
番号 委員 担当課
取組番号、事業

名等
外部評価（区政会議委員）意見 回答

1-1 石田委員 総務課

取組番号1
庶務業務及びコ
ンプライアンスの
確保

「コンプライアンス違反に起因する不祥事」とはどのよう
なものがあるのか。

　本市におけるコンプライアンスとは、「法令を守る」ことを基本
とし、「全体の奉仕者」として法令の奥にある「市民の要請」を
理解し、これに応えていくこととしております。
　ここで表現している「コンプライアンス違反に起因する不祥
事」とは、守るべきルール（事務処理手順など）を守っていな
かったことにより、市政に対する市民の信頼を損なう不適切事
例のことをさしており、具体的には誤送付による個人情報の漏
洩や、事務遅延などが含まれています。
　こういった不祥事（不適切事例）をなくすために、常にルール
を見直し、遵守することはもとより、コンプライアンスの確保に
向けた意識付けを不断に行ってまいります。

1-2 角元委員 総務課

取組番号1
庶務業務及びコ
ンプライアンスの
確保

来庁者等に対する窓口サービスの格付は誰が決めるの
か？最大評価はどこの窓口か？

　窓口サービスの格付けにつきましては、各区の切磋琢磨に
より、一層の窓口サービスの向上をめざすために、平成24年
度から実施しています。
　その方法につきましては、市民局が委託した民間の事業者
により、調査員３名が24区の各窓口に対し、訪問調査及び電
話調査で実施しています。
　その結果、調査員ごとに、各評価項目について１から５段階
で評価を行い、３名の評価平均（少数第2位以下を四捨五入）
を算出し、評価が決定されます。
　大正区役所につきましては、民間の窓口サービスの平均的
なレベルを上回るレベル「星二つ」を平成28年度から3年連続
獲得しています。
　なお、平成30年度につきましては、総務課・政策推進課・窓
口サービス課の評価が高くなっています。（各課共に5段階中
3.7）
　今後とも、具体に即した接遇研修を実施するなど各職員へ
の意識付けを行い、来庁者等に対する窓口 サービスのより一
層の向上を図ってまいります。

１．令和２年度大正区事業・業務計画書（案）について

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答
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1-3 角元委員
政策推進課（政
策推進）
総務課

取組番号10
「市民の声」など
の受付・回答

現時点での、ＬＩＮＥ登録件数と、ＬＩＮＥから来た意見の
数を教えてほしい。

　令和2年2月13日現在の友だち数は178人となっています。ま
た、ラインでは運用方針により個別の質問に対しての回答は
行っておりません。なお、区政・市政への意見につきましては、
「市民の声」を利用していただくようにしております。
　SNS（LINEのアンケート機能）を活用した区民の意見やニー
ズの把握については今年度末から実施いたしますが、今後、
LINEのみならず、TwitterやFacebookのアンケート機能など
様々な手法を活用して幅広く区民ニーズを把握してまいりま
す。

1-4 石田委員 総務課

取組番号13
庁舎を有効活用
した収入源の確
保

「収入源の確保」という事業は、他の事業と予算を合わ
せて、協働しないのか。

　「取組番号13」においては、区役所庁舎を活用した新たな手
法での収入源の確保をめざすといった内容を掲げています。
　一方、区事業の実施にあたっては、その事業目的を明らか
にし、費用対効果や受益者負担の考え方もふまえながら、区
全体でなく各事業ごとに常に会計を明確にして取り組んでまい
ります。

1-5 角元委員
政策推進課（政
策推進）

取組番号18
区の行政情報・
魅力発信の充実

YouTubeは使用しないのか？また、大阪シティバスの広
告は使用できないのか？来年度、吉本住みます芸人は
活用しないのか？

YouTubeについては、T-1ライブグランプリ事業で配信をしてお
りますが、その他の動画を利用した行政情報の発信について
は、その特性を活かした発信方法や他区の利用状況とその費
用対効果について検証していきたいと思います。
大阪シティバスの広告については、バスの停留所で区のチラ
シを無償で掲示していただいておりますが、バス内では有償と
なるため広告を掲示しておりません。
また、来年度もよしもと興業株式会社との協定に基づき、地域
活性化のため大正区住みます芸人「ZUMA」さんには、区や地
域のイベントで活躍していただく予定です。
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1-6 角元委員
政策推進課（政
策推進）

取組番号21
T-1ライブグラン
プリの開催

大正区民からは毎年どれくらい参加しているのか？

Ｔ－１ライブグランプリ2019（予選２回、ファイナル１回）におけ
る来場者のうち大正区民の割合は４４．８％となっております。
（予選及びファイナル開催時の来場者アンケート）
また、出場者のうち、大正区民の割合は０％となっておりま
す。
年度により多少変動はございますが、概ね上記の割合となっ
ており、今後更なる来場者及び出場者の増加に向け、イベント
のクオリティの向上や広報の強化に取り組んでまいります。

1-7 角元委員
政策推進課（政
策推進）

取組番号22
区役所内コン
サートの開催

来庁者のみのコンサートがシビックプライドの醸成につ
ながるのか？

本コンサートは、区役所に来られた方々がプロの演奏家によ
る生の音楽を、気軽に、そして実際に肌で感じてもらうことがで
きるイベントととして実施しています。
こうした事業を通じて、大正区民が、大正区は「音楽にあふれ
るまち」であると感じ、さらには誇りに思っていただくことを目的
として事業を実施しています。
従いまして、区役所への来庁者だけでなく、参加できない方々
にも本事業の目的に賛同していただき、より多くの大正区民の
方々のシビックプライドの醸成につなげていけるよう取り組ん
でまいります。

1-8 石田委員
政策推進課(政
策推進)

取組番号22
区役所内コン
サートの開催

無料にする意味を教えてほしい。

本コンサートは、区役所に来られた方々がプロの演奏家によ
る生の音楽を、気軽に、そして実際に肌で感じてもらうことがで
きるイベントとして実施しているため、参加料を無料としており
ます。また、演奏されるプロの音楽家の方々もその趣旨にご賛
同いただけたことにより、ご参加いただいているところです。
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1-9 角元委員
政策推進課（政
策推進）

取組番号34
SDGs（持続可能
な開発目標）の
推進

SDGｓに対する職員の理解を深めるため研修とあるが、
どのような研修を予定しているのか？また大正区として
はどのゴールをめざすのか？

研修内容の詳細については、現在検討中ではございますが、
既にＳＤＧｓの取り組みを先進的に進めている企業や有識者
の方から講義をいただくことや、担当する職員によるＳＤＧｓの
概要及び大阪市の方針に関する研修を実施すること等を行い
たいと考えております。
また、大正区役所のゴールについては、ＳＤＧｓにおいて設定
されている「17のゴール」を、区役所の各事業・業務に紐付け
し、今後、令和２年度事業・業務計画書に表示してまいりま
す。
また、その後、紐付けた「ゴール」を達成するための具体的な
「169のターゲット」についても、区役所の各事業・業務に紐付
けし、目標達成をめざしてまいります。

1-10 木村委員
政策推進課(政
策推進)

取組番号34
SDGs（持続可能
な開発目標）の
推進

持続可能な社会を実現するうえで極めて大切だと思い
ますので、より一層具体的で野心的な目標が掲げられ
ることを希望します。

SDGｓへの取り組みについては、設定されている「17のゴール
（目標）」を、区役所の各事業・業務に紐付けし、区役所全体で
取り組むという意識付けを行ってまいります。
この紐付けについては、令和2年度事業・業務計画書において
表示いたします。
その後、紐付けた「ゴール」を達成するための具体的な「169の
ターゲット」についても、区役所の各事業・業務に紐付けし、目
標達成をめざしてまいります。

1-11 角元委員
政策推進課（地
域）

取組番号36
浪速・西・港・大
正区合同での人
権展の開催

大盛況なのであれば、やめる必要はないのでは？

4区合同の人権展については、区民に寄り添った形での実施
の必要性という観点から見た場合、開催区が4年に一度である
ことが課題であると認識していることから、大正区独自の取り
組みを検討することとしております。

1-12 宮崎委員
保健福祉課（こど
も・教育）

取組番号35
人権啓発活動の
推進

人種差別について、両親が国際結婚して生まれた子ど
もたち、特にひとり親家庭の中高生の思春期の対応に
対しての、大正区としての取組みは実施しているのか。

ひとり親家庭の様々な悩みへ対応としましては、ひとり親家庭
サポーターによります相談を大正区では、毎週火曜日・木曜日
に行っております。また、中高生の思春期の相談につきまして
は、家庭児童相談を毎日行っております。
お問い合わせの内容につきまして、一般的なお答えになって
おりますが、具体的なケースがございましたら、こども・教育担
当でご相談をお伺いいたしますので、よろしくお願いいたしま
す。
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1-13 仲田委員
政策推進課(地
域)

取組番号36
浪速・西・港・大
正区合同での人
権展の開催

令和3年度に事業廃止とあるが、その後の大正区独自
の取り組みとはどのようなものなのか。

4区合同の人権展については、令和2年度の「たいしょう人権
展」をもって事業を終了し、令和3年度以降は大正区独自の取
り組みを実施する予定です。具体的な内容については、今後
検討を行い令和3年度の予算要求時までに概要を決定します
が、事業のテーマの設定にあたっては、人権啓発推進員に検
討いただくとともに、区民意識調査等により幅広くご意見をお
伺いしてまいります。

1-14 石田委員
政策推進課(地
域)

取組番号38
放置自転車防止
対策

放置させない対策にもっと予算と力を注ぐべきではない
か。

自転車を放置させない対策としては、自転車等放置禁止区域
の指定による即時撤去、放置禁止区域付近への駐輪場の設
置が有効であると認識しております。通勤時間帯は急行バス
が運行するなど、バスが基幹交通の役割を担っているという大
正区の特殊性を踏まえ、先ずは、バス停周辺の放置禁止区域
の指定に向けて関係先と協議してまいります。

1-15 角元委員
政策推進課（地
域活動支援）

取組番号58
水防団との連携

新団員は何人必要なのか？

淀川左岸水防事務組合に確認したところ、水防団員の定数に
ついては防御延長に応じて定められており、大正区において
は防御延長23,436ｍのところ定員865名と水防計画に定めて
いるとのことです。
令和元年8月1日現在の団員数は384名ですので充足していな
い状況です。

1-16 宮崎委員
保健福祉課（こど
も・教育）

取組番号72
４、５歳児スター
トアップ事業（大
正区版ネウボラ）

養育者側の視線は幼児期からは幅広く支援していただ
けるシステムを取り入れている事は、これからの子育て
にゆとりが出てくるため、大いに評価できる。

大正区版ネウボラを構築することで、妊娠期から中学生まで
のすべての子どもたちの健康状況や生活状況を把握し切れ目
なく支援してまいります。

1-17 仲田委員
保健福祉課（こど
も・教育）

取組番号72
４、５歳児スター
トアップ事業（大
正区版ネウボラ）

課題を抱える幼児を発見し、とあるが、どのように発見
するのか。（保育所・幼稚園に不在籍の場合）

保育所・幼稚園に不在籍の場合は、平成31年度から未就園児
の把握調査を行っており、令和2年度から４、5歳児の未就園
児等については、区役所において家庭訪問等を実施してまい
ります。その訪問結果を踏まえ、４、5歳児スタートアップ事業
において情報共有を行い、支援に繋げてまいります。
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1-18 宮崎委員
保健福祉課（こど
も・教育）

取組番号75
子育て支援に関
する事例点検会
議（児童虐待事
例対応の点検）

児童虐待については、個々に意図なり、被害者・加害
者、特に親子関係は複雑な関係で結ばれているので、
デスクの上でなく、当事者の視点になり対応することを
願っている。

児童虐待の背景には、親の生育歴の影響やDV、親の疾患な
どの家庭状況の問題、近隣や親族との関係が持てないなどの
社会からの孤立、こども自身の問題など、さまざまな要因があ
りますことから、事例点検会議においてケースをより深く分析
し、今後の対応力を向上してまいりたいと考えております。

1-19 木村委員

保健福祉課（こど
も・教育）

政策推進課（地
域活動支援）

取組番号84
小学校の適正配
置

小学校区は自治組織の基本的単位として、まちづくりの
中で重要で、少子化の中でもその運営について工夫し
維持する方策を考えるべきではないか。

〔小学校の適正配置について〕
大正区のこどもたちにとって、よりよい教育環境の確保に向け
計画を策定し、地域の代表、PTA代表と意見交換、議論を行っ
てまいります。
また地域と学校の新しいコミュニティづくりについては、教育委
員会事務局より、義務教育9年間を見通した、保護者や地域と
の連携の促進に向け、中学校区の教育コミュニティづくりを進
めるという考え方も示されていることから今後、議論を行ってま
いりたいと考えています。

〔自治組織の基本的単位について〕
　地域自治組織である地域活動協議会の基本単位につきまし
ては、地域団体の活動が小学校区を単位とすることが多く、地
域的まとまりがあることや、日常的に顔の見える範囲であり、
地域課題を共有しながら活動できる区域であると考えられるこ
とから、おおむね小学校区の範囲としております。
　しかし、基本単位によらず、地域コミュニティの状況や取り組
むべき地域課題など地域の実情や特性に応じて、地域活動協
議会に求められている「総意形成機能」を発揮していただき、
その活動範囲や運営のありかたを地域で決めていただくことも
可能であると考えております。

1-20 角元委員
保健福祉課（こど
も・教育）

取組番号93
こども文化祭

取組番号94
Taisho生涯学習
フェスタ

合併したイベントでいいのでは？

「こども文化祭」及び「生涯学習フェスタ」については、子どもか
ら大人まで、すべての文化活動を行う人の成果の発表や、参
加機会の創出など「自律と協働の生涯学習社会」の実現をめ
ざすことを目的として同日開催を検討していましたが、両事業
の運営協力団体である「大阪市生涯学習推進員大正区連絡
会」と「大正区子ども会育成連合協議会」において、開催時期
や事業手法について折り合いがつかなかったため、別事業と
して開催いたします。
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1-21 木村委員
保健福祉課（福
祉）

取組番号121
地域包括ケアシ
ステムの構築
（認知症施策の
推進）

「認知症サポーター」を増やす活動をすすめている、「認
知症サポーター養成講座キャラバンメイト」の力も活用
すべきではないか。

「認知症サポーター養成講座」の実施及びその講師となるキャ
ラバンメイトの大正区での取りまとめについては、現在、大正
区社会福祉協議会が行っております。
大正区役所では、講座の開催数や受講者数の拡大に努める
よう区社協に働きかけていくとともに、各種地域団体への情報
提供や区広報紙等での周知を通じて、認知症サポーターを増
やすための支援を行ってまいります。
また、キャラバンメイトのさらなる活躍の場を創出していくよう
併せて区社協に働きかけてまいります。
なお、令和2年度からは、認知症サポーターの地域における組
織的な活動等を支援していくためのコーディネーターが、新た
に認知症強化型地域包括支援センター（大正区北部地域包括
支援センター）に配置される予定となっています。

1-22 角元委員

保健福祉課（保
健活動）
保健福祉課（健
康づくり）

取組番号126
高齢者の健康増
進

ICTを活用した情報発信とあるが、どのようなことを指し
ているのか？ＬＩＮＥ？フェイスブックメッセンジャー？

区ホームページを中心に、最新情報を発信できるようにデータ
を更新していくことを計画しております。また、Twitterや
Facebook、LINEなど様々なＳＮＳを活用して情報発信してまい
ります。
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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

2-1 石田委員
政策推進課
（政策推進）

PDCAサイクルのサイクル期間はどの程度なのか。
また取組番号３にあるPDCAサイクルガイドラインと
は何か。

事業・業務計画書におけるPDCAサイクルにつきましては、基本的に年間を通して実施
していく事業が大半であり、四半期毎の進捗チェックや課題抽出と次年度業への反映
等を行っております。ただ、事業の内容によっては更に短い期間でそのサイクルを回す
事業もあります。

また、取組番号３にあるPDCAサイクルガイドラインとは、自律した自治体型の区政運営
に向け導入した区シティ・マネージャー（区CM）制度のもと、各局・室によるPDCAサイク
ルによる事業マネジメントを標準化することを目的として策定されたものです。

2-2 石田委員
政策推進課
（政策推進）

SNSの中にインスタグラムが入っていない。

SNSについては、フェイスブック・ツイッター、及び令和元年度よりラインを開設しており、
現在そのフォロワー数を増やすことに力を入れております。
インスタグラムにつきましては、主に写真・動画を配信するSNSと理解しております。そ
のため行政情報等を発信するという側面においては、他のSNSを活用した方が効率的
であると考えております。
今後は、インスタグラムの特性を活かした情報発信の方法や他区の利用状況、その費
用対効果について検証していきたいと思います。

2-3 宮崎委員
保健福祉課
（こども・教
育）

子どもにおける新規事業が見受けられた事に感謝し
ています。未来ある子供達の為に担当者の方たちは
今後ご苦労されると思いますが大正区の魅力ある事
業の一環として頑張ってください。期待しています。

ご意見ありがとうございます。ご期待に応えられますよう、新規事業をはじめ、各種事業
を推進してまいります。

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

２．その他意見、ご質問について
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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

２．その他意見、ご質問について

2-4 宮崎委員
保健福祉課
（こども・教
育）

低所得の方の家族に対してインフルエンザ予防接種
は全額負担ですが、費用負担を軽減する取組み、ま
た行政にアプローチする取組みはあるのか。

予防接種に関しては、定期接種（Ａ類）は、主に乳幼児を対象として、人から人に感染す
ることによる疾病の発生及びまん延を予防するため、又は発病すると重症化したり後遺
症を残したりする可能性が高い重篤な病気の予防に重点が置かれており、本人や保護
者に接種努力義務があり、各自治体において接種を積極的に勧奨しています。
　定期接種（Ｂ類）は、個人予防に重点が置かれ、本人に接種努力義務はなく、積極的
な勧奨も行っていません。現在、インフルエンザ等が対象疾病となっておりますが、対象
者は高齢者のみとなっております。
　Ａ類・Ｂ類いずれの「定期接種」も、国において、ワクチンの有効性や安全性、費用対
効果などが検討され、認められたものであり、健康被害が生じた場合の手厚い救済制
度も設けられています。
　このことから、本市では国が「定期接種」と位置づけている予防接種については、その
費用の全部又は一部について公費負担を行っているところです。
　お問い合わせいただいたインフルエンザの予防接種は、「定期接種（Ｂ類）」に分類さ
れており、高齢者のみを対象としていますので、若年層は「任意接種」となります。その
ため、本市では公費負担を行っておらず、ひとり親に対しても同様となっております。

2-5 駒井委員
政策推進課
（政策推進）

前年度の事業計画書の達成率の開示はあるので
しょうか。
例えば、前年度で達成できなかった項目が仮にある
とした場合、その項目について新たな面からアプロー
チを今年度実施し。またそれを開示するのでしょう
か。

実施年度終了後に評価等を付した事業・業務計画書を公表しております。
また、その評価等を勘案し、次年度の事業・業務計画書に反映させた上で、作成・公表
を行っております。

2-6 駒井委員 総務課

これだけの業務を実施するにあたり、職員158人体制
で62,934人の区民に対して行き届いたサービスが提
供できるのでしょうか。職員一人当たりに対して業務
量は適正なのでしょうか。

　大正区役所では、区長のマネジメントのもと業務・事業計画書においてすべての業務
を見える化し、四半期ごとの進捗管理を行うとともに、次年度の計画策定時において、
スクラップアンドビルドや業務改善を重ねるなど、業務量を勘案しながら柔軟に執行体
制を構築しております。
　また、専門的な知見が必要となる業務については、必要に応じてそれを有している方
を適時適切に採用し、職員のスキルを補完しています。
　今後も、新たな課題が発生した場合につきましては、こういった考え方に基づき、ワー
クライフバランスも考慮しながら、適正な体制を構築してまいります。
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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

２．その他意見、ご質問について

2-7 角元委員
政策推進課
（政策推進）

事前資料のボリュームが多いので、見落としがかな
り発生すると考える。見落としたものが政策として区
政委員が認めたものとするのであれば、それは違う
様な気がする。
街を良くしたいと人一倍考えているのが区政委員で
あり、あら探しや間違い探しにならないように工夫が
必要だと思う。
負担が多くなると、応募しなければよかった、推薦さ
れなければよかった、という考えが出てきても不思議
ではない。このままでは、進んでやりたい人が減り、
嫌いになる人も出てくるきっかけになると考える。

区政会議につきましては、「立案段階から意見を把握し適宜これを反映させるとともに、
その実績及び成果に関する評価に係る意見を聴くことを基本とする」と条例に定めら
れ、幅広い区民の意見を聴取する場として設置されており、ご意見にございました「見
落としたものが政策として区政委員が認めたものとする」ものではございませんので、区
政会議委員の皆様には、事前の意見聴取はもとより、事後の意見聴取時も含めて、今
後とも区政会議において活発なご議論をいただきたいと考えております。
また、区政会議委員につきましては、区政会議全体として網羅的にご意見をいただくべ
く、地域団体からの推薦及び公募により様々な方に就任いただいておりますので、関心
の高い項目や専門性のある項目を優先してご意見いただければ幸いです。
一方で、事前資料の多さ等につきましては、できるだけ区政会議委員の皆様への負担
が多くならないよう概要版を作成する等の工夫を行っており、引き続き様々な工夫を
行ってまいりますが、区政会議につきましては、区政全般に対するチェックの場という側
面もあることをご理解いただきますようお願いいたします。
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