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第 3 章 施策展開の方向性 

区の将来像の実現に向け、特に次の3点に留意して施策を進めてまいります。 

✿「場」 

  人と人とのつながりを創り出していくためには、こどもから高齢者まで世代を超

えて交流できる「場」、子育て中の親子など、同世代の、同じ悩みを持つ人たちが集

える「場」、同じ地域に住む人どうしがコミュニケーションを図れる「場」、地域で

ボランティア活動をする人どうしが交流できる「場」など、人と人とが出会い、つ

ながれる様々な「場」があることが大切です。 

  このような身近な人々とのつながりを創出する「場」づくりを重視し、具体の取

組を進めてまいります。 

 

✿「きっかけ、仕掛け、機会」 

  地域のつながりをより大きなもの、強いものにしていくためには、これまで地域

活動に関わりのなかった人に、地域の活動に参加する「きっかけ」を提供すること

や、参加したくなるような「仕掛け」をつくることが大切です。また、地域活動の

ほか地域の歴史や文化などを知る「機会」があることも重要です。 

  このような「きっかけ、仕掛け、機会」づくりを重視し、具体の取組を進めてま

いります。 

 

✿「役割」 

  人とつながる、地域とつながることは、そこに自分の居場所ができることでもあ

ります。そして自分の居場所は、自分の「役割」がある場所と言えるかもしれませ

ん。また「役割」を担うことは、自分が役立っているという充実感にもつながるも

のです。 

「『つながり・見守り・支えあい』を大切にした安全・安心に暮らせる住みよいま

ち」は、地域で暮らす人たちが、大きな負担を感じることなく、楽しみながら、ま

た、お互いを尊重し合いながら、それぞれの「役割」を担うことで、形あるものに

なります。 

区民の皆さんの「役割」を大切にする視点をもって、具体の取組を進めてまいり

ます。 
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Ⅰ 安全で安心して暮らせるまち     

１．防災の取組  

 現 状  

・住吉区は大和川右岸に位置し、平成 29（2017）年 10 月には台風接近に伴う大雨

により避難勧告が発令されました。大和川氾濫への備えが急務です。 

・南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震の発生が懸念され、特に南海トラフ巨大地震

の発生確率は向こう 30 年以内に 70～80％とされています。ともに甚大な被害の

発生が想定されています。 

・災害時要援護者＊1対策の取組を進めていますが、台帳登録者への訪問を行った町会

が約 76％、日頃の声掛け・見守りが始まっている町会が約 53％、個別支援プラン
＊2を作成している町会が約 38％にとどまっています。(平成 30 年 10 月現在) 

 

 課 題  

・大和川の氾濫が想定される際に、区民が「自らがとるべき正しい行動」を理解して

おけるよう十分な周知・啓発を行う必要があります。 

・大規模地震に備えた各家庭における自助の力、地域における共助の力を高めること、

また、災害時要援護者対策の更なる推進が必要であり、福祉避難所＊3や関係施設と

の連携を深めることが必要です。 

・南海トラフ巨大地震では、湾岸区からの津波避難や帰宅困難者が避難所へ避難して

くることが想定されるなど、区や地域を超えた広域的な対策が求められています。 

 

 

 

                                                   
1 災害時要援護者 

高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など、特に配慮を要する人のうち、大地震や風

水害などの災害が発生したときに、自分や家族の力だけでは安全な場所へ避難できなかったり、避難所での生

活において、まわりの人の手助けや、特別な配慮が必要だったりする人たちのこと。 

 

2 個別支援プラン  

災害が起きた時、どうやって要援護者にその情報を伝えるか、どこの避難所へ、どのルートを通って避難して

もらうのか、また災害時避難所での生活で配慮すべき事項があるのかなどの内容を要援護者本人から聞き取り、

要援護者一人ひとりの状態に応じて作成したプランのこと。本人・地域・行政等で情報を共有し、災害時の支援

に役立てる。 

 
3 福祉避難所 

高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等で入院の必要や施設に入所するほどではないが、災害時避難

所では生活に支障を来たす人たちのために、何らかの特別な配慮がされている避難所のこと。 
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 施策展開の方向性  

＜自助の取組の促進＞ 

・大和川氾濫への備え、大規模地震への備えとして、各自・各家庭がとるべき行動

を理解し実践できるよう、区広報紙、区ホームページ、SNS＊4、広報板、地域を

通じた回覧などあらゆる媒体を活用し、周知・啓発を行います。 

＜共助の取組の強化＞ 

・地域のつながりによる共助の力を高めるため、各地域における災害時の「助け合

いの精神」、各自の「役割」を意識した防災訓練への継続的な支援、災害時要援護

者対策の促進などの取組を進めます。 

＜災害時避難所などの環境整備＞ 

・災害時避難所の停電対策などについて、情報収集機器や非常用電源といった備蓄

物資の拡充や、様々な立場の人に配慮した環境の整備を進めます。 

＜自主防災組織との連携強化＞ 

・災害時の地域と区役所間の連携強化のため、SNS など ICT＊5を活用した情報共有

を進めます。 

＜広域的防災体制の確立＞ 

・南海トラフ巨大地震などへの備えとして、津波避難対策や帰宅困難者対策など、

区や地域の垣根を超えた広域的な取組を進めます。 

 

 成果目標  

・住吉区が災害に対して安全なまちと感じている区民の割合 

：2023 年度までに 85％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：62.6％ 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                   
4 ＳＮＳ（エス エヌ エス） 

Social Networking Service の略語で、インターネットを経由して他者とのコミュニケーションを行うため

のツール。 

 

5 ＩＣＴ（アイ シー ティー） 

  Information and Communication Technology の略語で、コンピュータやインターネットなどの情報通信技

術のこと。 

防災訓練の様子 
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２．防犯の取組 

 現 状  

・住吉区内の全刑法犯罪や街頭で発生する犯罪の発生件数は概ね減少傾向にあるもの

の、依然としてこどもや女性に対する声かけ事案が発生し、また、近年では高齢者

をターゲットにした特殊詐欺が多発しています。 

 

 課 題  

・警察署・地域と連携した取組の継続、防犯情報の発信、街頭啓発活動による区民の

防犯意識の向上が必要です。特に、特殊詐欺被害防止にかかる取組の強化が必要で

す。 

 

 施策展開の方向性  

＜警察署と連携した防犯対策の実施＞ 

・犯罪被害を防止するため防犯カメラを維持するとともに、警察署と連携し、防犯

情報の発信や効果的なパトロールなどの防犯対策を継続的に実施します。 

＜見守り活動への支援＞ 

・犯罪が起こりにくい環境づくりのため、地域のつながりの中で取り組まれている

こどもや高齢者の見守り活動を支援します。 

＜特殊詐欺被害の防止＞ 

・特殊詐欺被害を防止するため、高齢者を対象とした啓発活動に取り組みます。 

 

 成果目標  

・住吉区の治安が良いと感じている区民の割合：2023 年度までに 80％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：74.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
区内に設置している防犯カメラ こども見守り活動の様子 
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３．交通安全の取組 

 現 状  

・住吉区内の交通事故発生件数は減少傾向にあったものの、平成 29（2017）年は自

転車事故や高齢者が関係する事故が増加したことにより若干増加傾向に転じてい

ます。 

 

 課 題  

・警察署・地域と連携した交通ルールの周知や交通マナー遵守に向けた啓発活動を通

じて、区民の交通安全に対する意識の向上が求められています。 

 

 施策展開の方向性  

＜交通安全啓発の強化＞ 

・警察署、地域と連携したキャンペーンの実施など、自転車マナーの向上及び自転

車事故防止を図るとともに、高齢者への交通安全啓発や区広報紙などによる周知

を強化します。 

 

成果目標 

・住吉区内交通事故発生件数：2023 年までに 300 件以下 

（参考）平成 30(2018)年：469 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通安全キャンペーンの様子 住吉区内の交通事故発生件数 

（出典：大阪府警察住吉警察署 犯罪統計） 
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４．安全・安心にかかる共通の取組 

 課 題  

・これまで地域との関わりが希薄であった住民も含め、地域における住民同士のつな

がりの強化を促し、安全安心を守る地域の力の向上が必要です。 

 

 施策展開の方向性  

＜つながりづくりの推進＞ 

・地域活動協議会＊6など様々な地域活動の区民への周知、マンション住民への防災

を切り口とした地域との関わりの促進、町会・自治会など第一層＊7の活動支援な

ど、地域のつながりの強化にかかる取組を推進します。 

＜「場」や「機会」の創出＞ 

・新たな住民どうしのつながりづくり促進のための場や機会の創出を図ります。ま

た、企業、NPO＊8法人などの法人・団体と地域のつながりづくりの取組を推進し

ます。 

＜若い世代の参加促進＞ 

・若い世代も含め住民が参加したくなる活動の促進及び若い世代も含めた住民を対

象とした情報発信を進めていきます。 

＜地域リーダーの活躍促進＞ 

・地域リーダーの活躍促進の場を提供します。 

 

 成果目標  

・住んでいる地域において、様々な地域活動に気軽に参

加できると感じる区民の割合 

：2023 年度までに 45％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：31.5％

                                                   
6 地域活動協議会 

おおむね小学校区を範囲として、地域団体や NPO、企業など地域のまちづくりに関するいろいろな団体が集

まり、話し合い、協力しながら、さまざまな分野における地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいくため

の仕組み。 

 

7 第一層 

地域活動の対象範囲を表した表現で、第一層とは「自治会・町内会単位」をさしている。なお、平成 29年

（2017）１月にまとめられた「区政の検証」では、第一層のほかに、第二層を「校区等地域単位」、第三層を

「区単位」としている。 

 

8 ＮＰＯ（エヌ ピー オー） 

  Non Profit Organization の略語で、法人格の有無や活動の種類とは関係なく、自発的に非営利の市民活動

を行う民間の組織。日本語では「民間非営利組織」と訳されている。 

マンション住民向け防災研修の様子 
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Ⅱ 高齢者、障がい者等だれもが心地よく暮らせるまち 

５．地域福祉の推進 

 現 状  

・少子・高齢化の進展や、核家族化、単身世帯の増加など家族形態の変化、また、情

報社会の急速な進展は、地域のつながりの希薄化を招き、社会的孤立＊9が広がって

います。 

・高齢者・障がい者、児童といった各福祉分野や、生活困窮者に対する施策の充実が

図られています。しかし、福祉課題が複雑化・多様化・深刻化するなか、複合的な

課題を抱えた要援護者など、既存の縦割りの仕組みだけでは解決できない問題が生

じています。 

 

 課 題  

・社会的孤立を防ぐためには、地域の人たちで顔の見える関係を築き、地域コミュニ

ティを再構築し、お互いが尊重し合いながら、それぞれの「役割」を担うことで、

支え合い、助け合う関係をつくる必要があります。 

・生きづらさを抱えた社会的少数者や複合的な課題を抱えた要援護者などに対応する

ためには、地域と行政が一体となって、地域の社会資源のネットワークの強化を図

る必要があります。 

・福祉課題が一層複雑化し、地域によって課題やニーズは様々であることから、身近

な地域において、地域の理想像を思い描きながら地域づくりを進めることが重要と

なっています。 

 

 施策展開の方向性  

＜豊かなコミュニティづくり＞ 

・高齢者や障がい者、こどもなどへの日頃からの「見守り活動」や「声かけ」を通じ、

みんながつながり互いに支え合う安全・安心で豊かなコミュニティづくりを進めま

す。 

  

 

 

                                                   
9 社会的孤立 

家族・地域社会との接触が少なく、介護保険や生活保護などの必要な行政サービスを受けていないなど、社

会的に孤立している状態のこと。 
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＜複合的な課題解決へ向けた相談体制及びネットワークの構築＞ 

・地域包括支援センター＊10とＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）＊11、区 

役所が密接な連携を図りながら複合的な課題解決へ向け、身近な地域での相談支

援体制づくりや高齢者・障がい者・児童など専門職間のネットワークづくりを進

めます。 

＜小地域福祉計画の策定支援＞ 

・地域住民や地域の専門職・専門機関など多様な主体が集まり、地域の理想像を共

有し、その実現に向けた話し合いの場の開催、及び、全地域で小地域福祉計画＊12

の策定が行われるよう支援します。  

 

成果目標 

・高齢者・障がい者をはじめだれもが安心して暮らせるまちと感じる区民の割合 

：2023 年度までに 80％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：53.6％ 

 

  

 

 

 

                                                   
10 地域包括支援センター 

   高齢者やその家族の介護や福祉に関する相談窓口として区内に４か所設置している。 

 

11 ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー） 

地域や社会から孤立し、生きづらさや福祉ニーズを抱える人の相談対応にあたり、関係機関と連携しなが

ら、地域の活動や福祉サービスにつなげ、問題解決に向けて取り組む福祉の専門職のこと。 

 

12 小地域福祉計画 

小地域（このビジョンでは、地域活動協議会の範囲を指す。）において、地域課題を把握しその解決のため

にどのような活動に取り組んでいくのかを中期的にまとめた計画。 

また、計画を策定することにより、地域にどのような課題があるのか、どのような目標をもって活動に取り

組んでいくのか共通認識を持つことができ、活動の点検や見直しをすることで、地域に必要な活動へとつな

げるためのもの。 

地域での見守り活動の様子 
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6．健康づくりの推進 

 現 状  

・だれもが住み慣れた地域で、いつまでも心地よく暮らすためには、「健康寿命」＊13

を伸ばすことが重要であるといわれています。 

・しかしながら、平成 25（2013）年度の国の調査によると、女性の平均寿命は 86.61

歳に対して健康寿命は 74.21 歳、男性の平均寿命は 80.21 歳に対して健康寿命は

71.19 歳と、日常生活に制限のある期間が長くなっています。 

・特定健康診査の受診率は国と比べて低い状況が続いています。 

 

 課 題  

・いつまでも健康を保ちいきいきと暮らせるよう、健康づくりのサポートや啓発、病

気の予防のための検診（健診）の受診勧奨を行っていく必要があります。 

 

 施策展開の方向性  

＜介護予防の推進＞ 

・要介護状態を予防し、健康寿命の延伸を図るため、生活に身近な場で適度な筋力

運動や口腔機能向上、認知症予防の活動を行います。なかでも、いきいき百歳体

操については、住民主体のつながりの場として、高齢者 1 万人に対して 10 か所

（区内で概ね 40 か所）の実施をめざします。（平成 30 年 12 月現在 24 か所） 

＜受診勧奨の強化＞ 

・生活習慣病やがんに関する知識をはじめ、健診の重要性を理解してもらうための

情報や健診情報の提供を積極的に行い、健診の未受診者に対して幅広く受診勧奨

を行います。また、医療機関・地域団体等との連携の強化を図り、効果的・効率

的な受診勧奨を行います。 

 

 成果目標  

・運動や食事など健康を意識して何らかの健康づくりに取り

組んでいる区民の割合：2023 年度までに 65％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：49.3％ 

・特定健康診査の受診率：2023 年度までに 26.5％以上 

（参考）平成 29(2017)年度：24.7％ 

                                                   

13 健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

いきいき百歳体操の様子 
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Ⅲ 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 

７．こども及び子育て世代への支援 

 現 状  

・住吉区子育て世代包括支援センター（はぐあっぷ）＊14への相談件数は増加傾向に

あります。また、児童虐待の通報件数も増加し、平成 29（2017）年度の件数は平

成 27（2015）年度の件数の約 1.4 倍となっています。 

・子どもの生活に関する実態調査では、保護者の生活困窮を示す数値が高い家庭、ひ

とり親世帯や若年出産など生活困窮につながる要因のある家庭が市と比べて多い

傾向がみられます。 

 

 課 題  

・相談ニーズや支援ニーズに対して個々対応していくほかに、虐待予防のためにも、

関係機関と連携して子育てがしやすいと感じるような支援や環境・つながりづくり

を行っていく必要があります。 

・経済困窮や若年出産に対応した取組など、貧困の連鎖を断ち切る取組が必要です。 

 

 施策展開の方向性  

＜情報発信の充実＞ 

・医療機関と連携した周知・啓発、SNS をはじめとした ICT の活用など、子育て支

援に関する情報発信の充実を図ります。 

＜相談・サポート体制の充実＞ 

・安心して子育てができるよう、アウトリーチ＊15による働きかけなど新たな手法

も取り入れながら、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談・サポート体

制を充実させ、保護者の育児不安の解消、ひいては虐待防止強化を図ります。 

 

 

                                                   
14 住吉区子育て世代包括支援センター（はぐあっぷ） 

子育て支援コーディネーター（保育士、助産師）・保健師が協働して相談をおこなうなど、母子保健分野と

子育て支援分野の支援を一体的に提供する場。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築す

ることを目的に平成 30(2018)年４月に設置。 

 

15 アウトリーチ 

   生活上の問題や課題を抱えているものの、福祉サービスの利用を拒んだり、支援者に対して攻撃的、逃避

的な行動を示したりする人に対して、本人からの要請がない場合でも、支援者から本人の元に積極的に出向

いて支援すること。 



 

第３章 Ⅲ-７ こども及び子育て世代への支援 
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＜地域全体でのこどもへの支援体制強化＞ 

・地域においてそれぞれの「役割」を担っている子育て関係機関や子育て支援団体、

医療機関等と連携を深め、支援を要する家庭が相談機関につながる体制を強化し

ます。また、地域の支援者を育成するなど、こどもの「小さな声」を複数のアン

テナでキャッチし、解決に繋げるための仕組みづくりを行います。 

＜子育てスキルの向上と仲間づくりの促進＞ 

・子育てに関する講座を休日に開催するなど、働いている保護者にとって、夫婦で

参加しやすい環境づくりを行い、子育てスキルの向上と保護者同士のつながりの

場づくりを促進します。 

＜こどもの居場所づくり支援＞ 

・こども同士のつながりの場、こどもと大人の世代間交流の場としての、こども食 

堂等こどもの居場所づくりに取り組む団体等を支援していきます。 

＜貧困の世代間連鎖の防止＞ 

・貧困の世代間連鎖の防止を図るため、生活保護世帯を含む生活困窮世帯の中学生

に対し、学習支援を行います。 

 

 成果目標  

・安心して子育てができると感じる区民の割合：2023 年度までに 75％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：59.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援コーディネーターとの 

面談の様子 

 

子育て健康づくり情報コーナー 
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８．学校教育等への支援 

 現 状  

・地域に身近な区役所が保護者や地域住民の声を把握しながら施策を実施することで、

学校や地域における教育が活性化されます。しかしながら「区民の意見が教育施策・

事業や学校運営に反映されていると感じる区民の割合」は半数程度にとどまってい

ます。 

 

 課 題  

・教育に関する保護者や地域住民の意見を把握し、その意見を教育施策・事業、学校

運営に反映していくことが必要です。 

・保護者、区民等が参画する会議などでの意見の内容や教育施策・事業への反映状況

を区民に広く届けていくことが必要です。 

・発達に障がいのあるこどもに対しては、社会性・対人関係などの構築や適応に向け

た支援が必要です。また、不登校の背景に福祉的な課題がある場合、専門的な知識

を有する者が学校からの相談に応じ、解決に向けた支援をすることが求められてい

ます。 

・こどもの学力向上に向けては、学校の授業以外にも学習する習慣の定着が必要です。

また、近年の科学的知見によると、幼児期における教育は一生を左右するほどの重

要性を持っているとされています。 

 

 施策展開の方向性  

＜保護者・区民等の意見の反映＞ 

・保護者・区民等が参画する会議、学校協議会などで把握した意見を、教育施策・

事業、学校運営に反映できるよう努めていきます。 

＜教育施策・学校運営に関する情報発信＞ 

・区民の意見が教育施策・事業や学校運営にどう反映されているか区広報紙、区ホ

ームページなどで丁寧に発信していきます。 
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＜安心できる学校教育環境づくりへの支援＞ 

・市立小・中学校に発達障がいサポーター＊16を派遣し、発達に障がいのあるこども

のソーシャルスキルの構築などの支援を行います。また、スクールソーシャルワ

ーカー＊17を配置し、地域の民生委員・児童委員、主任児童委員などとも連携しな

がら不登校児童・生徒の支援を行うなど、学校教育の支援を進めます。 

＜基礎学力向上への支援＞  

・家庭での学習習慣が身についていなかったり、経済的な理由などで学習環境が整

っていなかったりするこどもに対して基礎学力向上のための支援を行います。 

＜就学前教育への支援＞ 

・就学前のこどもに対する読み聞かせなど、就学前の子育て力、教育力の向上に取

り組みます。 

 

 成果目標  

・区民の意見が学校園の運営に反映され、学校や地域の実情に応じた教育が行われて

いると感じる区民の割合：2023 年度までに 70%以上 

（参考）平成 30（2018）年度：39.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   
16 発達障がいサポーター 

  区内の市立小学校・中学校に在籍する発達障がいのある児童・生徒の学校生活上の行動面に対して、ソー

シャルスキルを含む社会性や対人関係の構築への適応に向けた支援を行う人のこと。 

 

17 スクールソーシャルワーカー 

不登校やいじめなどの生徒指導上の課題に対応するため、社会福祉などに関する専門的な知識や技術を用

いて児童・生徒の置かれている様々な環境に働きかけて支援を行い、課題解決に向けた学校支援を行う人の

こと。 

こどもに対する読み聞かせの様子 



  

第３章 Ⅲ-９ 生涯学習の推進 
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９．生涯学習の推進 

 現 状  

・区民一人ひとりが健康で豊かな生活を営むための知識や技術を身に付け、生きがい

のある充実した人生を送るため、自分に適した手段・方法を選びつつ、生涯にわた

り学び続けていけるよう、多様なニーズにこたえる学習機会を提供しています。 

・これらを支える生涯学習推進員やはぐくみネットコーディネーターなどの市民ボラ

ンティアによる「まなび」のネットワークを通じて、生涯学習ルームをはじめ、地

域と連携した学校教育支援など小学校区における教育コミュニティづくりが進ん

でいます。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 課 題  

・市民ボランティアにおいて各地域で中心となるメンバーが固定化する傾向にあり

ます。今後の担い手不足に対し、新たな人材の育成・確保や他の組織との連携が重

要となっています。 

・学習のニーズに応じた新たな学習メニューや対象者の開拓も必要となっています。 

 

 施策展開の方向性  

＜生涯学習・地域の教育ネットワークの担い手づくりへの支援＞ 

 ・各地域での新たな担い手につながるよう、その取り組みの重要性について区ホー

ムページなどを通じ発信するとともに、やりがいにつながる機会を提供する取り

組みを進めます。 

＜学校・地域・区民の学びの機会の充実＞ 

・生涯学習関連施設、大阪市立大学、企業、住吉区内の歴史・文化などの学習資源

を活用し、学校園をはじめとした地域や区民の学びの機会の充実に取り組み、魅

力ある地域・教育コミュニティづくりを進めます。 

 

 成果目標  

・学校・家庭・地域が連携して子どもが育まれている

と感じる区民の割合 

：2023 年度までに 60%以上 

（参考）平成 30(2017)年度：52.6％ 

 
 
 

パソコン教室の様子 
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10．人権尊重のまちづくり 

 現 状  

・区役所において、経常的に人権に関する相談窓口を設けております。必要に応じ関

係機関と連携し専門相談員の派遣も可能です。また、年 1 回人権擁護委員による特

設相談所を開設しています。 

・大阪市人権啓発推進員などの市民ボランティアと連携した人権啓発活動を実施して

います。 

 

 課 題  

・さまざまな人権課題がある中、人権に関する正しい理解・認識を深め、態度や行動

に結びつけられるよう啓発を進めていく必要があります。 

 

 施策展開の方向性  

＜人権に関わる様々な法律や目標を踏まえた施策展開＞ 

・2016 年施行された人権に関する 3 つの法律（いわゆる障害者差別解消法・ヘイト

スピーチ解消法・部落差別解消推進法）に基づき、法律の周知等啓発に努めます。 

・2015 年国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs：エス・ディー・

ジーズ）」を踏まえ、誰一人取り残さない多様性と包摂性のある社会、すべての人々

の人権の実現をめざします。 

＜人権課題に関する啓発＞ 

・高齢者、障がいのある人、外国籍住民、ＬＧＢＴ＊18などの性的少数者を含めた区民

一人ひとりが互いに認め合い、受け入れ、共に生きるまちをめざして、区において

人権啓発などを推進するボランティアとも連携し、さまざまな人権課題について当

事者の声を聞くなどの気づきの場を提供します。また、区広報紙、区ホームページ

などでの情報発信などの啓発に取り組んでいきます。 

 

 成果目標  

・一人ひとりの人権が尊重されているまちと思う区民の割合  

：2023 年度までに 80%以上 

（参考）平成 30(2018)年度：68.7％ 

 

                                                   
18 ＬＧＢＴ 

レズビアン・ゲイ（同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（生物学的な性と、

自分で認識している性が一致しない人）の頭文字。 

区民まつり啓発コーナーの様子 



 

第３章 Ⅳ-11 歴史・文化の伝承 
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Ⅳ 歴史・文化を活かした魅力あるまち 

11．歴史・文化の伝承 

 現 状  

・住吉区は、由緒ある神社仏閣、古い街道やまちなみが残る歴史的資源に恵まれたま

ちで、魅力を感じる区民の割合も増加しています。 

・魅力を感じる区民の割合を世代別にみると、60 歳代以上に比べ若年層の割合が低

くなっています。 

 

 課 題  

・次代を担うこどもたちや若年層を含め、より多くの人が住吉区に魅力を感じられる

よう、住吉区の歴史・文化を伝承し、区に愛着を感じる環境づくりが必要です。 

 

 施策展開の方向性  

＜主に若年層を対象とした住吉区の魅力ＰＲ＞ 

・こどもたちを含めた若年層を中心に、住吉区に魅力を感じ住み続けたい、また住

みたいと思ってもらうため、ＳＮＳやインターネットを活用し住吉区の歴史・文

化を発信していきます。 

＜こどもに対する住吉区の歴史・文化を学ぶ機会の提供＞ 

・区内学校園、団体等と連携し、歴史的資源などを活用したこども向けワークショ

ップ、フィールドワーク、出前授業など地域の歴史・文化をで学べる場づくりを

進めます。 

 

 成果目標  

・住吉区に魅力を感じる区民の割合：2023 年度までに各世代 90％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：84.0% 

 

 

 

 

 

 

 
 住吉大社の反橋 
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12．空家対策の推進 

 現 状  

・住吉区内の空家率は 19.8％（平成 25（2013）年住宅・土地統計調査）と市内でも

高い割合であり、特定空家等＊19にかかる通報件数も年々増加しています。 

・区民等からの通報を受け、特定空家等の是正を進めていますが、周辺の特定空家等

に不安などを感じている区民の割合は微減にとどまっています。 

 

 課 題  

・特定空家等の是正をはじめ、その発生予防や空家等の利活用の取組を進めることが

必要です。 

・特定空家等の是正が進んでいることを区広報紙やホームページなどで周知していく

ことが必要です。 

 

 施策展開の方向性  

＜専門家団体・地域とのつながり・連携の強化＞ 

・専門家団体、地域団体とのつながり・連携を強化し、特定空家等の是正や空家等

の適正管理、利活用の促進などを図ります。また、地域課題の解決に資する場と

して空家を利活用する方策について、検討を進めます。 

＜空家所有者等への啓発＞ 

・空家に関する取組状況について区広報紙などを活用した情

報発信を行うとともに、空家問題に関する周知・啓発を進

めます。 

 

 成果目標  

・周辺の特定空家等に不安などを感じている区民の割合 

：2023 年度までに 4.0％以下 

（参考）平成 30(2018)年度：13.3％ 

                                                   
19 特定空家等 

   平成 27年 5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のいずれかに該当する空家

を「特定空家等」と定義し、大阪市からの是正指導の対象となる。①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安

上危険となるおそれのある状態 ②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ③適切な管理が行われてい

ないことにより著しく景観を損なっている状態 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること

が不適切である状態 

啓発冊子「空家ハンドブック」 
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Ⅴ 自律的に地域活動が展開される活力あるまち 

13．自律的に地域活動が展開される活力あるまち 

 現 状  

・マンションの増加や生活様式や価値観の多様化により近所同士のつきあいが減少し、

人と人とのつながりが希薄化しています。 

・地域の安全安心の確保、子育てや高齢者への支援など多様な地域課題の解決に向け

た活動を行うにあたり、地域の担い手が不足しています。 

・地域の様々な団体が集まり、地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいる組織で

ある地域活動協議会の認知度が低く、その理念や活動が十分認識されていません。 

・また、地域の実情に応じて、地域課題を自律的に解決できるような支援が十分では

ありません。 

 

 課 題  

・近所に住む人同士のつながりづくり、マンションと自治会・町内会とのつながりづ

くりが必要です。 

・地域課題の解決に向けた活動を行うにあたり、人材育成などの支援が必要です。ま

た、担い手の拡充に向け、まずは、誰もが気軽に地域活動に参加してもらえるよう

な広報活動、情報発信を行わなければなりません。 

・地域活動協議会の認知度向上のための情報発信が必要です。また、新たな人材の発

掘や自己資金の確保の取組など自律運営に向けた支援が必要です。さらに、企業や

ＮＰＯ等と地域活動協議会との連携協働に向けた支援が求められています。 

 

 施策展開の方向性  

＜つながりづくりの促進＞ 

・近所に住む人同士が福祉や防災といった身近な課題を共有し、それぞれの役割を

意識しながら、つながっていることの大切さを感じてもらえるよう、防災訓練な

どの機会を捉えてつながりづくりを促進します。また、つながりづくりの基盤と

なる町会への加入を促進します。 

 

 

 

 

 



 

第３章 Ⅴ-13 自律的に地域活動が展開される活力あるまち 

 

23 
 

 

＜若い世代等の参加促進＞ 

・若い世代や新たな住民どうしのつながりづくり促進のための「場」や「機会」の

創出を図るとともに、これまで地域の活動と関わりの少ない人たちが、地域活動

に参加するきっかけとなる「行ってみたい」と感じる事業を推進し、楽しみなが

ら地域活動に関わっていける環境づくりを進めます。 

＜地域活動協議会への支援＞ 

・地域活動協議会を知っている区民を増やすため、地域活動協議会の認知度向上に  

向けた取組の支援を行います。また、地域ごとの特性や地域課題を把握したうえ

で、企業、NPO 法人などの法人・団体と地域のつながりづくりの取組の推進など

地域実情に応じたきめ細かな支援を実施します。 

＜ＣＢ／ＳＢの促進＞ 

・新たな人材の発掘や持続的な活動のための財源確保の手法としてのＣＢ/ＳＢ＊20、

社会的ビジネス化＊21を的確に支援します。 

 

成果目標 

・各団体により地域の特性や課題に応じた活動が進められていると感じている区民の

割合：2023 年度までに 60％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：48.8％ 

 

       

 

 

 
 

                                                   
20 ＣＢ／ＳＢ（コミュニティ・ビジネス／ソーシャル・ビジネス） 

Community Business とSocial Business の略語で、地域の資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を活かして、

地域や社会が抱える様々な課題を地域の住民が主体となってビジネスの手法で課題解決に取り組むもので、

地域の活性化や雇用の創出に寄与する地域貢献型のビジネス。 

 

21 社会的ビジネス化 

行政が実施責任を負うべき事務事業について、その担い手の最適化の観点からコミュニティ・ビジネス

（ＣＢ）やソーシャル・ビジネス（ＳＢ）として実施されるものを「社会的ビジネス」と位置付けている。

地域課題や社会的課題をビジネスの手法を用いて解決しようとする点においてはＣＢ/ＳＢの一類型になる

が、「社会的ビジネス」は、本市が既存の事務事業をもとに再構築した事務事業を委託する点が、その特徴

といえる。 

広報すみよし配布の様子（ＣＢ） つながりのイメージ 
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Ⅵ 区政改革の推進 

14．区政運営への住民参画 

 現 状  

・多様な区民ニーズや意見・評価を把握し、施策や事業に反映するため、区政会議や

専門会議を開催するとともに、インターネットによるモニターを対象としたＷｅｂ

アンケート調査による区民意識調査や、各事業などでのアンケート調査を実施して

います。 

・しかしながら、区役所が様々な機会を通じて区民の意見やニーズを把握していると

感じる区民の割合が、平成 29（2017）年度の区民意識調査では半数に達していま

せん。 

 

 課 題  

・区政運営について、区民の様々な意見や要望の把握に努め、施策や事業に反映し、

その内容を周知していく必要があります。 

・多様な区民ニーズや意見を把握するため、Ｗｅｂアンケート調査やアンケート調査

以外の調査方法を実施する必要があります。 

 

 施策展開の方向性  

＜区民意見やニーズの施策などへの反映・周知＞ 

・区政会議をはじめ各種専門会議の場でいただいた様々な意見や要望を聴取したう

えで、施策や事業に反映し、その内容について、広く区民へ周知していきます。 

＜ＩＣＴを活用した区民ニーズなどの把握＞ 

・これまでのＷｅｂ調査などのほか、SNS を活用した新たな方法による調査を実施

し、多様な区民のニーズや意見を把握していきます。 

 

 成果目標  

・区役所が、様々な機会を通じて区民の意見やニー

ズを把握していると感じる区民の割合 

：2023 年度までに 70％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：42.2％ 

 

 
区政会議の様子 
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15．情報発信機能の強化 

 現 状  

・市政、区政情報の入手媒体として、約 7 割の区民が「広報すみよし」と回答してい

ますが、世代が若くなるとほどその割合は減少しています。 

 

 課 題  

・区民が市政・区政情報を入手する方法・媒体が多様化しており、対象に応じた方法

による情報発信が必要です。 

 

 施策展開の方向性  

＜読みたくなる広報紙の作成＞ 

・手に取り、読みたいと思ってもらえるよう、写真などを多用した視覚に訴える区

広報紙を発行していきます。 

＜ＳＮＳの活用＞ 

・特に、若い世代を対象とした情報発信については SNS の更なる活用を図ります。 

 

 成果目標  

・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：2023 年度までに 70％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：48.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報すみよし 
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16．区民が集う、快適な区役所づくり 

 現 状  

・来庁者への案内サービスや窓口での対応が以前に比べて良くなったと感じている区

民の割合が、区民意識調査では 50%台前半にとどまっています。 

・平成 29（2017）年度の「来庁者等に対する窓口サービス」の格付け結果は、民間

の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベルである☆☆（２つ星）であるもの

の、電話対応や窓口対応の評価点が全区の平均を下回っています。 

・総合案内の移設や案内表示の改善など環境整備に努めてきましたが、昨今は外国人

居住者も増加傾向にあります。 

 

 課 題  

・事務処理の標準化・業務プロセスの改善に取り組むとともに、職員の接遇能力をよ

り一層向上させる必要があります。 

・来庁者が快適に過ごせるよう、案内表示の拡充や待合フロアの改善などの環境整備

が必要です。 

 

 施策展開の方向性  

＜効率的な区行政の推進＞ 

・業務の見える化を促進し、着実・確実な事務処理、業務プロセスの改善を図りま

す。 

＜快適な区役所づくり＞ 

・職員の窓口対応能力を高めるため、接遇の専門家による研修を継続して実施する 

とともに、案内表示の多言語化や待合フロアの改善など、庁舎内の環境整備につ

いて取組を推進します。 

 

 成果目標  

・窓口での接客態度や説明について、適切であったと感じている区民の割合 

：2023 年度までに 80％以上 

（参考）平成 30(2018)年度：55.9％ 

 

 

 

 

 庁舎の案内表示 
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お わ り に 

住吉区将来ビジョン 2023 は、住吉区区政会議委員をはじめ区民の皆さ

まから様々にご意見をいただき、策定いたしました。 

本ビジョンのキーワードである「つながり・見守り・支えあい」「場、

きっかけ・仕掛け・機会、役割」も、住吉区区政会議委員の皆さまが、区

の現状やこれまでの取組みを基に区の将来について意見交換をしていただ

く中から導き出された言葉です。 

さて、住吉区では、現在「住吉区徳育基本プラン」に基づき、あいさつ

の声があふれる活気あるまちをめざし、学校園・各種団体・企業等と協力

し「あいさつ運動」に取り組んでいます。あいさつは、地域全体の人間関

係が豊かになり、地域の安心・安全につながるという効果もあるといわれ

ています。 

また、あいさつは、キーワードでもある「つながり」の「きっかけ」と

なるものであると考えます。住吉区では、人と人をつなぐ「あいさつ」を

大切にしながら、各施策を推進してまいります。 

本ビジョンの推進にあたっては、年度ごとに「住吉区運営方針」を策定

し、事業のＰＤＣＡサイクル＊22を回すとともに、区民の皆さまの声を大

切に、また、ともに知恵を出し、力を合わせながら、各施策を着実に実行

に移してまいりたいと存じますので、ご協力のほど、よろしくお願いいた

します。 

                                                   
22 ＰＤＣＡサイクル 

Ｐlan(計画)・Ｄo（実行）・Ｃheck（評価）・Ａction（改善）を繰り返すことによって、業務を継続的に改善

していく手法のこと。 


