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号
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外部評価意見 対応方針
分
類

1 H29.11

○「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）

【地域見守りシステムについて】

・要援護者の状況はアップデートされる必要があるが、
地域に把握してもらうとか見守り支援員の養成でその変
化のスピードに対応できるか疑問なので、民間の力を
もっと利用できないか。例えば、介護支援専門員であれ
ば、区と連携すれば効率よく要援護者の把握がリアルタ
イムで把握できるのではないか。
・また見守り支援員についても、整骨院等がその候補と
して十分な可能性があると思われる。

・「地域見守り支援システム」事業を進めるにあたっ
ては、地域と専門職との連携が重要であると考えてい
る。
・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･ＣＳＷ･地域包括支援センター･ブラ
ンチの職員も参加し、情報交換とともに、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
なっている。
・今後は、このような取組みを他の地域に広げるな
ど、地域と専門職との連携が図れますよう各地域に
あった支援を行ってまいりたい。

①
・
②

2 H29.11

○「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）

【生活習慣病予防の推進について】

・検診の実施の実績は区役所関与のものだけで、主治医
の医療機関で実施されたものはカウントされていないの
か？

・大阪市が実施している特定健診等健診･がん検診の
実績については、区役所（特定健診は小学校含む）で
実施してるものだけではなく、委託医療機関での実績
も含んでいる。

①

3 H29.11

○「住民自治の推進」（経営課題5）

【地域コミュニティの活性化について】

・住民が参加したくなるようなイベントや活動を行うこ
とで人を集める若い世代（子育て世代）をターゲットに
するなら子どもも参加しやすいような内容にするべき。
・また活動内容は地域活動協議会ごとに計画から実行ま
でコンペ形式で行い、評価する仕組みをつくれば競争意
識も生まれ参加者が増え、活性化につながるのではない
か。

・ 各地域では、地域活動協議会による防犯･防災、見
守り活動など地域の安全や福祉にとって必要な取組が
進められているが、若い世代の参画など新たな担い手
の確保が課題である。
・ 一方で、夏祭りや運動会など、若い世代も含め多数
の方が参加でき、人と人とのつながりづくりを目的と
したイベントなども実施されている。
・ これまで地域との関わりが小さかった方が参加した
いと思う活動の実施も重要であり、地域間での好事例
の共有化、まちづくりセンターによる企画への助言な
ど、地域コミュニティの活性化に向けた取組を促進し
てまいりたい。
・委員のご意見を踏まえ、「経営課題 5住民自治の推
進」5-2-1【自治会・町内会単位（第一層）の活動支
援】の取組内容に「若い世代を含むたくさんの人が参
加したくなる活動事例の情報提供を、地域振興会議や
区ホームページを通じて行う。」との記載を追加す
る。

②

4 H29.11

○運営方針（素案）全体について

・前回資料との関連がわかりにくかった。
・議題を絞って住吉区で一番困っていることから順に現
状や色んな人の意見を聞いてみたい。

・前回の区政会議では、本年8月に策定の「市政改革
プラン2.0（区政編）」に関する今年度の地域活動の
推進等についての取組内容をお示しし、今回は来年度
の主要な施策全般についてお示ししたものである。
・条例上、区政会議では、「区の区域内の基礎自治に
関する施策等のうちの主要なもの及びその予算に関す
る事項」について委員の意見を求めることになってお
り、会議開催にあたっては、重点事項を中心に、わか
りやすい説明に努めてまいりたい。

①

外部評価意見への対応方針

＜平成30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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5 H29.11

○「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）

【住吉区地域福祉ビジョンの推進について】

・「地域座談会」とは、どんなメンバーが出席するのか
等、もう少し詳しく教えてほしい。

・地域座談会については、地域の課題やニーズ、さら
に、地域特性について、地域住民をはじめ、地域活動
団体、専門機関等多様な主体が集まり、地域の課題を
話し合う場として開催いただくものである。
・出席メンバーは、各地域活動協議会役員を中心とし
て、食事サービス･ふれあい喫茶･子育てサロン･子ど
も会･老人クラブ等の地域の方々と、地域包括支援セ
ンター･ブランチや介護･障がい者事業所等地域で地域
福祉に係る方々の参加を考えている。

①

6 H29.11

○「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）について

・地域見守り支援システムで常駐支援相談員として月に
２～３日常駐しているが、ほとんど相談がない。
・もっと気軽に相談に来ていただいて、関連の組織の案
内をしたい。

・支援事務所については、地域包括支援センター・Ｃ
ＳＷ等の出張相談の開催場所の１つとして検討してい
くとともに、支援事務所を地域支援員の相談のもちよ
りどころ、専門職、関係機関との橋渡しの拠点として
の機能充実を支援してまいりたい。
・委員ご意見を踏まえ、「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」  2-1-2【地
域における要援護者の見守りネットワーク強化】の取
組内容に、「3）支援事務所に、地域包括支援セン
ター・ＣＳＷ等が出張相談を行う事を支援する。」と
の記載を追記する。

②

7 H29.11

○「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）

【子育て支援について】

・表示を項目別に手にとりやすくするようにイラストや
文字を大きくするとか、パンフレット、チラシの置き方
を工夫したらもう少し情報提供がしやすくなるのではと
思う。
・入り口の証明書発行のところにチラシ配架のラックが
あるが、少し分かりづらいと思うので、できるだけ目立
つような工夫をしてもらいたい。
・子育て中心の案内も検診や区役所に来た折に、持って
帰れるよう工夫してはと思う。
・３ヶ月検診の手伝いに行った時に、入り口で「洋服を
持って帰ってください」とつるしているが、上手に周知
すれば、みんなありがたいなと思って持って帰ってくれ
るのではないか。

・わかりやすい掲示の方法などを心掛けて一部見直し
や改善を行ってきているが、ご指摘を踏まえ、来庁時
などに効果的に情報提供を行うため、わかりやすい表
示や他の情報とも区別しやすくなるような工夫を行っ
てまいりたい。
・入り口付近の区民情報コーナーでのチラシ等の配架
について、できるだけわかりやすくなるよう工夫をこ
らしてまいりたい。

①
・
②
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8 H29.11

○運営方針（素案）全体

「○○○と思う区民の割合」の多用について

・全般に、「アウトカム」の項で「○○○と思う区民の
割合を○○％」という指標が多くみられる。
・各種の意識調査は、調査方法や設問の微妙なニュアン
ス･順番などにより結果に大きな差が生じる。また、そ
の時々の社会情勢や事件などによっても大きく左右され
る。
・無作為抽出による意識調査は、社会の一面でしかな
く、人によって理解の深さに大きな差があるにもかかわ
らず同一に扱った調査であることを考えると、手がかり
とすべき参考数値ではあっても、この結果だけに大きく
依存することにはリスクを感じる。
・たいせつなのは、区民と最も身近に接する区役所職員
の感性を磨くことにあり、これらの「数値」を読み解け
る力をつけることが重要だと思う。

・施策の評価にあたっては、まず、広く区民一般のご
意見や施策対象者である区民のご意見を的確に把握す
ることが重要と認識している。
・今後の施策展開の方向性については、それらに加
え、たとえば犯罪発生件数といった客観的なデータも
加味して判断してまいりたい。

①

9 H29.11

○「区役所改革の推進」（経営課題6）

【区政運営への住民参画の区分について】

・疑問があるのは、「区政運営への住民参画」という戦
略が、「経営課題５住民自治の推進」ではなく「経営課
題６区役所改革の推進」に位置づいていることである。
・区役所が組織内部の努力で改革していくだけではな
く、「施策や事業に対する立案段階から地域・住民の立
場からの意見」を得ることは、そこで意思決定行為をす
るしないにかかわらず、まさに「住民自治の推進」その
ものである。
・「区政運営への住民参画」は「経営課題５住民自治の
推進」に入れるべきだと考える。

・経営課題５の「住民自治の推進」については、地域
活動の推進など、コミュニティ豊かな地域社会の実現
に向けた取組をとりまとめているところである。
・区政運営への住民参画については、市政改革プラン
の中で、市政改革の重要事項として位置づけられてい
ることから、区役所改革の推進に盛り込んだものであ
る。
・委員ご指摘のとおり、経営課題６の「区役所改革の
推進」を「区政改革の推進」に修正する。 ②

10 H29.11

○運営方針（素案）全体について

「今の権限ではできないこと」をあえて書くことはでき
ないか？

・大阪市の再編が言われているが、共通しているのは
「区長権限の強化」である。
・「区長権限のこんなとこを拡大できたら」とか「もっ
とこんなこともしたいのに」といった「現状ではできな
いが、区としていつかやりたいこと」が表現されておれ
ば、区役所を応援する区民の輪がずっと広がるはずだ
し、現場職員のモチベーションもあがるのではないで
しょうか。

・運営方針は、将来ビジョンの目標達成に向けた単年
度ごとのアクションプランであり、区長に与えられた
権限･予算の範囲内でとりまとめられたものである。
・現在本市においては、効率的･効果的な行政体制の
整備といった大都市の抱える課題解決に向け、副首
都･大阪にふさわしい大都市制度について検討が進め
られており、その中で、区役所が担う業務（権限）の
拡充についても検討されている。 ②

・
⑤
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11 H29.11

○「安全・安心の確保」（経営課題1）

【防犯の取組について】

・子ども110番の家登録はしても結構留守宅が多い。
・防犯教室も回数をこなせば良いと同じメンバーの集ま
りに来られる。

・子ども１１０番の家については、あくまでボラン
ティアでご協力いただいておりますが、今後は特に必
要性が高いと思われる子どもたちの下校時間帯に営業
をしている店舗等の事業所への協力依頼に力を入れて
まいりたい。
・防犯教室については、ご指摘のとおり同じメンバー
への開催にならないよう、犯罪発生の状況に合わせて
内容やターゲットを変えながら実施してまいりたい。
・委員のご意見を踏まえ、「経営課題１安全･安心の
確保」 1-2-1【地域安全防犯対策事業】の取組内容
の一つである「子ども110番の家登録促進」の補足説
明として「下校時間帯に営業している事業所を中心に
協力を依頼」との記載を追記する。

①

12 H29.11

○「安全・安心の確保」（経営課題1）

【防災の取組について】

・区全体の訓練の際や台風21号における避難の際、備
蓄物資は配布しなくても良いのでは。
・御自分で持参してもらうようにすればいかがか。

・大阪市では、大規模災害時に避難所での生活を余儀
なくされる方のために、備蓄物資の整備を進めてい
る。
・先日の総合防災訓練の際には、消費期限の到来まで
1年未満の物資(水、乾パン等)をその有効活用の観点
から、訓練参加者に配布した。
・また、避難所で寝泊まりせざるを得なくなった方へ
の毛布の配布は必要と考えますが、各家庭での非常持
ち出し品の準備、食糧・水の備蓄の必要性について、
啓発を進めてまいりたい。

①

13 H29.11

○「安全・安心の確保」（経営課題1）

【交通安全の取組について】

・規則を守る。ルールを守る。事の手始めに幼稚園･小
中高学校･地域･住吉区民が信号を守る事を徹底してほ
しい。
・自動車の不法駐車が即刻守れるようになりましたよう
に、なにか方法はないでしょうか。

・信号遵守は、命にかかわる問題ではないか。

・規則やルールの徹底は重要であると認識している。
・区役所としては、住吉警察署と連携を図りながら、
学校園、地域での啓発を行うとともに、広報紙・ホー
ムページなどの広報媒体を用いて、区民への交通安全
意識の向上に努めてまいりたい。
・委員のご意見を踏まえ、「経営課題１安全・安心の
確保」 1-3【放置自転車対策の取組】を【放置自転車
対策・交通安全の取組】に変更のうえ、具体的取組1-
3-3【交通安全の取組】を追加する。
・ 1-3【放置自転車対策・交通安全の取組】の「めざ
す状態中」の記載している「交通ルールを遵守し、交
通安全意識の高い区民を増やす」の記述を「交通ルー
ルを遵守し、区民の交通安全意識の高揚を図る」と変
更する。
・ 1-3【放置自転車対策・交通安全の取組】の「戦
略」に「交通ルールの遵守、マナーの向上について大
人から子どもまで広く区民の意識が向上するよう、
キャンペーン等を実施するとともに、広報媒体により
周知を強化する。」を追加する。
・ 1-3【放置自転車対策・交通安全の取組】の「戦
略」に記載の「自転車マナーの向上及び自転車事故防
止、高齢者への交通安全啓発、キャンペーン、広報誌
による周知を強化する」の記述を「自転車、高齢者の
関連事故が多発傾向であるため自転車マナーの向上及
び自転車事故防止、高齢者への交通安全啓発、キャン
ペーン、広報誌広報媒体による周知を強化する」と変
更する。
・ 1-3-3【交通安全の取組】の「取組内容」に記載
の「交通事故防止の基本となる交通ルールの遵守につ
いて、信号守らせ隊の啓発活動や交通安全キャンペー
ン、広報誌等を利用し、広く区民に啓発を行う」の記
述を「交通事故防止の基本となる交通ルールの遵守と
マナーの向上について、地域と連携した信号守らせ隊
の啓発活動・交通安全キャンペーンの実施や、広報媒
体を利用し、広く区民に啓発を行う」と変更する。

①

4



【様式４】

番
号

年
月

外部評価意見 対応方針
分
類

＜平成30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＞

14 H29.11

○「住民自治の推進」（経営課題5）

【コミュニティビジネスについて】

・町会は、仲良く、助け合い、支え合いながら太い繋が
りで成り立っており、当然無報酬で活動をしている。
・ここに予算があるので、この場所で。この時間。活動
しなさいとは、とんでもない話で、お金のために行動を
することになり、ボランティア精神が失せてしまう。

・コミュニティビジネスは、人と人とのつながりづく
りの促進、地域課題の解決などとともに、地域団体の
自主財源の確保を目的として進めている。
・しかし、地域課題の解決については、地域の皆様の
自発的な活動は欠かすことができず、今後も地域活動
協議会の活動補助や広報への支援などにしっかり取り
組んでまいりたい。 ②

15 H29.11

○「安全・安心の確保」（経営課題1）

【見守り支援＆防災の取組について】

・見守り支援、防災訓練について、土曜日であろうが、
夜は8時～9時。日時に関係なく、何度も、何度も指導
に積極的に足を運んでいただいた。
・まだまだ課題も残りますが、それぞれ本気で一生懸命
取り組んでくれ、一定の成果を得ることが出来た。

・今回の防災訓練では、地域役員の皆様方をはじめ、
学校関係者など多くの方のご理解･ご協力のおかげで
充実した訓練を行うことができた。
・今後とも、地域防災力の更なる向上に取り組むとと
もに、今回の訓練で抽出された課題については、今後
の防災事業に反映してまいりたい。

①
・
②

16 H29.11

○「安全・安心の確保」（経営課題1）　
　めざす成果及び戦略１－１「防災の取組み」

・本年、10月21日～22日に近畿地方に多大なる災害
をもたらした台風21号の災害対策について対応改善を
依頼する。
・住吉区においても、大和川の氾濫水位を超え、避難準
備･避難勧告を発令され、災害避難所に避難された方が
大勢いたかと思う。しかし、情報が伝わってない方々も
実際おり、その方々は外国人の方々である。
・下記の2点の対策・改善をお願いしたい。
　（ア）外国人観光客向け観光マップに災害時、避難
　　　所の明示　避難ルートを記載した多言語冊子の
　　　作成
　（イ）防災無線の多言語化の対策改善
・上記を踏まえ、災害避難所にも外国人対応を進めなく
てはなりません。

・住吉区では、区内の一時避難場所や災害時避難所に
加え、各避難所の連絡先、いざという時の連絡先等が
掲載された「防災マップ」の多言語版（英語、中国
語、韓国語）を作成し、住吉区のホームページで、お
知り合いの外国人の方にもご紹介いただくよう、周知
を図っている。
・今後、外国人観光客にも同マップを効率的に届けら
れるよう、配布･配架先等について検討してまいりた
い。
・一方、防災行政無線については、極めて短時間の間
に情報をお知らせする必要があるため音声データの多
言語化は困難であるが、避難情報を含めて緊急情報毎
にサイレンパターンが異なっており、その内容につい
ても大阪市ホームページにより多言語表記で周知を
行っている。
・また、災害発生時には、住吉区のホームページや大
阪市防災アプリ、大阪府の「おおさか防災ネット」等
で、避難勧告･指示状況や避難所開設状況等の必要な
情報を多言語版（英語、中国語、韓国語）で提供して
いる。
・なお、広域避難場所案内板、避難誘導標識、避難所
の入口に設置する案内板に多言語やピクトグラムによ
る表示により、外国人に対する避難対策を講じている
ところである。

①
・
②

5
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17
H29.11

●経営課題４　住吉区にふさわしい教育の充実　につい
て
めざす成果及び戦略4－2「教育コミュニティづくりの
推進」

・私は、性的少数者であるLGBTの中のトランスジェン
ダーであり性同一性障害の当事者である。
・個人団体で啓発活動をボランティアで行っている。
　下記の２点の実施をお願いする。
　（ア）住吉区内、小中高校での教職員や児童生徒･
　　　　保護者向け性的少数者（LGBT）人権研修･
　　　　人権講話実施
　（イ）住吉区職員向けの性的少数者（LGBT）人
　　　　権研修実施

（ア）
・区内の小中学校では、児童生徒･教員･ＰＴＡ等を対
象に、性的少数者（LGBT）をテーマとした取組み
を、28年度は小学校2校、中学校２校で、29年度は
小学校４校、中学校４校で実施している。また、今
後、小学校3校、中学校2校でも実施予定と聞いてい
る。
・区としても、性的少数者（LGBT）について正しく
理解することが大切であると認識している。今後、市
教育委員会とも連携し、学校への働きかけや必要な支
援を行ってまいりたい。
・委員のご意見を踏まえ、「経営課題４住吉区にふさ
わしい教育の充実」 4-3-1【人権啓発推進事業】の
取組内容に「ＬＧＢＴなどの性的少数者に対する理解
を深め、偏見や差別意識をなくすため、研修などの取
組みや関係機関・団体への働きかけ・支援を行う」こ
と、具体的に、職員向け研修、区民向けの学習会、
「就職差別撤廃月間」における啓発の実施、区内市立
小中学校に対する研修等の実施に向けた働きかけ・支
援を行うことを記載する。

（イ）
・大阪市ではLGBTに対する理解を進め、偏見や差別
意識をなくすための取組みとして、管理職層（課長代
理級以上）の全ての職員を対象にLGBTをテーマとし
た人権問題研修を実施している。
・住吉区では管理職（課長級）を講師として、全職員
を対象としたLGBTの内容を含めた研修を11月末か
ら実施する。

①
・
②

18 H29.11

●めざす成果及び戦略４－３「人権尊重のまちづくり」
について

・住吉区で、ジェンダーの人権「女性」「性的少数者な
どのLGBT」の人権を推進していただきたい。
　下記の2点の実施をお願いする。
　
・（ア）性的少数者が身近に居て、皆さんと同じように
日常生活を送り、皆さんと同じように女性として総務・
経理で昼の仕事をしている事を知っていただき、同じ住
民としてアナタの横に傍に居ている存在だと知って頂く
為に、住吉区民向けの性的少数者（LGBT）人権イベン
ト開催をお願いしたい。

・（イ）就職活動をしていた時、企業の間違った思い込
みや知識で長時間安定した職に就く事が非常に困難でし
た。住吉区内の企業向けの性的少数者（LGBT）人権研
修の実施をしていただきたい。

（ア）
・区における性的少数者（LGBT）の取組みと致しま
しては、29年度は、リーフレットの配架、広報すみ
よし･区ＨＰへの啓発記事の掲載、啓発パネルの展示
（9月：庁舎１階、10月：区民まつり）を行っており
ます。
・性的少数者（LGBT）が身近かにいることを知るこ
と、当事者の声を直接聞くことは、性的少数者
（LGBT）の正しい理解につながる有効な取組みであ
ると考えます。区における人権啓発事業は、区内で人
権啓発に取り組んでいる団体等と連携して進めること
としておりますことから、これらの団体等とも連携
し、取組みを検討してまいります。

（イ）
・区では、毎年6月の「就職差別撤廃月間」に、応募
者の適性や能力のみを採用選考の基準とするよう啓発
を行っております。今後は、性的少数者（ＬＧＢＴ）
の視点も含め、啓発に取り組んでまいります。
・また、大阪市企業人権推進協議会では、加盟企業や
一般市民に対し人権をテーマにした研修にも取り組ま
れていることから、今後、住吉区支部に性的少数者
（LGBT）研修の実施について働きかけてまいりま
す。
・委員のご意見を踏まえ、「経営課題４住吉区にふさ
わしい教育の充実」 4-3-1【人権啓発推進事業】の
取組内容に「ＬＧＢＴなどの性的少数者に対する理解
を深め、偏見や差別意識をなくすため、研修などの取
組みや関係機関・団体への働きかけ・支援を行う」こ
と、具体的に、職員向け研修、区民向けの学習会、
「就職差別撤廃月間」における企業及び区民向け啓発
の実施、区内市立小中学校に対する研修等の実施に向
けた働きかけ・支援を行うことを記載する。

①
・
②
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19 H29.11

○「安全・安心の確保」（経営課題1）

【放置自転車対策】

・大阪市交通局と連携した取り組みができれば、なお良
くなると思う。駐輪場の無料化も検討いただきたい。

・駅前の駐輪場を全部、シェア自転車だけの置き場に変
えてしまうとかいう形で、シェア自転車というのも検討
してはどうか。

・地下鉄あびこ駅の南出口周辺において、エレベーター
までずらりと自転車が点字ブロックの上に並んでいるの
で歩けない。また、車椅子のために歩道と車道の間の段
差をなくしているので、歩道を歩いているつもりが知ら
ない間に車道を歩いていることがあるので、そういうと
きはぜひ声をかけていただきたい。
・区役所玄関前の点字ブロックの上にも自転車が止めら
れていることがある。

・地下鉄あびこ駅周辺におきましては、月１回、区役
所や建設局、交通局と地元住民や商店街などが協働
し、放置自転車に関する啓発活動を実施している。
・また、放置自転車に対する児童絵画を大阪市交通
局、JR、南海の協力を得て区内各駅に掲示している。
・駐輪場の無料化については、大阪市では過去すべて
の駐輪場を無料で管理していたが、際限なく自転車が
集まることになり、特に出入口に近い駐輪場では自転
車が通路まで溢れたり、周辺道路上に放置される状況
になり、利用者にとって非常に使いにくい状況が発生
した。
・また受益者負担の観点から、利用者に応分の負担を
いただくことで、適正な駐輪場の管理を行っていると
ころである。

・シェア自転車の活用というような発想はなかった
が、検討していきたい。

・建設局、交通局等と協力し合って、そういった危険
回避に向けて取組んでまいりたい。
・現状を確認のうえ、対策を講じたい。

①
・
②

20 H29.11

○「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）

【子育て支援の推進】

・小学校入学までの保護者の意見を把握することはとて
も難しい。SNSや、ワクチンの予防接種の時に医療機
関と連携して情報発信や意見交換できないか。平日の午
前中の公園に足を運ぶのも１つのやり方だと思う。

・就学前の保護者からは、乳幼児健診･各種講座での
アンケートや子育て支援センターとの意見交換などで
保護者の方のご意見を把握するよう努めている。
・また、子育て支援機関との連絡会（月1回）でも、
各機関が把握したご意見を共有し、各機関で実施する
催しや子育て情報紙作成に活用している。
・今後は、さらに多くの保護者や地域の子育て支援を
行っておられる方との意見交換を行い、子育て支援の
推進に反映してまいりたい。

①

21 H29.11

○「住吉区にふさわしい教育の充実」（経営課題4）

・「小中学校教育全般」だけでなく「就学前教育および
小中学校教育全般」と記載して欲しい。

・人の資質には、乳幼児時期の環境を土台としてはぐ
くまれるものも多く、したがって早期から子どもの養
育・教育環境を整えていく必要があると認識してい
る。
・乳幼児への読み聞かせ等、就学前教育にも取り組ん
でいくので、ご意見を踏まえ、「 経営課題４住吉区に
ふさわしい教育の充実」の「めざすべき将来像」の文
章にある「小中学校教育」を、「就学前教育及び小中
学校教育全般」に修正する。

②

22 H29.11

○「住吉区にふさわしい教育の充実」（経営課題4）

【子どもたちの学びへの支援】

・読み聞かせ事業は是非とりくんでください。
・英語体験事業は賛否意見がありそうな気もしますが、
個人的には先に読み聞かせ事業を推進してもらいたい。

・住吉区では、平成26年度より、子どもが本に親し
む習慣を確立するとともに学力の向上を図るため、区
独自で図書館司書を採用し、希望する小学校において
読み聞かせや調べ学習を行っている。
・30年度からは、幼児期における基礎教育の取組み
のひとつとして、対象を拡大し、実施してまいりた
い。
・英語体験事業については、子どもが楽しみながら英
語に触れることにより英語に興味や関心持つよう、教
育行政連絡会等で意見を聞きながら取組みを進めてま
いりたい。

②

23 H29.11

○「住民自治の推進」（経営課題5）

・特にマンション住民と地域とのつながりが課題である
というのは、その通りだと思う。
・マンションには管理組合があり、マンション販売会社
系列の会社があるので、そこと連絡をとれば同系列マン
ションに一気に伝わることができるかも知れない。

・マンションへの働きかけについては、町会未加入の
大規模マンション（今年度１箇所をモデル実施・来年
度５箇所に拡大）について、委員ご意見のとおり管理
組合や自治会を通じて、会合等に参加させていただ
き、防災体制構築の支援を行い、防災を通じてのつな
がりづくり、地域とのつながりづくりを促進してまい
りたい。

②

7
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24 H29.11

○運営方針（素案）全体について

・前年までの実績で活動回数のみ記載しているものがい
くつかあったが、将来像やめざす状態にどれだけ近づい
たかの記載がないと効果があったのかわからない。

・業績目標の達成状況や戦略に対する取組の有効性に
ついては、当該取組に関する区役所の自己評価として
諮ってまいりたい。

②

25 H29.11

○運営方針（素案）全体について

【課題設定の根拠となる現状・データについて】

・「平成27年度区民意識調査」を中心に分析していた
だいているように思いますが、さらに、住吉区独自の調
査･分析に基づく課題設定が必要ではないか。
・例えば、「食と健康に関する調査」や「障害者福祉計
画に関する調査」「子どもの生活に関する実態調査報書
の住吉版の分析」など、多角的な角度からの調査･分析
により、新たな課題が抽出されるのではないか。なぜな
ら、私たちが考えるよりもさらに早いスピードで、社会
生活が変化し続けているように感じる。調査研究にある
程度の予算をかけることも必要ではないか。

・毎年実施している区民意識調査においては、ＰＤＣ
Ａサイクルの徹底に向け、当該年度の運営方針の成果
指標（アウトカム）等を測定するとともに、施策の方
向性や課題を抽出するための設問を設定し、事業の構
築等に活用している。
・大阪市全体では、例えば「平成28年度大阪市障が
い者等基礎調査」や「平成28年度大阪市民の健康づ
くり･生活習慣等に関する調査」等を実施しており、
当区として活用できるものは積極的に活用してまいり
たい。
・当区では、住吉区の不登校に関する調査を昨年度実
施し、その最終報告書を本年５月に受け取り、現在、
取組みを進めているところである。
・今後も施策の推進のために必要なデータ収集や分析
等を進めてまいりたい。

①

26 H29.11

○「住民自治の推進」（経営課題5）

・経営課題5の「住民自治の推進」の中で、地域活動協
議会の認知度は12.5%になっている。近所づきあいが
できる相手が増えてきたと感じている区民の割合も26
年度の40.4%に比べ28年度はその半分の22.7%に減
少している。今や「支える人」「支えられる人」のバラ
ンスが確実に崩壊し、「支え手」が増々減少していくこ
とが予測される。
・思い切って「無関心層」をターゲットに課題抽出し、
問題解決を図るとか、従来型発想からの脱皮が必要では
ないか。例えば、「無関心層」の参加を促すための
「真っ当な理由」があれば、きっと「地域力」の向上に
つながると思う。

・地域との関わりが少ない方が参加したいと思う活動
の実施は、つながりづくりを強化していくうえで重要
であると考える。
・住吉区では、総合防災訓練や見守り支援事業を通じ
て、日頃から顔の見える関係づくりに取り組んでい
る。
・また、各地域活動協議会では、夏祭りや運動会など
誰でも気軽に参加できるイベントを企画し、若い世代
を含めたくさんの住民に参加していただけるよう会議
等で議論を重ね実施していただいている。
・今後も地域間での好事例の共有化、まちづくりセン
ターによる企画への助言など、地域コミュニティの活
性化に向けた取組を促進してまいりたい。
・委員のご意見を踏まえ、「経営課題５住民自治の推
進」 5-2-1【自治会・町内会単位（第一層）の活動
支援】の取組内容に「若い世代を含むたくさんの住民
が参加したくなる活動事例の情報提供を、地域振興会
議や区ホームページを通じて行う。」との記載を追加
する。

①

27 H29.11

○「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）

【子どもを守るネットワークの水平的連携について】

・教育･子育て支援･社会的養護、障害児等々のそれぞ
れの機関や団体等による「切れ目のないサポート体制」
が必要。
・コミュニティソーシャルワーカーは、現状では高齢者
関係でめいっぱいの感がある。包括的な支援体制を創る
ためにも、コミュニティソーシャルワーカーの育成が必
要。

・子どもの課題を含む包括的支援を行うには、区役所
と福祉・教育を含む関係機関や、民生委員・児童委
員、主任児童委員が相互に連携していくことが重要と
考えており、切れ目のないサポート体制の構築のため
に連携を深めてまいりたい。
・また、区役所がサポート体制強化のために学校や保
育所、子育て支援機関、主任児童委員等を対象に開催
する子育て支援や児童虐待予防の研修会に、ＣＳＷも
参加することで認識の共有を図ってまいりたい。

②

　　　　　　　　　※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
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【様式４】

番
号

年
月

外部評価意見 対応方針
分
類

1 H30.2

○特定検診について
大阪市の特定検診受診率は全国と比べて低いとのことだ
が、区民アンケートに健康診断の項目があるので、未受
診の人になぜ受けないのかを質問をすれば対策が取れる
と思う。また、特定検診と一緒に歯科検診も実施しては
どうか。体の健康のためには口腔の健康も重要だが、自
分で受診するには勇気が必要である。

・ 平成28年度に福祉局が実施した未受診者への電話
勧奨の際に回答された拒否理由は、「通院治療中」
（43.8％）、「勤務先で受診」（23.1％）、理由な
し（10％）でした。次年度の当区の区民意識調査
で、受診しない理由を質問項目に入れたいと考えてい
ます。
・ 平成29年度は年間15回、区役所保健福祉センター
で実施するがん検診に併設する形で「歯科診断」を実
施しています。次年度から毎月の広報紙に実施日等も
掲載し周知してまいります。

②

2 H30.2

○区政会議の予算について
区政会議の予算は年々減少しているが、具体的に何を削
減したのか？

平成29年度までは他の会議の議事録作成経費（業者
委託）を含んでおりました。
・平成28年度決算額と平成29年度予算額との差額
（331千円減）について
教育行政連絡会（小・中学校）の議事録作成廃止によ
る減
・平成29年度予算額と平成30年度予算額との差額
（252千円減）について
学校協議会会長会（小・中学校）の議事録作成廃止に
よる減

①
・
②

3 H30.2

○生活保護について
生活保護を受けている人が就職しても10人に１人しか
保護廃止にならないというのは、賃金が低い仕事なの
か？それともすぐ離職してしまうのか？

・ 保護廃止率10%を目標というのは、自主的な求職
活動が困難な方に総合就職サポート事業で支援をして
の目標数値です。
・ 事業対象者はさまざまな就労阻害要因を抱え賃金の
高い仕事に就くことが困難であるため、いったん生活
保護費を受給するようになると、そこから抜け出そう
とする意欲が低下し、短期間のうちに就職と離職を繰
り返したり、生活保護がなくなることを不安に思うあ
まり最低生活費を上回る仕事には就きたがらないと
いった傾向が見られることから、就職してもなかなか
保護廃止までつながりにくくなっているものと考えら
れます。

①
・
②

4 H30.2

○区役所でのチラシの配架について
チラシを、できれば人の出入りの多い正面入り口付近に
置いてもらいたいのだが、区役所でのチラシの配架条件
はどうなっているのか？

委員ご希望の正面入り口付近の配架スペースは、「区
民情報コーナー」として企画課が所管しており、取扱
い基準に基づき、営利を目的としたものや宗教的・政
治的なものなど、区役所で配架するのに不適切なもの
を除き、区内団体・区民の皆様から広く配架依頼を受
け付けています。依頼書を提出いただきますと、原則
として正面入り口付近のラックに配架し、部数が多い
場合には３階のラックにも配架しています。

①

5 H30.2

○生活保護について
　平成30年度住吉区運営方針（13ページの2－4－
1）の生活保護受給者等への総合就職サポートについ
て、前年度までの実績、就職率と保護廃止率の数字の根
拠を教えてもらいたい。大阪の中でも住吉区の生活保護
率は高いので、大切な取組みだと思う。生活保護をうけ
るまでの自立支援の促進にも力を入れる必要がある。

・ 平成28年度の就職状況は支援者436名に対し就職
者が252名(就職率57.8%) 
うち保護廃止が22名(支援者数に対しての保護廃止率
5%)となっております。
・ 住吉区内在住で生活や仕事に困っている方などを対
象に、区役所４階41番窓口で生活保護に至るまで
の、生活の自立に向けた生活自立相談窓口を開設して
いますが、そこからも総合就職サポート事業につない
でいます。

①
・
②

6 H30.2

○台風21号（昨年10月22日）に伴う水害について
平成30年度住吉区運営方針（経営課題1　安全・安心
の確保　めざす成果及び戦略1－1）の「防災の取り組
み」について、昨年10月22日（日）台風21号にとも
なう水害について、区民を交えた詳細な検証を早急にや
る必要がある。100の訓練よりも貴重な教訓にするべ
きことが多いと思われる。町会組織に対するアンケート
だけにとどまらず、10月22日のことをていねいに振り
返ることが重要だと考える。

・今回露わとなった課題とその対応方針について整理
を行い、地域活動協議会会長会や防災専門会議、地域
福祉専門会議のほか、各地域においても地域毎の課題
を整理のうえ順次報告をさせていただいているところ
です。
・また、自立支援協議会や視覚障害者福祉協会とも勉
強会を開催しており、要援護者のニーズを把握のう
え、対応策を検討しております。
・今後、避難所の鍵や避難者の収容場所等の課題につ
いては、地域役員や学校と協議し、各避難所で現場確
認等を行いながら、水害が懸念される梅雨時期までに
対応してまいります。

①
・
②

外部評価意見への対応方針

＜平成30年度住吉区運営方針（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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【様式４】

番
号

年
月

外部評価意見 対応方針
分
類

＜平成30年度住吉区運営方針（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＞

7 H30.2

○運営方針全体について
　継続的に運営方針を積み上げていくには、より多くの
区民に知ってもらい考えてもらうことが大切である。子
どもたちにも“知る”“考える”機会と教育を通じてで
きないか？また、各項目毎で小・中・高校生ができるこ
と、などの具体例を挙げ、実践を呼びかけたりすること
もできるかと思う。子どもの頃から触れる機会、知る機
会を提供していくことが、次の世代につないでいく準備
になると考える。
例：（防災）福祉施設と小・中学校との連携した避難訓
練など／例：（放置自転車と経営課題２）放置自転車と
車いす、点字ブロックなどの関連を考えてもらうなど。

・ 運営方針に掲げられている取組には、総合防災訓練
への小中学生の参加を通じて、災害への備えや発災時
の対応、近所の人との助け合いの大切さを学んでもら
うとか、放置自転車対策として、児童絵画を募集し、
点字ブロック上に放置自転車があればどうなるか、緊
急車両の通行にどのような影響があるかなどを考える
きっかけとしてもらうなど、様々な形で子どもたちに
参加してもらっています。引き続き、各施策・事業の
中で、子どもたちへの「知る」「考える」機会の提供
を行ってまいります。

①
・
②

8 H30.2

○地域の活性化について
　広報すみよしに、地域枠をもらって、運動会、敬老
会、盆踊り大会、バザー等々、地域活動協議会・町会・
老人会、子ども会、女性会等、地域単位で行う行事の日
程を掲載する。
町会員以外の人にも参加を促すことにより、町会加入の
きっかけにも期待したい。

・ 地域活動協議会の活動を知ってもらうため、これま
で広報すみよしに「地域活動協議会リポート」を毎月
掲載し、様々な取り組みを紹介してきました。今後
は、地域行事の主な日程等の掲載についても検討して
まいります。またホームページやSNSを活用した地域
情報の発信も引き続き行ってまいります。

①
・
②

9 H30.2

○ＬＧＢＴへの理解促進について
運営方針案に記載している職員向けの研修会や区民向け
の学習会の回数を１回でなく複数回、実際に実施して頂
きますようお願いします。

・ ＬＧＢＴに関する職員向けの研修会や区民向けの学
習会と致しましては、まずはこの３月に、委員を講師
にお迎えし、区内51の地域団体等に呼びかけ、学習
会を開催することとしております。
・ 次年度は、出来るだけ多く実施できるよう努めてま
いります。

①
・
②

10 H30.2

○区役所内のチラシ等の配架について
区役所内のチラシ等の配架の見取り図は、チラシが必要
な人にとってはわかりやすいが、他の用事で区役所に来
所した時、正面入り口の側面（現在バスの時刻表や煙感
知器が置いてある場所）に、最も閲覧して欲しいチラシ
を設置してもらいたい。

・ 区役所正面玄関スペースでは、バスの時刻表や本日
の会議予定などを掲出しています。チラシの配架も重
要な情報発信ではありますが、区役所に出入りする人
の通路であり、スペースも限られていることから、
じっくり手に取って見ることができる場所を確保して
おりますので、ご理解いただきますようお願いしま
す。

①

11 H30.2

○防災マップの多言語対応について
将来的に観光マップの欄外に簡略的に災害避難所の記載
を検討してもらいたい。

・ 観光マップへの災害時避難所の掲載については、今
後、マップを更新する際に考慮、検討してまいりま
す。 ③

12 H30.2

○防災行政無線の多言語化について
地下鉄の車内放送のテープでは、日本語と英語の２か国
語での行き先案内されているように、防災無線も多言語
をテープなどで作成し、災害時に使用してもらえない
か？

・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ため、複数言語による放送は
運用上難しいとの回答を危機管理室から得ました。
・なお、津波避難情報については、平成３１年度を目
途に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。

③

13 H30.2

○区政会議委員意見への対応方針にかかる進捗状況につ
いての意見
「区民意識調査の実施や分析」、「当事者の意見」に対
する「職員が区民と直接対話し、地域の状況を肌で感じ
る機会を増やすよう努めていきます」との区の認識につ
いて、努めると言うだけでは後回し感が否めない。

・ 現在、12の地域活動協議会ごとに担当職員を置
き、毎月の会議等には参加しておりますが、今後はふ
れあい喫茶や子育てサロン等日常的な活動にも出向い
て、区民と対話し地域の現状や課題等についても把握
していきます。
・ また、来年度からは、地域貢献を目的として、地域
に職員がボランティアとして参加する仕組みも構築し
てまいります。

①
・
②

14 H30.2

○区政会議委員意見への対応方針にかかる進捗状況につ
いての意見
「学校選択制の検証」に対する区の認識について、検証
時期を明確にしてもらいたい。仮に市が主体の事案で
あっても、率先して検証を実行してもらいたい。

・ 学校選択制につきましては、制度導入の翌年度(平
成27年度)に区独自で区民意識調査を行い、小学校に
設けていた「２キロメートル制限条項」を28年度入
学より撤廃するなど、区としても取組みを進めてきま
した。
・ その際、学校選択制の賛否も確認し、全体で
58％、教育に全く関心がない人を除くと72.5％の方
が賛成という結果でした。また、選択制により通学区
域外の学校に就学する児童生徒は、増加傾向にありま
す。
・ 現在、市教育委員会では、中長期的な検証手法や実
施時期について検討を進めているところであり、その
動向を見てまいりたいと考えております。

①
・
②
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類

＜平成30年度住吉区運営方針（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＞

15 H30.2

○区政会議委員意見への対応方針にかかる進捗状況につ
いての意見
大規模マンションの会合参加について、５ヶ所は全体の
どれくらいか？その後の増やす計画も示して欲しい。

・６階以上の地域に根付きやすい分譲住宅（約180
棟）を対象にしておりますが、防災意識の向上だけだ
はなく、町会加入促進も踏まえ地域と実施場所を協議
し、今年度中に１回、30年度に５回、31年度に６回
実施することで、３カ年で全12地域において実施す
る計画としております。

②

16 H30.2

○放置自転車についての意見
具体的取組１－３－２「放置自転車対策（撤去等）」に
ついて、予算が2,000万超えには驚いた。前年までの
実績は、実施回数でなく、台数がどれだけ減ったかを見
るべきで、効果がないなら別の方法を考える必要がある
と思う。

・ 放置自転車台数については、年2回建設局が駅周辺
の放置自転車の台数調査を実施しており、放置自転車
台数はピーク時に比べて大幅に減少しています（ピー
ク時平成20年11月3,569台→平成29年11月482
台）。引き続き、休日撤去や同日複数回撤去など効果
的な撤去を実施し、放置自転車台数の減少に取り組ん
でまいります。
・ なお、運営方針の前年度実績欄に業績目標に対応し
た29年度の台数を追記させていただきます。

①
・
②

17
H30.2

○交通安全についての意見
具体的取組１－３－３「交通安全の取組」について、取
組みをぜひ実施してもらいたい。また、街中に信号が多
いと感じるので、登下校時以外の時間帯に点滅信号にす
るとか、信号の必要性の議論もお願いしたい。

・ 管轄する住吉警察署に確認いたしましたところ、大
きく交通量が変化した場合などは見直しの検討が行わ
れ、指針に該当しなくなった場合は必要に応じて学校
園や近隣住民へ説明、意向確認を行い廃止しておりま
す。
・ なお、点滅信号については、点滅であることが原因
での事故が発生していることから、無くしていく方向
との事です。

③

18 H30.2

○子育て支援についての意見
具体的２－２－１「子育て支援の推進」について、区役
所横の沢ノ町公園が汚い時がよくある。定期的に清掃し
て、子育て世代が集まりやすい環境をつくってもらいた
い（子育て世代の交流の場は限られるので）

・ 沢ノ町公園の管理を所管している建設局長居公園事
務所では、沢ノ町公園の清掃を年間16回行っている
ほか、ごみ箱のごみについては週１回収集していま
す。また公園事務所では、ごみが多いと連絡があった
場合も随時清掃・収集の対応をしているほか、今後は
機会を見つけて頻回に沢ノ町公園の状況確認を行うと
ともに、マナーの悪い利用者を見つけた場合には直接
指導を行います。

①

19 H30.2

○情報発信機能の強化についての意見
めざす成果及び戦略６－２「情報発信機能の強化」につ
いて、知らない人たちが、知らない間に世話になってい
る地域活動等を伝えることで「まっとうな理由」と感じ
れば参加促進につながると思う。またSNS活用につい
ては、キーワードでひっかかり易いようにするなどフォ
ロワーを増やせるよう、うまくやってもらいたい。

・ 地域活動等を情報発信する際には、地域で頑張って
おられる方がわかるような発信に留意してまいりま
す。またSNS活用につきましては、昨年12月から
ハッシュタグの活用など、少しでも検索されるような
工夫を始めたところであり、引き続きフォロワーが増
加するよう努めてまいります。

①

20 H30.2

○超過勤務手当の削減（効率的な区行政）についての意
見
「超過勤務手当の削減」よりも、「よりよい職場づくり
のために」取り組んだほうが、区民サービスや職員の取
組能力も向上し、結果として手当が削減できると思う。
また、ルーチン業務はシステム化の検討で簡略化するこ
とも可能である。

・ 本年度は業務執行の標準化（マニュアル作成）を
46件実施し、業務の効率化を推進するとともに事務
室内での移動にムダがないかも全課で見直しを行いま
した。
・ 毎週水曜日をノー残業デイとし、時間外勤務の縮減
に向けた取組みも行っております。
・ 大阪市では各種専門業務はもとより、財務会計や決
裁などの文書事務などについてもシステム化を導入し
ております。

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
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