
番号 委員 担当課
該当ページ、

項目名等
外部評価（区政会議委員）意見 対応方針

1-1 照喜納委員 保健福祉
18ページ第4章6
健康寿命の延伸

　大正区健康強化月間等を制定し、この期間で様々な
行事や啓発活動を行っていく、また、大正区健康の日
を制定してはどうか。

　健康展の開催月である10月を「大正区健康強化月間」とし、開
催日を「大正区健康の日」とするなど、医師会等の協力を得なが
ら、取り組みを進めてまいります。

1-2 照喜納委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

23ページ3
空家対策

　国は空家に対して課税強化を検討している今、利用
価値を高めるため、業者及び事業者等の意見を求め、
持主に活用の方法を提言していく。

　事業・業務計画書No.52にも記載のとおり、空家等の利活用を促
進してまいります。
　実例といたしましては、リノベーションの専門知識を持つ建築業
者や宅建業者、金融機関、行政が一体となり設置された「大正・
港エリア空き家活用協議会（Wecompass）」による個別相談会やセ
ミナー等を開催し、その成果として、泉尾老朽長屋（小川文化）を
住居・店舗付きシェアアトリエにリノベーションした事例があります
（平成29年11月完成）。

1-3 照喜納委員 市民協働

32ページ5－1
地域活動の活性
化（5）具体的な取
組

　地域活動の活性化のためには10地域の活性化が必
要。大正区民まつりの中でも良いが、スポーツイベント
で競わせる方法を作れば良い。

　区民まつりにおけるミニ運動会をはじめ、各種団体によりキック
ベースボール・少年軟式野球・バレーボールなど、地域対抗ス
ポーツ大会が実施されています。各地域から積極的にご参加いた
だけるよう、働きかけていきます。

1-4 那須委員 保健福祉

14ページ
2.地域包括ケア
システムの構築

　現在の「地域包括支援センター」との関係は。

　大正区に２か所ある地域包括支援センターは、「地域包括ケア
システム」における中核的な役割を担う機関であり、地域包括ケア
の推進のため、関係機関等による地域でのネットワークを構築す
る役割を担っています。

1-5 那須委員 保健福祉

14ページ
(5)(エ)生活支援
コーディネーター

　どのような資格を持った人が就くのか。
　また、何名程度で、すべての地域に配置されるのか。

　大阪市福祉局から、各区社会福祉協議会に生活支援体制整備
事業を委託しており、生活支援コーディネーターはそれぞれ1区に
１名配置されています。特段の資格は定められていませんが、原
則として社会福祉士が配置されています。

【「大正区将来ビジョン２０２２」（素案）について】…書類番号１
１． 「大正区将来ビジョン２０２２」（素案）をお読みいただき、ご意見・ご質問等をご記入ください。

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答



1-6 那須委員 防災防犯

21ページ (1) 4行
目
防災訓練の実施
等を通して周知を
図る

　防災訓練以外で周知を図る手段は。
　増加しつつある高齢者は区のHPやSNSはあまり見な
いと思われますが、特に高齢者に対しての手段は。

　高齢者の方々は、委員ご指摘のとおり電子媒体は苦手な方が
多いと思われますので、区の広報紙や地域を通じてわかりやすく
広報することが必要と考えております。

1-7 那須委員 防災防犯

21ページ (5) 施
策目標
平成34年度まで
に…

　南海トラフ地震の30年発生確率が従来の70%から「70
～80%」に見直されているなかで、1年でも早い計画策
定が望ましいところです

　事業・業務計画書NO.42にも記載のとおり、平成30年度中に区
内全10地域において、地区防災計画を策定できるよう努めてまい
ります。

1-8 那須委員 市民協働

32ページ (3) 施
策
施策を進める中
心的役割を担う
地域まちづくり実
行委員会が・・・

　(1)の課題にも書いてあるように、地域まちづくり実行
委員会が既に、高齢化、固定化、若年世代との情報共
有が出来ていない、となっているのではないのか。なら
ば、この会に任せてもいいのでしょうか。

　事業計画書NO.86にも記載のとおり、中間支援組織を活用しな
がら、自律的な地域運営の仕組みづくりを支援します。

1-9 那須委員
防災防犯
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

35ページ (1) 5行
目
広報紙が行政情
報の入手手段と
して最も重要な役
割…

　P21(1)4行目に“防災計画等の認知度が低いため…”
とあります。例えば、ある発行月の広報紙の一面トップ
を全て防災訓練計画のことで字も大きくするなど、目立
つようにできれば見やすく、注目されるのではないで
しょうか。
1-5の質問と関連しています。
　防災訓練計画にかかわらず、特にお知らせしたい情
報などについても同様と考えます。

　過日実施の区民モニターアンケートにおいて広報紙を読んでい
ると回答された方は87.4%となっており、市政・区政をお伝えするに
は有効な手段であると考えております。
　今後も広報紙を活用して、わかりやすくお伝えしてまいります。

1-10 松本委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

35ページ
3 情報発信・伝達
力の強化

広報板（区内の掲示板など）をもっと有効活用できるの
ではないか。イベント等情報発信したい人が自由にポ
スターを貼れるような仕組み（※）が整えば、情報の伝
達がよりスムーズになるはずである。

※ポスターの内容がふさわしいか確認して承認する仕
組みが必要。承認されたポスターに承認マークをつけ
る。
※基本的に主催者がポスターの貼りはがしを行うが、
掲示目的を記載し、期日の過ぎたものは誰でもはがせ
るようにする。

　大阪市広報板の使用に関しましては、いろいろな規定がある中
ではございますが、今後、よりよい使用方法を模索してまいりたい
と考えております。



1-11 森川委員 保健福祉
24ページ
子育て施策の充
実（見守り）

　子育て施策の中に子どもの親に対する施策も必要と
思いました。具体的に、親を離婚させないような親の家
庭環境のストレスを解消できる行事や講習会が必要で
す。親を離婚させず家庭環境を円満にすることが子ど
もにとっての一番のことだと思います。

　事業・業務計画書NO.9・15・16・27・28・29に記載のとおり、母子
保健事業による妊娠期や乳児期からのできるだけ早期からの寄
り添った支援を行い、情報の発信・提供、講座の開催等により子
育てに対する不安感を軽減し、安心して子育てできる環境づくりを
進めてまいります。

1-12 森川委員
庶務
保健福祉

28ページ
問題行動への対
応

　生徒の心の問題については、子ども、親からするとど
こに相談したらいいのかわからないケースがあります。
区役所として心の問題の解決の手助けになれる方々
の紹介をしていますというようなことを情報発信していく
必要があるのではないかと思う。

　事業・業務計画書ＮＯ．54に記載のとおり、スクールソーシャル
ワーカーが区内小中学校を巡回し、問題を抱える児童・生徒の環
境整備に努めています。また、事業・業務計画書ＮＯ．63の記載
のとおり個別課題解決に向けた取組みを進めてまいります。
  また、子育てに関する相談につきましては、区保健福祉センター
で実施しております。
  これらにつきまして、より一層の情報発信に努めてまいります。

1-13 森川委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

31ページ
ものづくり企業の
活性化

　「ファクトリーステイ」は本来、修学旅行生たちにもの
づくり企業に就労体験をしてもらいその企業にゆくゆく
は就職してもらって大正区の就学人口を増す目的も
あったと思います。現在、その成果はどれくらいまでに
なっているのですか。

　ファクトリーステイは、全国の20歳代の男女を対象に平成29年
度初めて実施いたしました。参加者は企業での就労体験と大正区
での生活について満足を得ており、継続することにより、就職と定
住につながるものと考えております。
　平成25年から実施の近隣の高校生を対象としたインターンシッ
プ事業では、受入企業にそのまま就職した学生もあり、着実に成
果を伸ばしております。

1-14 山北委員 庶務
26ページ
学校の適正配置
(1)

　この文章から考えると、三軒家西小学校は現状から
早期に改善すべきではないか。

　学校の適正規模は１学年２～４クラスとされていますが、三軒家
西小学校は単一学校であるため、今後、人口動態なども見極めた
うえで、教育委員会とも連携しながら取り組んでまいります。



番号 委員 担当課 該当番号 外部評価（区政会議委員）意見 対応方針

2-1 竹内委員 庶務 全体
　予算額のないものは？
　予算総額と各事業の割合が見える図か表があると全体
がわかりやすくなるのでは？

　事業実施にあたっては、別途人件費が必要となりますが、この
計画書については、物件費のみを記載する様式となっておりま
す。
　平成30年度予算（案）については、書類番号４「平成30年度　大
正区関連予算（案）概要」において説明いたします。

2-2 竹内委員 住民情報 115

住民情報業務等の民間委託による実施
内容に記載されている文言を読んでも具体的に何をどの
ようにしているのかがよくわかりません。
31,225千円（区まち）？4,690千円（ICT）？

　民間委託料の内訳といたしましては、区の予算であるまちづくり
推進費（住民登録・戸籍に関すること）から31,225千円、ICT戦略
室予算（マイナンバーに関すること）から4,690千円の支出を予定
しています。

2-3 照喜納委員 保健福祉 5

　地域自立支援協議会はもちろん大事であるが、障がい
で悩んでいる本人及び家族と同じ悩みをかかえている
方々が悩みを共有でき、集い合える場所を作ることが必
要ではないか。

　平成29年3月に策定した「大正区地域福祉ビジョン」に記載のと
おり、子ども、高齢者、障がいのある方など、さまざまな方の支援
に取り組むこととしています。また、地域自立支援協議会では「障
がいのある方のための相談会」を区役所で月に1回定期開催して
おり、今後とも相談支援の充実に努めてまいります。

2-4 照喜納委員 保健福祉 7
　大正区は高齢者になっていない一人暮らしの方が多く、
将来、高齢者になると要支援になる可能性が高い。このよ
うな方をどう地域として見守っていくのかが課題である。

　近年、地域との接点を持たない「社会的孤立」や「制度のはざ
ま」の課題が大きくなっております。要支援者に対して、適切な支
援につないでいくことができるよう、地域の見守り機能を強化して
まいります。

2-5 照喜納委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

69

　尻無川河川広場にぎわい創造拠点の管理運営につい
て、ここは大正駅、ドームの近辺の好条件であるが、ここ
だけでは大正区の活性化にはつながらない。これからは、
鶴町方面の活性化が必要。

　前回の区政会議でもお答えしましたとおり、区役所としても尻無
川河川広場のみで活性化が成り立つとは考えておりません。大正
内港や泉尾のリノベーション長屋等の拠点も含め、広がりを作り
出し、大正区全体へ広げていければと考えております。

2-6 那須委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

全体

　PDCAの結果、ベストプラクティス事例は水平展開される
のか。
　過去に作成されたベストプラクティスはあるのでしょう
か。また、その資料は公開されるのでしょうか。

　PDCAの全市的な進捗を管理する運営方針におきまして、平成
25年のベストプラクティス事業について、市ホームページにて公開
しております。その後は各区において成果を意識した取組の共有
を行っております。また、内部的な情報共有となりますが、各区の
取り組みについては、情報共有し水平展開を行っております。

【「平成30年度大正区事業・業務計画書」について】…書類番号２
２．平成３０年度に実施予定の事業につきましては、個別事業毎に「事業・業務計画書」を作成し、ＰＤＣＡサイクル（Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）
の４段階を繰り返すことによって、業務を継続的にを回していくことといたしております。
　　「事業・業務計画書」をお読みいただき、ご意見・ご質問等をご記入ください。



2-7 那須委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

全体
　事業・業務計画書にPDCA各段階の実施予定・実施年
度を表示できないでしょうか。

　事業計画書につきましては単年度の計画（Plan）をお示しさせて
いただいており、Do及びCheckをスケジュール欄及び自己評価で
行い、それをもとに改善（Action）を行い、来年度の事業計画書に
反映させる（再度Plan）というPDCAサイクルを回していくこととして
おります。

2-8 那須委員 庶務 42

　予算額が20千円で消耗品費となっています。
　この事業だけではなく予算額には人件費は入らないの
でしょうか

　本計画書に記載に予算額につきましては、事業予算のみで人件
費は含まれておりません。

2-9 那須委員 市民協働 84
　公募型プロポーザル方式
　どのような業種の企業（団体）が応募されているのでしょ
うか。

[平成29年度実績]
　大正区地域まちづくり共同体（各地域まちづくり実行委員会と幹
事事業者との共同体）

2-10 松本委員 保健福祉 20
　ここ最近特に、路上に動物のフンが落ちているのが目に
つきます。飼い主のマナーを改善させるような対策はあり
ますか？

　大阪市では、毎年4・10月を「犬・猫を正しく飼う運動」強調月間と
しており、「こんにちは大正」への啓発文の掲載や公共機関におけ
るポスター掲示などにより、飼い主に対する適正飼養の啓発を
行っています。
　また、飼い犬のフンの放置など、不適切な飼養に関する情報が
寄せられれば、区役所（生活環境）が現場を確認のうえ、飼い主
が特定される場合には直接指導を行い、特定されない場合につ
いても、広報宣伝による啓発を行います。

2-11 松本委員 市民協働 86

　各種地域団体や企業、NPOとは具体的にはどの分野の
団体ですか？
　また、一般区民がそれを知るにはどうすれば良いです
か？

　特に分野を限定するものではなく、身近な地域の中で様々な活
動や、生活課題などの解決に取り組む団体を想定しております。
また、様々なボランティア・市民活動に関する情報につきまして
は、大阪市市民活動総合ポータルサイトもご利用ください。
　http://kyodo-portal.city.osaka.jp/

2-12 松本委員 市民協働 88
　大正区内にある憩の家、福祉会館も利用方法をわかり
やすくしてほしい。

　地域集会施設・高齢者関係の施設一覧のホームページをご案
内をさせていただきます。
　現在、利用方法や料金等調査中のものにつきましては、確認後
分かりやすく周知します。
　http://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000000313.html



2-13 松本委員 市民協働 89
　利用頻度の低い場所は、試しに子育て世代や若者向け
の施設にしてみてはどうか。

　大正会館は、大阪市区役所附設会館条例により、その設置目
的が「コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及
び福祉の増進を図るとともに、市民の集会その他各種行事の場を
提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あふ
れるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。」と定められて
おり、この目的に沿った事業での活用が可能です。様々なコミュニ
ティ活動の拠点であることから、特定の目的の施設にはできませ
ん。

2-14 御手洗委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

全体
　目的という書き方となっていますが、「事業」に対する“ど
の様な結果”を期待しているのか知りたいです（個別回答
は不要）。

　中期展望を見据え、最終的な結果として目的を設定しておりま
す。

2-15 御手洗委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

全体
　○○の構築といったシートが有りますが、関連する事業
（少し大きな目線で）の前後関係や重みをわかりやすくし
てほしい。（構築は目的から見るとその前準備のはず。）

2-16 御手洗委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

全体
　担当や事業がそれぞれ関係もあると考えますので、分
けるより総合的な計画や対策もあって良いのでは？

2-17 森川委員 市民協働 87

　区役所の地域担当をしていただいている方々は現在の
会長より次にくる会長や役員のフォローをした方がいいと
思う。現会長から次の会長の間に引継ぎがうまくいってい
ない場合等区の担当者がフォローしてあげればいいと思
う。

　地域の実情に応じて、自律的に地域運営ができるよう支援して
まいります。

2-18 森川委員 市民協働 91

　子どもの人のつながりとして、子どもを地域の行事に参
加できるアプローチをしてあげればいいと思います。具体
的に、小学校の校区の地域で防災訓練の講習やふれあ
い喫茶等の日程を学校で連絡してもらって子どもの地域
の参加促進をした方がよいと思います。

　地域が企画実施される行事への子どもの参加率向上の問題か
と思いますが、これまでも各地域において、様々な工夫がされて
おりますが、委員ご意見はより参加率向上につながるものとして、
これからも中間支援組織も活用しながら自律的な地域運営がなさ
れるよう支援してまいります。

　事業・業務計画書については、今後も精査してまいります。



2-19 森川委員 市民協働 101

　区民まつりに出店したい方々が他の大正区のイベント等
をもりあげてくれているケースがあります。しかし、区民ま
つりは地域団体（コミュニティ）に属していないと出店でき
ないというルールがあります。この出店できる方々にコミュ
ニティに属せる機会をつくってあげてほしいです。

　委員ご指摘の、団体（コミュニティ）に属していないと出店できな
いというルールは設けられておりません。これまでも出店を希望す
る事業者については個別相談に応じており、次年度につきまして
も、区民まつりの企画・運営体制が決まりましたら、ご相談に応じ
させていただきます。

2-20 山北委員 生活支援 36 　不正受給者への対策が必要ではないか。

　将来ビジョン19ページ及び事業・業務計画NO.36に記載のとお
り、定期的な税務調査や資産状況調査を行い、未申告収入が判
明した場合は保護費の返還を求めるとともに、保護が必要でない
と判断した場合や指導に従わなかった場合は保護の停・廃止を行
うなど、不正受給への厳正な対応に努めてまいります。

2-21 山北委員 防災防犯 50
　撤去すべきではなく、自転車置場を有料化して作るべき
ではないか。

　当区としましても、自転車駐輪場の増設について建設局へ要望
してきており、その結果、来年度に増設される予定となっておりま
す。合わせて撤去回数の増加も行う予定です。



番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 対応方針

3-1 竹内委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

　前回2017年11月14日に頂いた大正区運営方針との違いをもう一
度教えて下さい。また、各書類に作成日か会議日を明記して頂け
ると助かります。毎回同じような書類をたくさん用意するのは大変
でしょうから、一度配布したもので変更ないものはそのままで変更
点のみ連絡することでよいのではないでしょうか。ファイリングした
ものを渡して毎回持参すれば良いのではないかと思います。

　大きな変更としては、様式1では「大正区新将来ビジョン2022」の
内容に基づき、区の目標、区運営の基本的な考え方（区長の方
針）を刷新しています。様式2では実績の更新や予算算定額を予
算額に変更しています。様式3では素案の時点では「平成30年度
運営方針（案）で設定予定」となっておりました事業の目標の設定
をしております。
　次回以降、「事業・業務計画書」や「運営方針」など繰り返し使用
する会議資料につきましては、変更・修正等の箇所がわかるよう
是正いたします。

3-2 照喜納委員 保健福祉

　【様式2】3－2　地域包括ケアシステムの確立
平成37年度まで、すべての地域で地域包括ケアシステムを構築
し、すべての高齢者が医療・介護・介護予防・住まい及び日常生活
の支援を受け、体制を構築するとあるが、その具体的方法とスケ
ジュールを示す必要があるのではないか。多くの高齢者が増える
中、重点的に力を入れなければ達成は困難である。

　事業・業務計画書No.13に記載のとおり、地域支援調整会議にお
いて、地域包括ケアシステムにかかる方針を決定してまいります。

3-3 照喜納委員 市民協働

　【様式3】取組項目6　地域に根ざした活動の活性化、担い手不足
の解消
現在は、地域にかかわることを嫌う若い人が多いのが現状。地域
の人のためには何かをすることが喜びになるような、人を増やすた
めに区とまちづくり実行委員会（10地域）と意見交換を行い、地域
毎でまだ地域活動について知らない方、特に若い人が参加し学べ
る地域活動勉強会等を開催していけばどうか。
地域活動が楽しくなれる内容にしていく、参加した人が少しづつで
も地域に興味をもっていただければ、担い手不足の解消につな
がっていくと思う。

　様々成功事例についての情報共有は重要であり、今後も「まちづ
くり活動見本市」のような各地域の取組を共有する塲が必要と考え
ます。なお、ご参考までに、他区の取組事例を共有する場として、
平成30年3月18日に開催する「地活協まちづくりフォーラム」をご案
内いたします。（チラシ参照）

【「平成３０年度大正区運営方針」（案）について】…書類番号３
３．「平成３０年度大正区運営方針（案）をお読みいただき、ご意見・ご質問等をご記入ください。



3-4 森川委員 市民協働

　【様式3】取組項目5　自治会・町内会単位の活動への支援につい
て、町内会で行事を行うと必ず参加率が高いのは高齢者です。若
い人はあまり参加していないのが現状だと思います。その理由とし
て、町内会に若い人が参加するとまた休日行事に参加しろという
声が高齢者の中からでてきます。それに対して若い人は昼は仕
事、休日は家族サービスでいっぱいだと思います。この高齢者と若
い人とのギャップが大きいため、町内会に若い人は入ってこないと
思います。若い人を町内会に参加させるためには、若い人の負担
をいかに減らせるかが大切と思います。

　将来ビジョン12ページ「（３）おたがいさまの精神で」を基本的方向
性のもと、32ページに記載のとおり、地域まちづくり実行委員会
が、その地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律
的に進められる状態になるよう支援します。

3-5 山北委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

　交通局がもっている鶴町の土地利用について
　地下鉄の延伸について、困難であれば具体的に考えていくべき
であると考える。

　現在、地下鉄建設計画の見直しにより不要となった鶴浜車庫用
地につきましては、港湾局にて土地利用計画の変更を検討する旨
聞いており、区からは地域の活性化につながよう要望しておりま
す。



番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 対応方針

4-1 那須委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

【概要】1枚もの
フローチャート上段の左側で、　☆「おたがいさま」の精神　　から
右斜め上に実線がありますが、この線の意味が良く分かりませ
ん。“人と人とのささえあい”という意味でエネルギーを支えている
のか。
また、エネルギーの実線が
となっていますが、
これも良く分かりません。
何か、もう一工夫できないものでしょうか。

　分かりにくい形となっており、申し訳ありません。
　将来ビジョンに記載されているものを図示したものとなっており、
「おたがいさま」の精神や大正区のブランド価値等をエネルギー
（将来ビジョン内では「てことして」と表現）にして実現していこうと
いう意図で記載いたしました。
　わかりにくいというご指摘を受けまして、別紙のとおり変更いたし
ました。

4-2 御手洗委員 防災防犯

　大正区独自の区民向けサバイバルセミナーみたいなことを行
う。（案として）防犯知識・防災知識・生き延びる技術（ロープワーク
や傷の手当て等）を役所が行い、区民に参加させる。これにより、
大正区の人々は生きる力（スキル）を持った人が多いところにす
る。さらにライセンスとまではいかなくとも○○受講みたいな免許
的なものを発行することで参加率をアップさせる。それに加え、顔
見知りは助けたい気持ちを表現しコミュニケーションも増やす。

　貴重なご意見として承ります。今後、個別にお話を聞かせていた
だきたいと思います。

4-3 森川委員 市民協働

 今回、送付していただいた資料の中に商店街の活性化の内容が
なかったので、商店街に関する施策があればいいのではないかと
思いました。大正区の商店街は他の区にくらべて衰退度が年々ひ
どくなっていっていると思います。商店街同士が協力をしあいこの
状態を脱却しなければいけないです。行政として商店街団体に商
店街活性化に対する意見を提言していただけたら助かります。ま
た、商店街の施策についても前向きに取りくんでいただいたら大
正区もよい方向へいくと思います。

　商店街を含む産業振興施策につきましては、経済戦略局所管と
なりますが、具体的な提案がございましたらお伝えをさせていただ
きます。

4-4 山北委員
政策
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

　民泊などの空家利用を考えるのならば、注意深く計画していくべ
きである。

　空家問題の解決のためには、空家の利活用を促進することが重
要であり、「民泊」もその選択肢の一つとして考えられますが、これ
らの施設において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う
場合は、旅館業法に基づく許可を取得するか、国家戦略特別区
域法に基づく外国人滞在施設経営事業（特区民泊）として認定を
取得する必要があり、「違法民泊通報窓口」である大阪市保健所
環境衛生監視課（旅館業指導グループ）において、違法民泊施設
の取り締まりを強化しています。

４．その他ご意見ご質問等ございましたら、ご自由にご記入ください。

実現


