＷによる教員への働きかけを通じ、社会
福祉施設等の社会資源のサポートを得ることで課題解
決を図り、学齢期の適正な教育支援に取り組んでいま
す。

①
・
②
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13 H30.11

○「安心して子育てができ地域の実情にあった教育が
展開されるまちづくり」（経営課題３）

【不登校児童・生徒への支援について】
・有資格者のスクールカウンセラーでは、人数の確保
も難しい現状であり、地域密着的な対応ができないの
で、地域団体、社会福祉団体や民間のカウンセラー
や、それに類する経験者や体験者を募り、児童生徒へ
のカウンセラーなどの相談を幅広く対応してほしい。

・児童生徒の問題行動の背景にあるさまざまな課題に
対しては、スクールカウンセラーだけでなく、社会福
祉等の専門知識や技術を有するスクールソーシャル
ワーカーや課題の内容に応じまして、社会福祉団体や
主任児童委員、民生委員、児童委員、保護司など、地
域資源を通じた相談機能も活用してまいりたいと考え
ております。

①
・
②

14 H30.11

○「安心して子育てができ地域の実情にあった教育が
展開されるまちづくり」（経営課題３）

【不登校児童・生徒への支援について】
・（有資格者のスクールカウンセラーについて）経験
者とか、体験者の実際の意見は、子どもたちにとって
はすごく勇気づけられますし、頼りになるので資格あ
る方はもちろん大切ですが経験者は、見えない、ほん
とうにつらい思いを共有できるので、そういう資格を
基準として判断されず、経験者をもっともっと生かし
て、対応、対策をしていただきたいと思います。

・当事者の発言、お話というのが何よりも重みがある
ということは実感しており、今後もそういった意見を
お聞きする場をたくさん設けていきたいと考えており
ますので、ご協力、どうぞよろしくお願いいたしま
す。 ①

・
②

15 H30.11

○「自律的に地域活動が展開される活力あるまちづく
り」（経営課題5）

【負担感の解消及び活動の充実について】
・「子育てサロンや食事サービス、ふれあい喫茶など
の参加者が増えた事例を地域活動協議会会長会で共有
する」とあるが、むしろ区社協傘下でなくとも、活動
している団体にもスポットを当てるべき。

・各団体の活動が持続的なものとなるよう、誰もが気
軽に参加できるための仕組みや工夫に関する情報を提
供し共有することを目的としており、各団体の活動に
も着目してまいります。 ①

・
②

16 H30.11

○「区役所改革の推進」（経営課題６）

【専門会議について】
・専門会議にはなかなか傍聴に行けないので議事録を
チェックしたいのですが、ホームページに掲載される
のが区政会議に比べてかなり遅いように思います。
　昨年もお聞きしましたが、区政会議で出た意見を関
連する各専門会議にフィードバックする仕組みが具体
的にほしいと思います。

・区政会議をはじめ各種専門会議の議事録につきまし
ては、作成から内容確認を含めて、少なくとも1ケ月
程度の時間を要しておりますが、出来るだけ速やかに
ホームページに掲載出来るよう努めてまいります。

・「区政会議委員意見の各専門会議へのフィードバッ
クの仕組」を構築し、担当課と情報共有致しました。
具体的には区政会議委員からのご意見とその対応方針
の要旨を会議資料として、次回専門会議にて報告致し
ます。

①

17 H30.11

○その他

【ヘルプマークの普及について】
・ヘルプマークについて、障がい者だけではなく、い
ろんな方がつけるので、声をかけてほしい人がつけて
くれるような、そういうアピールの仕方を、よろしく
お願いします。

・広報すみよし12月号の障がい者週間の啓発記事に
おいて、ヘルプマークを付けておられる方への思いや
りのある行動をしていただけるよう啓発させていただ
いております。
　また、教育連絡会議中学校の部（12月3日）、小
学校の部（12月11日）において各学校にヘルプマー
クのポスター掲示を依頼し、教職員、保護者、児童・
生徒への周知を図っております。

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


