
番号 委員 担当課
該当ページ

項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

1-1 宮崎委員

政策推進課（地
域活動支援）

保健福祉課（福
祉）

取組番号53「防
災計画の策定」
取組番号54「防
災訓練の実施」
取組番号111「要
援護者支援シス
テムの構築（日ご
ろの見守り活動）
（地域における要
援護者の見守り
ネットワークの強
化＋地域の見守
り体制づくりの推
進）」

・要援護者支援システムについて、区・班・地域の仕組
み・取り組みの詳細・現状を把握したい。
・災害時避難場所に行く手段は、各家庭に於いてそれぞ
れの意図によると思うが、自助・互助・共助が活かされる
ように、各家庭に伝達され理解されているのか知りた
い。

〔要援護者支援システムについて〕
・区・班・地域の仕組み・取り組みの詳細については、大正区役所・大正区社会
福祉協議会（区社協）・地域活動協議会(小学校区単位)などで役割分担を行
い、地域毎に実情に応じた実施体制を検討・構築していくことになります。
・現状としましては、区内2地域と区役所とが協定を締結しており、実施体制の
構築や個別支援プラン策定に向けたワークショップを開催しております。
・残りの8地域については、令和3年度末までの協定締結に向け、本システムの
必要性や具体的な要援護者の人数がわかるように資料を作成し、説明を進め
ております。
（参考）区・区社協・地域（班を含む）の役割分担について
・地域： 要援護者名簿を活用しての確認、 日ごろのあいさつや声かけなどを通
じた見守りの実施。
・見守り相談室（区社協）： 要援護者名簿への掲載にかかる意思確認、孤立世
帯への戸別訪問、 個別検討会の実施。
・大正区役所： 要援護者支援システムの周知、 地域の活動を通じて発生した
課題への支援、個別検討会の実施。

〔自助の啓発について〕
発災後はまず、自身と家族の命、その安全を確保するという「自助」が非常に
大事です。そのため、日頃から家庭内での危険を取り除く工夫をしていただくこ
とや、災害時の避難方法や持ち出し品の確認・準備をしていただくこと等が必
要となります。そのうえで地域における「互助・共助」の取組みとなり、各地域に
おいて地区防災計画を3年計画（平成30年度～令和２年度）で策定中です。こう
した「自助・互助・共助」の取組みの大切さを一人でも多くの区民の皆様に理解
していただくことが重要なため、区政会議資料をお送りした時期と前後いたしま
したが、こんにちは大正9月号で「自助」をテーマとした「防災特集」を掲載し、各
家庭への浸透に努めています。また、9月には平成30年9月の台風21号への対
応にかかる検証をふまえ、「自助」の取組みにかかる基本的事項を整理した
「自助ガイドライン」を作成し、区ホームページに掲載しました。また、一人でも
多くの区民が日頃から「自分の身は自分で守る」備えをしていただき、災害時に
は「自分の身は自分で守る」行動をしていただくために、令和３年度において
「（仮称）防災ハンドブック」を作成の上、全戸配布し、より一層の浸透を図って
まいります。

１．令和２年度大正区事業・業務計画書について

「大正区事業・業務計画書」にかかる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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番号 委員 担当課
該当ページ

項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

１．令和２年度大正区事業・業務計画書について

「大正区事業・業務計画書」にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

1-2 宮崎委員
保健福祉課（こど
も・教育）

取組番号68
「児童への虐待
対応・防止」

虐待予防について区内小児科医との連携とあるが、小
児歯科にも協力要請を行うのはどうか。理由としては、
ネグレクト児童には虫歯が多いと言われており、校内で
の歯科検診を実施しても治療に行かず無視する家庭に
は、学校と協力し一度視線を向けてみることで、ネグレク
トの発覚など虐待防止につながる策になりうるのではと
考えている。

　児童虐待予防について、要保護児童対策地域協議会への参画な
ど、今後、区医師会、小児科医のご意見もお聞きしながら進めてまいり
ます。
　いただきましたご意見のとおり、虫歯がネグレクトの発覚など虐待防
止につながるものと考えておりますことから、こどもサポートネット事業
において、登校状況や家庭生活に合わせて、う歯、疾病の未受診を把
握し、支援の方向性を検討しております。

1-3 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）」

当会議の目的に記載にされている児童虐待の未然防
止・早期発見・支援強化に向けて、有識者による意見や
助言を受け、対応事例を経常的に点検し、対応力の強
化、関係機関との連携を図るということは評価できるが、
その結果改善された事例を教えてほしい。

子育て支援に関する事例点検会議については、近隣の３区と合同での
実施向けて、現在調整を進めております。点検結果等は要保護児童対
策地域協議会代表者会議等で報告するなど、関係機関との共有を図
り、児童虐待の未然防止・早期発見・支援強化につながる仕組みを構
築してまいります。

1-4 駒井委員 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」

正社員だけでなく派遣社員・パートなどの職員全員に対
してコンプライアンス・個人情報・接遇等々の研修を行っ
ているのでしょうか。またOJTは行っているのでしょうか。

本市職員（任期付職員など本務（正規）職員以外を含む）については、
毎年9月を「コンプライアンス推進強化月間」として位置付け取り組みを
推進しています。このほか、OJTを含む各種研修を実施し、各職場上
司の指導のもと、その遵守を徹底しています。
派遣を含む委託業者についてはその指揮命令系統が異なるため、職
員と同様の研修を実施することは困難ですが、業務委託仕様書にコン
プライアンスの遵守に関する研修を実施するよう記載することでその徹
底を図っています。

1-5 駒井委員
政策推進課（政
策推進）

取組番号16「広
報紙「こんにちは
大正」の製作（企
画・編集・印刷）」

他の区で、区の広報紙を知らない独身者がおり困惑して
いました。大正区での全戸配布の強化は区民への情報
提供の場の一つとして継続していただきたいです。

大正区役所では、全ての区民・区内企業に必要な区政情報が行き届く
よう、引き続き全戸配布を行ってまいります。
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番号 委員 担当課
該当ページ

項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

１．令和２年度大正区事業・業務計画書について

「大正区事業・業務計画書」にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

1-6 駒井委員
保健福祉課（こど
も・教育）

取組番号68「児
童への虐待対
応・防止」

虐待を未然に防ぐ為の通報は必要だと思います。しか
し、同時に通報された側の立場も考えて、対応には配慮
が必要だと考えます。また、虐待ではなかった場合、通
報された側のご家族にフォローは行っているのでしょう
か。

　児童虐待の通告（通報）の対象は、「児童虐待を受けたと思われる児
童」とされており、虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、児童虐待が
あったと思う場合であれば通告義務が生じます。通告を受けた場合は
48時間以内にこどもに直接会い（目視）、安全確認（家庭訪問等）を行
います。委員ご指摘のとおり、対応には十分な配慮が必要と考えてお
ります。
　例えば、安全確認により、歯磨きが嫌で泣いていた等、虐待の疑い
はないと判明した場合でも、通告（通報）は支援が必要な家庭を発見す
るために必要なものであり、その通告がきっかけで救われる家庭や子
どもがいることを丁寧に説明し、ご理解を得るように取り組んでおりま
す。今後も確認時には子育て世帯を追いつめることのないよう配慮を
行ってまいります。

1-7 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」

不祥事案について記載がありますが、どのような不祥事
案が発生してるのでしょうか。

　取組番号１「庶務業務及びコンプライアンスの確保」に掲げる不祥事
案等とは、法令に違反するような不祥事案だけでなく、市民・区民の負
託にこたえ信頼を確保するという意味での「コンプライアンス」の遵守が
できなかった事例としての不適切事案を含んでいます。
　当区役所においては、かつて、戸籍情報の不正閲覧や委託事業者
による現金着服などの不祥事が発生していましたが、閲覧ログによる
監理の徹底や委託事業者の厳密な管理などにより、ここ4年間はこう
いった不祥事案は発生していません。
　一方、不適切事案としましては、昨年度においても事務処理遅延によ
る支給遅延や、誤送付による個人情報漏洩などが発生しました。
　原因としましては、ダブルチェックなどのチェック機能の不備や、マ
ニュアルの徹底不足などがあり、事案の発生の際には、改善策を講
じ、情報共有を図ることで再発防止に努めております。
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番号 委員 担当課 項目名他 外部評価（区政会議委員）意見 回答

2-1 宮崎委員
保健福祉課（福
祉）

要援護者支援シ
ステムについて

・令和2年度の現状は　家庭訪問して精度向上と記載さ
れていますが、要援護者名簿以外に援護を必要として
いる人達が毎日増減していると考えられる、その方々を
災害時に誰がどの様に支援していくのかシステム連絡
網はできているのか。
・災害は予告なしにきます。慌てない為にも日常の生活
に自助・互助・共助を取り入れて生活できる事を願って
います。
・ご苦労とは思いますが、再度各部署で協力しながら民
生委員・児童委員・地域の班長にも協力お願いして、老
人・幼児・障害者手帳登録の家庭に援護の有無を再度
問うて頂き、災害時に必要としている方々の名簿を早急
に各班の担当に報告し、災害時近隣の住民の応援も受
けて、全員が一致団結できるシステムが出来ればと願っ
ています。

・当システムは、地域における日ごろの見守り活動を通じて把
握された情報や、各地域に配置する「見守り推進員」の活動内
容等を共有するなどにより、要援護者名簿以外に援護を必要
としている方の状況についても把握を行い、「見守り相談室」と
連携により、要援護者情報の整備・管理の充実を図ることで、
地域の見守り体制の充実をめざしております。
・なお、家庭訪問しての精度向上につきましては、未返信の方
へ家庭訪問し要援護者名簿への掲載についての意思確認を
行うことで精度の向上を図るものです。

2-2 角元委員
政策推進課（政
策推進）

事業の広報につ
いて

区役所の実施している事業について、どのようにすれば
区民に明確に伝わるかをもっと考えていただきたい。

区役所の広報については、将来ビジョンにおいて、これまでの
事業周知から、区の重点施策の特集や報告記事の掲載など
説明責任の遂行にバージョンアップを図るという策定当初の方
向性に加え、令和元年度第３回区政会議でご議論いただきま
した内容を反映し、今後は、広報紙の存在を知らない層、無関
心層、若年層が広報紙に関心を持ち、手に取って読むようアプ
ローチしていく手法や、アウトリーチ型の広報など、「第３ス
テージの広報のあり方」について検討する旨を追記いたしまし
た。委員から頂きましたご指摘も踏まえ、課題である無関心層
や若年層を中心に、将来ビジョンの内容に沿って、区役所の
事業の理解促進に向けた情報発信の強化に向け引き続き取
り組んでまいります。

2-3 角元委員 総務課
職員のための相
談窓口について

職員がメンタルヘルスについて相談できる窓口はあるの
でしょうか。

大阪市職員に向けた相談窓口としまして、職員カウンセリング
ルームでの面談や電話での相談のほか、外部機関への電話・
WEB相談窓口が設置されています。
また、精神科医による管理監督者向けの相談窓口も設置され
ています。

「大正区事業・業務計画書」にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

２．令和３年度大正区事業・業務計画書（案）の策定について
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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

3-1 宮崎委員
保健福祉課（こど
も・教育）

虐待と簡単に活字・ニュースで報道されていますが　被害者・加
害者特に家族は言葉で表現できないほど心を病んでいる方々も
居られます。その方のおかれている立場に立って行動していた
だきたいと常に思いますが、複雑な家庭事情からのしわ寄せが
弱者（家族）に行く事があります。加害者（親）が自立でき、被害
者(子）に謝罪出きる仕組みがあればとねがっています。それに
は早期発見しかありません。
担当職員の皆さんコロナで大変ですが大正区民の代表として頑
張ってください

こどもサポートネット事業や要保護児童対策地域協議会におい
て支援を行う際は、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、さまざまな要因を考慮のうえ支
援方針を決定しています。
引き続き、こどもサポートネット事業、就学前こどもサポートネット
事業や地域の見守り等で早期発見に努めてまいります。

3-2 駒井委員
保健福祉課（こど
も・教育）

【児童虐待防止について】
虐待はあってはならないことです。その為の近隣による通報は
子どもを守る手段の一つだと考えます。しかしそこには大きな問
題点もあると思います。
その子どもの泣き声が「虐待」によるものなのか、「躾」によるも
のなのか、それとも「それ以外」によるものなのか、その見極め
が極めて重要だと感じます。
それが虐待でなかった場合、母親は自らの子育ての在り方に自
問自答し、自責の念にかられる可能性もあると思うのです。とて
も難しいとは思いますが、母親にとってはデリケートな問題です。
対応には十分は配慮が必要だと感じます。

　児童虐待の通告（通報）の対象は、「児童虐待を受けたと思わ
れる児童」とされており、虐待の事実が必ずしも明らかでなくて
も、児童虐待があったと思う場合であれば通告義務が生じます。
通告を受けた場合は48時間以内にこどもに直接会い（目視）、安
全確認（家庭訪問等）を行います。委員ご指摘のとおり、対応に
は十分な配慮が必要と考えております。
　例えば、安全確認により、歯磨きが嫌で泣いていた等、虐待の
疑いはないと判明した場合でも、通告（通報）は支援が必要な家
庭を発見するために必要なものであり、その通告がきっかけで
救われる家庭や子どもがいることを丁寧に説明し、ご理解を得る
ように取り組んでおります。今後も確認時には子育て世帯を追い
つめることのないよう配慮を行ってまいります。
　また、児童虐待の防止に向け、「子どもの虐待防止に向けて私
たちができること」を広報紙に連載しております。11月の児童虐
待防止月間には、子育て相談関連の記事を掲載予定であり、引
き続き取り組んでまいります。

３．その他意見、ご質問について

「大正区事業・業務計画書」にかかる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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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

３．その他意見、ご質問について

「大正区事業・業務計画書」にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

3-3 角元委員
政策推進課（政
策推進）

区役所の政策（何をしているのか）について理解している人が少
なすぎると思うので、区民へ伝える（教える）ことが必要だと考え
ています。

・区役所の各事業については、区役所が管轄する各種広報媒体
（広報紙・ホームページ・SNS等）を活用し、広報を行っているとこ
ろではございます。
・委員ご指摘のとおり、区役所の事業等をより分かりやすく発信
するためには、従前の広報手法以外にも取り組んでいく必要が
あると認識しており、昨年度より、全戸配布している広報紙にお
いて、１年の内５か月増ページを行い、区の重点施策である地域
防災や地域福祉等について特集記事を制作するなど、区役所の
事業の更なる理解促進に取り組んでいるところです。今後とも既
存の手法の内容充実及び新規広報媒体の開拓等を行うことで、
区民の理解促進に努めてまいります。

3-4 角元委員
政策推進課（政
策推進）

区政会議委員に送付している「出欠確認票」や「質問票」につい
て、同票に提出先等を記載してほしいです。

区政会議関係資料の提出先等については、依頼文には記載し
ておりますが、実際に送付する「出欠確認票」や「質問票」等に記
載できておりませんでした。ご指摘の点については、次回配付時
より改善してまいります。
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