
番
号

会議 種別 区政会議委員の意見 対応方針
分
類

備考

1 第１回 防犯
町会で防犯カメラを設置する際、道路標識や信号灯にも取
り付けることができるようにしてほしい。

警察の許可基準により、町会等の民間設置は許可されて
いないと聞いております。 ⑤

2 第１回
教育
支援

学校施設の夜間使用の制限について。市としての原則が
あるのは分かるが、例えば照明施設がないところでは、明
るいうちは使用できるようにするなど、原則以外のところで
対応できないのか。

夜間使用制限の原則については近隣住民への配慮という
点により運用しておりましたが、地域の皆様の実情をお伺
いしながら、対応をしてまいります。

①

3 第１回
教育
支援

現在、防災リーダーの実技研修が、あまり実施できていな
い。夜間に学校施設が使えれば、平日夜間に週に１回で
も訓練をすることができて、有効だと思う。地域の事情をく
み上げて、考えてほしい。騒音の苦情などあれば、地域で
対応していくことも考えている。

防災訓練等、地域の事業で学校施設を使用する場合は、
学校に直接申請していただく事により、施設の使用は可能
です。

①

4 第１回 防災
計画ばかりでなく、いざというとき行動できる、自立した防
災リーダーを養成できるような制度を考えていってほしい。

防災リーダーを対象に、淀川消防署の指導で救出・救護
訓練や可搬式ポンプの技術訓練を予定しています。 ①

平成２７年１２月１２日（土）
平成２８年１月２３日（土）
平成２８年１月３１日（日）

5 第１回 防災
若い人に参画してもらいつつ、熟年者の力を活かすという
観点から、防災リーダーの定年制を導入してみてはどう
か。

　平成26年度に美津島中学校で防災リーダー隊が発足
し、27年度は東三国・三国中学校でも結成されました。こ
のように中学生が防災活動に参画することにより、地域に
おける防災リーダーなどの担い手不足の解消などが期待
できるものと考えます。防災リーダーの定年制について
は、各地域で個別に導入していただく方が、より地域実情
を反映できるものと考えます。

③

6 第１回
コミュニ
ティ
回収

コミュニティ回収の支援金について、区の支援金は平成２
７年度限りのものだが、今の状況ではほとんどの地域で実
施できていないと思う。期間を延長できないか。

7 第１回
コミュニ
ティ
回収

コミュニティ回収について、平成28年度からは、環境局の
制度が使えるというが、支援金の上限が７０万円では非常
に厳しい。環境局に働きかけて、上限を撤廃する、単価を
上げるなど改善してほしい。

8
コミュニ
ティ力向
上

地域
支援

淀川区には、体育関係の活動を行っている団体は多い
が、文化に関する団体はなく、バランスが悪い。これから
は、地域の活動もさまざまな方向を考えなくてはいけない。
区の団体でも、音楽などに取り組む機運をもってもらいた
い。

補助金等を活用して音楽祭などを開催している地域(三津
屋・東三国）もありますので、ブロック会議等を通じて文化
活動に関する情報共有等を図ってまいります。

①

9
コミュニ
ティ力向
上

地域
支援

さまざまな団体がある中で、地活協の地域での位置付け
が分かりにくい。市や区役所がリーダーシップをとって明確
化すべきだと思う。

地活協の位置付けについては、地域特性に応じた対応が
必要と考えています。地域担当職員およびまちづくりセン
ターと連携し、地域支援を個別に行ってまいります。

①

10
コミュニ
ティ力向
上

地域
支援

各地域での広報がスムーズにいっていない。複数の団体
がそれぞれ新聞を発行しているが、それらをまとめて、地
域全体が見えるようなかたちのものができればいいと思っ
ているので、区役所の方でも考えてほしい。

広報紙の紙面改善やSＮSの活用支援等、地域での効果
的・効率的な広報について、今後もまちづくりセンターと連
携した支援を継続してまいります。

①

11
コミュニ
ティ力向
上

地域
支援

地域の事務処理能力が向上のため、もう少ししっかりした
事務局を置きたい。専任の方に着任してもらうことを検討し
ている。区役所にも協力してほしい。

会計講座や広報講座等をまちづくりセンターと連携して開
催し、地域の事務局機能向上支援を行っています。なお、
事務局の人件費については、運営補助金の補助対象経
費となっていますので補助金の活用が可能です。

①

12 教育・子ども
子育て
支援

子どもが病気になったときの対策だけでなく、親が病気に
なったときのサポート制度の案内も必要。網にかからない
人たちをどうサポートしていくが大きな課題だと思う。その
ためにも、広報のありかたを考えてほしい。

地域の提供会員と依頼会員による子育ての相互援助活動
である「ファミリー・サポート・センター事業」や家庭での子
育てが一時的に困難な場合の「子育て短期支援事業（子
どものショートステイ事業）」などの情報提供を積極的に行
い、保護者のニーズに応じたサポートに努めてまいりま
す。

①

13 教育・子ども
子育て
支援

中学生の子どもについての悩みになると、相談窓口がわ
かりにくい。「すまいるすてっぷ」もまだまだ周知が足りな
い。

保護者様の相談内容（お子様の年齢、所属など）に応じた
相談先を「すまいるすてっぷ」でご案内しております。ホー
ムページ等で周知しておりますが、今後も引続き、委託先
事業者と連携しながら工夫を行ってまいります。

①

14 教育・子ども
学校教
育支援

小学生の読書活動支援事業の成果として、読書量が増え
たとのことだが、読書をしてどれだけ学力が向上したかを
調査しなければいけないのでは。

この3年間で学校図書館への蔵書等ハード面の支援をし
ており、今年度からは当区の働きかけにより、ソフト面の増
強といえる図書館コーディネーター等の導入がはじまって
いる。目に見える学力の向上が進んでいるかについては、
教育委員会や当該コーディネーターと相談しながら、検証
方法等について考察してまいりたい。

⑤

15 教育・子ども
学校教
育支援

読書だけではなく、読書感想文を提出させるなどして、学
力向上につなげていかなければいけないのでは。

今年度から学校図書館コーディネータや補助員が増員さ
れることとなった。ご指摘の読書感想文などを取り入れた
学力向上策について、コーディネーター等と協力して検討
してまいりたい。

⑤

区政会議委員の意見への対応方針

※分類
　　①27年度において対応　②28年度に対応予定　　③28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

・コミュニティ回収については、もともと淀川区発案で、区の
予算を環境局につけたものです。
現在、地域の意向や取組み状況を踏まえ、区で必要な支
援について予算化を検討しているところです。

・また、環境局の支援金の上限等についても、現制度と実
際の収集実績との関係など具体的なデータ等も検証しな
がら局とその改善に向けて取り組んでいるところです。

②

平成２７年度区政会議でいただいた各委員からのご意見について、  

現時点の対応方針を作成いたしました。 
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16 教育・子ども
雇用
支援

障がい者雇用促進の支援事業について、区内の主要事業
者にもう一度集まってもらって、趣旨説明や支援の検討を
した方がよいのでは。対象企業の枠を広げて、働きたい人
と企業のマッチングをしていってもらいたい。区内企業でも
声がかかっていないところがある。調査をすれば、もっと雇
用を創出できる可能性もある。

障がい者の就労に向けた訓練先開拓業務委託事業を9月
に開始。企業セミナーを今後実施予定。ハローワーク淀川
と共催で企業合同面接会を1月に開催予定。

①

・企業セミナー・企業見学
会
　27年12月開催予定
・合同面接会
　28年1月開催予定
（ＨＷが企業を選定）

17 教育・子ども
雇用
支援

初めから障がい者の雇用は無理だと考えている職場も多
いと思われるので、具体的な障がい者の就労の実例を集
めて周知してはどうか。

障がい者を雇用したことがない場合、障がい者に対する知
識が少ないため、雇用に不安を感じ躊躇してしまうことが
あります。そのため企業セミナーや実際に障がい者を雇用
している事業所の見学会を開催し、障がい者雇用につい
て理解を深めることにより障がい者雇用を促進していきま
す。

①

・企業セミナー・企業見学
会
　27年12月開催予定
・合同面接会
　28年1月開催予定
（ＨＷが企業を選定）

18 教育・子ども
雇用
支援

障がい者の方でもできる軽作業を区役所が集約して、学
校の空き教室などで作業をしてもらってはどうか。

障害者総合支援法には、就労移行支援や就労継続支援
等の制度があり、障がい者の一般就労に向けた支援を行
なっている事業者が区内に複数あります。障がい者本人
や保護者の中には制度や事業所を知らないケースがある
ため障がい者の就労相談会を開催し周知に努めます。

① ・障がい者の就労相談会
　28年３月開催予定

19 教育・子ども
学校教
育支援

分権型教育行政のしくみを利用して、中学校の土曜事業
で、地域・区役所が連携し、一晩泊りこみの防災授業を実
施してはどうか。

　27年度については、三国地域において三国中学校の土
曜授業を活用した防災訓練が実施されました。
　土曜授業による実施につきましては、当該学校長及び教
育委員会事務局と調整し、検討を進めてまいります。

⑤

20 安全・安心なまち 防災
地区防災計画の中に中に水害ハザードマップを入れ込む
かたちで一体化できないか。

地区防災計画は、各地域特性に応じ作成いただくもので、
防災マップや、水害ハザードマップを盛り込むことも想定し
ています。

①

21 安全・安心なまち 防災

帰宅困難者対策について、平日に災害が起こった場合、
新大阪付近に滞留する人が膨れ上がると思われる。避難
所の備蓄品限られている。どうすればいいかの想定や、
ルールづくりが必要。市外在住者を、企業や施設で受け入
れてもらう方向で検討できないか。

新大阪駅周辺の帰宅困難者の対策については、企業、鉄
道事業者、地域、行政で構成されるワーキンググループで
課題共有を行い、協議会設立に向けた準備会の立上げ、
周辺企業への一時避難スペースの協力依頼、（仮称）新大
阪駅周辺防災計画素案の策定に、今年度取り組みます。

①

22 安全・安心なまち 防犯
防犯カメラの台数や設置場所は把握しておいた方がい
い。非公開資料として、設置主体ごとに分けてマップに落
とし込んでみてはどうか。

区役所で設置した分（公設置と補助設置）は把握している
今後、マップ作成を進めてまいります。 ①

23 安全・安心なまち 防犯
「パトロール中」「警戒中」と書いたひったくり防止カバーを
啓発物品として作成してはどうか。

防止カバーを取りつけて自転車で街中を走ることで、自身
のひったくり防止と啓発活動を兼ねると言うアイデアを取り
入れて配布してまいります。

①

24 安全・安心なまち
地域福
祉推進

要援護者名簿についての協定を結ぶ際は、地域全体の事
業なので、地域の窓口を一本化するよう留意してほしい。

区と各地域との協定は、原則として各地域活動協議会と
締結させていただく方向です。 ①

25 コミュニティ
地域福
祉推進

区役所で町会加入の促進を行うと聞いたが、その後の経
過はどうなったか。

夏祭り・盆踊り時に配布できる町会加入促進チラシのひな
形を作成し活用を呼びかけたところ、数地域で活用されま
した。
今後も、他都市の加入促進状況等を参考に、より効果的
な加入促進方法について検討してまいります。

①

26 安全・安心なまち
区政
会議

区政会議委員が出席できない場合、委任状や代理出席で
対応できないのか。例えばあらかじめ「サブ委員」を決めて
おいて、委員が出席できないときは代わりに出席するよう
なしくみにできないか。

　区政会議は条例により設置する会議で、区政会議が区
民意見の把握・聴取する基本となる場であるため、地域よ
り推薦された重要な役割を担った方々や公募により選考さ
れた方々よる意見の聴取から区政運営の適切に反映する
事を目的としています。

⑤
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4 第1回 地域福祉

共助の観点から、どうやって寝たきりの人など要援護者を
避難所まで運ぶかが課題。地域にはリヤカー1台ない状
態。このため、非常時は大型スーパーや大型小売店から
業務用の台車を地域が借りられるよう区役所から各店舗
の本部へ働きかけてほしい。

　淀川区では、平成24年11月に「災害時地域協力事業所・
店舗等登録制度」を創設し、25社に登録いただいており、
現在も継続して募集しています。
　引き続き、多くの店舗に協力いただけるよう、店舗等への
依頼を進めます。

②

5 第1回 地域

防災対策や地域で行う行事について、町会に入っている
者はいいが今後は町会へ入ってない人をどうするかが課
題である。今後も新たに100戸超のマンションもできるがそ
こらは手つかずの状態。強制的に町会に加入させられな
いので何らかの周知必要。例えば、京都のテレビ局では京
都市が町会への入会を促す広報を流しているのでどういう
経過で流したのか市としても聞きに行くべき。町会への加
入など市も指導等できないか。

マンション住民等の地域活動参画促進については、淀川
区においても大きな課題であると把握しています。区長会
議（安全・環境・防災部会）での議論を踏まえ、市民局を事
務局として１０区が参画する「コミュニティ活性化に向けた
マンション対策に関するワーキンググループ」に淀川区か
らも参画し、意見交換や他都市事例研究を重ね、地域活
動参画促進に取組んでまいります。

② Ｈ27運営方針に反映

6 第1回 防災

津波避難ビルの登録が進まない原因は、地域にどれぐら
いの津波がくるか実感がないことや、登録した場合、何を
すればよいのか分からないためと思われる。最近は精度
の高い予想もされている。その地域としてどれぐらいの津
波を想定し、どれぐらいの混乱を予想して、どういうふうに
するかという具体的なデータを開示いただいて、それに基
づきやっていきたい。

津波による浸水深さや浸水範囲は水害ハザードマップに
記載しています。また、津波避難ビルへの協力依頼の際
に、区の浸水想定を含む被害想定等、具体的なデータや
避難ビルとしてお願いすることも含めて説明し、取り組みを
進めています。

①

7 第1回 教育支援
小学生の読書活動支援事業について、家庭で不要となっ
た本の寄贈を考えているか。

家庭で不要になった本の寄贈については、受入側の活用
ニーズとマッチングするかどうか、また、活用できる状態に
図書を整備する作業負担等の問題があります。各学校ご
との実情に応じた取組の検討を支援してまいります。

⑤

10 第2回 防犯
大阪府警の犯罪件数が少なく報告されているとの報道が
あったが、この資料は正しい発生件数を反映できている
か。また、今後の資料では正確な数値を反映するのか。

資料の発生件数は、現時点の大阪府警より発表された数
値を反映しています。 ③

12 第2回 防犯

防犯の評価の方法について、前年比など経過を見て評価
するべきではないか。区の目標の達成度だけの報告では
うまくいったかどうかがわからない。件数が増えていること
を、どう評価しているのか。取組として効果がなかったので
あれば、根本的な対策の検討が必要でないか。

大阪府警による過少報告により評価の基礎数値であるこ
れまでの街頭犯罪発生件数に誤りが判明し、正しい評価
が不可能な状況です。
なお、平成20年からの過少報告分については、平成25年
に修正済とのことであります。
また、増加理由は主に「自転車盗」であり、「ひったくり」「車
上ねらい」「自動車盗」など他手口は減少していることか
ら、取り組として効果があったものと考えてますが、今後、
各区における正確な数値発表があれば検討を行っていき
ます。

③

18 教育・子育て 教育支援
学校図書館の開館回数が市平均と比べてない少ないの
で、学級の担任をしていない、図書の専門の司書を配置す
るべき。

ご指摘のとおり、学校図書館の専任の人員を配置する必
要性があると考え、平成27年度予算要求を行ってまいりま
した。その過程で、当課題は、当区のみならず全市的な教
育的課題として取り組むべきという市長の指示があり、教
育委員会事務局で、検討がなされているところです。

⑤

20 教育・子育て 教育支援
少なくとも、昼休みと放課後は必ず学校図書館が開いてい
るという状況にはなるよう検討してほしい。

平成27年度は教育委員会事務局で学校図書館の開館回
数の増加に向けた検討がなされています（NO.30参照）。そ
こで、区としても、引き続きボランティアの研修等、学校や
淀川図書館と連携して、ご要望の開館状況に近づけるよ
う、支援してまいります。

⑤

23 教育・子育て 教育支援
児童・生徒の体力づくり支援について、プール実利用人数
８３６人をどの地域からきているか分析し、遠いところの子
どもが少ないならば交通費等の課題に取組むべき。

プールから遠方の子どもへの交通費等の対応は不可能で
すが、平成26年度は、プールから遠方の地域にも水泳の
機会を提供できるよう水泳教室の出前講座を実施しまし
た。また、屋外水泳シーズンの夏季だけではなく、冬季に
も泳力向上に役立つ陸上プログラムの出前講座も実施し
ています。
27年度も、水泳出前講座の実施を予定しており、今後も、
遠方の子どもたちも参加しやすい取組内容の創意工夫に
努めていきます。

④

30 教育・子育て 教育支援
地域の弱点を地域で考えてもらう。プールでなくても地域
（地活協）が主体となって体操等に取組んではどうか。

地域等で子ども達の体力づくりを取り組んでいただく際に
活用していただけるよう、平成27年度も淀川区では、児童・
生徒の体力づくり支援として、「泳力向上支援」と「各種ス
ポーツの推進」を２本柱に様々な取組を実施していく予定
です。子ども達の運動の機会のひとつとして、ご活用いた
だきますよう、よろしくお願いいたします。

⑤

32 教育・子育て 子育て支援

子どもをどこかに預けることに比べ、自宅に来てもらう方が
よいが、子育て当事者として区の事業に申し込んでいない
のは、申込条件として事前説明会への参加が必要なた
め。登録はもっと簡単にできないか。
説明はWEBのユーチューブで見られるようにするなど工夫
できないか。

説明会では、事業内容や利用者負担等について詳しくご
説明させていただいています。また、登録時には、お子様
やご家庭の状況を事前に確認し、安全面を担保するた
め、対面で説明を行うこととしております。説明会への参加
は、契約当事者となる受託事業者からの要請でもあり、イ
ンターネット上において、不特定多数の方が閲覧できるよ
うにするのは困難です。

④

33 教育・子育て 子育て支援
2回目以降1000円/ｈは最低賃金以上であり利用者にはし
んどいのでは。（定額制で3割負担にするとか）

所定時間外の追加保育料については、利用者の負担が
軽減するよう検討を進めております。 ③

34 教育・子育て 子育て支援

地域の高齢者に有償ボランティアでみてもらっては。
（一方で病児なので専門サービスの方が安心という面もあ
る。）

病児対応については、一定の専門性確保が必要だと考え
ております。受託事業者には、保育スタッフの研修の充実
を図ってもらっています。

④

平成26年度区政会議委員の意見への対応方針

※分類
　　①27年度対応済　　②27年度に対応予定　　③27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

平成２６年度に各委員からいただいたご意見のうち、平成２７年度

以降の対応分について、現時点の対応方針を作成いたしました。 
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備考

35 教育・子育て 子育て支援
個人的には、知らない方が家に入ることが吹っ切れない。
（世代により違う）

様々な価値観の方がいらっしゃると思います。施設型と並
ぶ訪問型病児保育を、多様な保育サービスの一つとして、
保護者の皆様に選択肢として提供してまいりたいと考えま
す。

④

36 教育・子育て 子育て支援 普及させるためWEBで利用者のインタビューを流しては。
広報活動については、受託事業者とも協議しながら、常に
効果的な手法を検討してまいります。 ③

37 教育・子育て 子育て支援
子どもを大事にしないとこの国が発展しない。短期で終わ
らず、今後も継続していってほしい。

平成26～27年度までの2年間の実績を踏まえ、平成28年
度以降も事業を継続できるよう検討を進めています。 ③

41 コミュニティ 地域
地域ボランティアについては大学等でも一つの単位として
認められている事例もある。もっと活用するべきでは。

淀川区内に多数存在する専門学校の生徒や中高生等の
地域活動参加促進について、淀川区まちづくりセンターと
協働し、継続して取組んでまいります。

②

42 コミュニティ 地域
小学校のPTAと関わる機会を活かしては。女性のネット
ワーク広いので、活用することを検討するべき。

ほとんどの地域で小学校PTAが地域活動協議会構成団体
として参画しています。地域の方々のもつネットワークの活
用方法については、今後も淀川区まちづくりセンターと協
働し、検討してまいります。

③

43 コミュニティ 地域
次代を担う役員が育っていない。（若い人は普段は仕事で
動けない）

SNSを活用した地域活動情報の発信や区役所主催の会
議やイベントは夜間や休日開催を積極的に検討する等、
仕事を持つ若い世代の方々も地域活動へ参加しやすい環
境つくりに継続して取組んでまいります。

②

45 コミュニティ 地域

地域資源について、検討を進める必要があるが、いろいろ
な課題もある。
・高齢者に蛍光灯取り替え等を行いこれに対する対価を
払ってもらうなどがあるが、対価を支払って善意となる風土
の醸成が必要
・ニーズはあるが対価が発生すると関係が崩れることもあ
る
・地活協内に厚生部会作って単価表つくるとか（メニュー配
布して納得いくものに）
・今ボランティアしていない人が今からやるか？
・中には資格の必要なものもある。
・事故発生やリスク考えるとなかなか進まない。

いわゆる「有償ボランティア」制度については、他都市や他
区での先行事例を参考に、淀川区で導入できる仕組みに
ついて検討してまいります。

③

46 コミュニティ 地域

定年等の方など、地域の人材をいかに呼び込み活躍して
もらうか、検討が必要。
幅広い方々に地域に協力いただくためにも、退職した人の
情報など、上手に集めることはできないか？地域人材を登
録しニーズに応じて紹介するしくみを（退職者の活用など）

退職した人を地域人材として登録する仕組みについては、
他都市の先行事例を参考に、淀川区でも実施できるか検
討してまいります。

③

47 コミュニティ 地域

資源ごみの回収について、いろいろな課題について検討
する必要がある。
・地活協でやるとなるとマンションとの関係など調整が難し
い
・資源回収の抜き取り対策については張り紙つくって対応
している。また、日曜日は抜き取りには来ない。回収方法
も住民負担とならないよう戸別回収で業者が何回も回るよ
うにしている
・事業を行えば税務申告も必要となる。会社をつくる気持ち
でやる必要がある。

・淀川区では区内地活協の自主財源の確保や地域コミュ
ニテイの活性化を目的としたH27年度の新規事業として、
地活協が主体となってコミュニティ回収に取り組むことを支
援する区独自のモデル事業の予算要求を行っています。
・コミュニティ回収とは、古紙・衣類等の分別収集を、本市
に代わって地域活動協議会が主体となって行う資源集団
回収活動です。
・地域にとっては回収した古紙・衣類の売上金や、大阪市
からの活動支援金などにより地活協の自主財源を確保で
きます。つまり地域の資源を地域の財産とすることができ
ます。
・コミュニティ回収の対象となるのは新聞、雑誌、段ボー
ル、紙パック、その他の紙、衣類の6品目ですが、既に子ど
も会やマンションの管理組合等で集団回収として収集して
いる品目がある場合などは、それ以外の品目を地活協が
主体となって回収（地活協と契約した買取業者が拠点や各
戸で回収）するなど各地域の事情にあった取組みも可能で
す。
・実施を検討される地域については、地域担当者へご相談
ください。別途、当事業の担当者より、詳細についてご説
明させていただきます。

② Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映

48 コミュニティ 自転車対策

放置自転車対策について、有償のサイクルサポーターな
どについては、隣接する地域の境界となる場所が多いこと
が課題がある。
有償サイクルサポーターの予算は成果が出てきても減らさ
ないで欲しい。

この間の地域のみなさまの啓発活動の成果もあり、区内
の放置自転車台数は大幅に減っています。
27年度も事業を継続しますが、有償サイクルサポーターの
配置時間等について、より効果的な体制となるよう検討し
てまいります。

②

51 コミュニティ 自転車対策

放置自転車対策について、アイデアが提案されたら、効果
があると思われるものはすぐに実行して欲しい（児童絵画
を貼る事業は2年かかった）

現在、十三、西中島新大阪、塚本、三国で放置自転車協
議会を中心に、それぞれ地域特性に応じ、これまでのノウ
ハウも生かした啓発活動などが実施されています。これま
でにないアイデア等がございましたら市民協働課までお寄
せいただきますようお願いします。

②

52 コミュニティ 自転車対策

駐輪場等について、税制上の優遇により民間が協力しや
すくすることもあるのでないか。
また、空き店舗を活用する駐輪場などの事例などもある。
検討してはどうか。

現在、大阪市には民間駐輪場への助成制度はありません
が、建設局が他都市の事例収集なども行いながら、調査、
研究を進めています。

③

53 コミュニティ 自転車対策
自転車対策の事業を地域（放置自転車協議）が受託する
検討はできないか。

駐輪場の運営管理者の選定は公募となっており、地域で
受託することは可能です。 ③

55 コミュニティ 防災
美津島中学校に防災クラブができた（21人）。先日、地域も
一緒に可搬ポンプの訓練を行った。今後、各地域にも波及
していけばよいと思っている。

　美津島中学校防災隊は、加島・三津屋両地域のサポー
トのもと、様々な訓練を実施し、昨年11月に結成されまし
た。引き続き、東三国中学校、三国中学校でも結成されま
した。

①
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56 安全・安心 防災

津波避難ビルについては、各地域の避難ビルや人数を明
確に公表していけばいい。また、地域がビルと締結の交渉
をするためには、滞在時間など基本的なマニュアルを示し
て欲しい。

津波避難ビルとして協定締結している施設については、名
称、収容可能人数、所在地を防災マップや区ホームページ
等で公表しています。
　浸水時間、津波避難ビルへの滞在時間は公表されてい
ません。

①

57 安全・安心 防災
避難場所は地下鉄や新御堂筋など「避難してはいけない
場所」も広報する必要がある。

　現在、鉄道駅では、西中島南方駅、新大阪駅、東三国駅
が津波避難施設として協定締結しています。
　災害事象ごとの適切な避難場所を区民の方に広く知って
いただくためにも、様々な媒体、機会を通じて広報してまい
ります。

②

58 安全・安心 防災
現在登録している津波避難ビルの中には使えない所もあ
るので洗い直した方がいい。

登録済みの津波避難ビルについて、確認します。 ②

59 安全・安心 防災
自主防災組織は名前だけの人選ではなく適任者を選ぶ。
また教育方法を考えた方がいい。

　現在、防災リーダーは各町会より選出いただくことになっ
ており、選出の際に地域防災力の向上という観点から選
出いただくようお願いします。
　年度内に、淀川消防署指導のもと、防災リーダーの実践
的な技術訓練を実施します。

① Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映

60 安全・安心 防災
防災リーダーについて、耐震マンションが多い地域などは
意識の差があることも分ってほしい。

　防災リーダーは、災害時の実働的な役割と地域における
防災意識の普及を担っていただいています。様々な地域
事情の中で選出いただいていることは区としても認識して
います。
　27年度は、消防署指導のもと実施する実践的訓練を通
じて、意識と技術の向上を図ります。

① Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映

61 安全・安心 防災
防災会議は回数を増やすほどメンバーが親しくなって防災
意識が高まる。

　26年度は、地域間の防災に関する情報収集、意見交換
の場として、各地域防災リーダー隊長の意見交換会を３回
開催しました。
　27年度も７月に第１回を開催しました。１２月、３月にも開
催する予定です。

①

62 安全・安心 防災 区地域防災計画は18地域に配付して欲しい。

　26年10月の大阪市地域防災計画の改定を受けて、27年
度中に地域防災計画を改定予定です。改訂後、18地域に
配布するとともに、広報誌などあらゆる媒体、様々な機会
を通じて周知します。
　
　また、現在の区地域防災計画についても、18地域に配布
します。

② Ｈ27運営方針に反映

63 安全・安心 防犯
ひったくりなどは、まちの暗さや地域コミュニケーションなど
の地域環境も要因と思われるので、街灯や人感センサー
ライトなど効果があるのではないか。

まちを明るく安心して歩けるようセンサーライトの設置は防
犯協会にて18地域に設置いたします。さらに地域から申請
が有れば街路防犯灯設置にむけて建設局へ働きかけてい
きます。

② Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映

64 安全・安心 防犯
今朝のテレビで安全アプリを紹介していたので検討して欲
しい。

防犯対策を推進するためには、身近で起こる犯罪の情報
を得ることが重要です。そのツールとしての大阪府警の
「安まちメール」の拡大に向け、チラシ配布を行ってきまし
た。
こうした中、これまでの「安まちメール」などのツールを進化
させた安全アプリをスタートさせる自治体（例：埼玉県、26
年10月より）も出てきています。
引き続き、「安まちメール」拡大の取組みを行うとともに、全
市の課題として働きかけを行っていきます。

③

65 安全・安心 防犯
防犯カメラは設置したい場所に許可してもらえない現状が
ある。

「淀川３区防犯プロジェクト」においても信号柱・照明柱を
はじめ関電柱などへ防犯カメラを設置（40箇所）するあた
り、警察との協議の中で設置目的に支障をきたすとか、
様々な制限等で、場所変更を余儀なくされており止むを得
ない事情もあります。今後も防犯カメラの設置促進につい
ては、プライバシーに配慮した公共性の高いもの・犯罪抑
止につなげていくものであることを広報していきます。

⑤

67 安全・安心 防犯
青色防犯パトロールはあまり意味がないと思う。意義につ
いて、いろんな場で検討を願う。

　青色防犯パトロールは、ひったくりをはじめとする街頭犯
罪や子どもに対する声かけ等事案に増加により、民間ボラ
ンティア団体から「青色回転灯を使用したパトロールを実
施したい。」等の全国的な警察庁への要望により平成18年
からスタートし、現在大阪府下で499団体（車両1,222台）が
活動をしています。
　その特質は、「人目につきやすく、犯人を寄せ付けない」
「機動力を活かした広範囲な警戒ができる」「地域住民の
防犯意識が高揚される」など極めて有効な活動です。
　現在、市民の安全・安心を目的に大阪市の業務委託に
より実施されている「夜間青色防犯パトロール」は、週２・３
日の21時～5時（19時～3時の運行有）に１台が警察署と
の協議の基づいたルートを運行をしています。しかしその
運行は広範囲となるとともに深夜帯であり皆様の目にふれ
る機会が少なくその安心感を感じにくい状況にあります。
　こうしたことから平成27年度は、運行方法などを改善す
るとともに隣接する淀川３区で連携して事業を行います。
それにより台数を１台から３台に増加させるとともに、これ
までの広範囲な運行をより集中させたエリアにすることで
「青い光」に出会うことによる安心感を向上させていきま
す。

② Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映
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68 第3回 防災

美津島中学の防災クラブについて、大変いい取組で、防災
リーダーとしても、中学生は体力があるので防災の取組に
入ってほしいと考えている。他の地域にも広がっていけば
いいと思う。

　地域に日常的に定着し、体力的にも貢献できる人材とし
て中学生の防災への取組は非常に頼もしいものと捉えて
います。
　今回の美津島中学の事例は、26年度の区防災リーダー
隊長意見交換会でも、生徒の皆さんに活動報告を行って
いただき、情報の共有化を図ってきたところです。
　以降、三国中学校、東三国中学校においても、防災リー
ダーが立ち上がり、消防署指導による実践訓練、地域防
災訓練への参加など積極的な取り組みが進められていま
す。

①

69 第3回 地域福祉
地域ささえ愛事業費が今年度に比べ1/4になっている。地
域に対するお金も30万円から変わるのか？変更するなら
地域の予算組みも変わる。

H27年度大阪市事業として、見守りネットワーク強化事業が開始
し、地域ささえ愛事業の中の要援護者支援事業がその中に組
み込まれることになりました。地域への予算の計上はありませ
ん。
なお、H27年度地域ささえ愛事業は地域福祉の促進の啓発事
業のみを行うことになりました。

④

70 第3回 地域
資源ごみのコミュニティ回収について、既に町会で集めて
いる地域は地活協との調整が難しいので、一括する利点
などを区役所から説明してほしい。

コミュニティ回収につきまして説明のご要望がございました
ら、地活協の会議の場などで、お時間を頂戴してご説明さ
せていただきます。環境局及び区役所から説明いたします
ので、市民協働課までご連絡ください。

② Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映

71 第3回 福祉バス

福祉バスの今後のあり方の会議について、現在の運行に
関係する地域だけでなく、他の地域も含めた検討会議とす
べき。
他区の状況も整理・検討し、区民が納得できる説明が必
要。

淀川区福祉バス廃止に伴う今後のあり方検討会は赤バス
廃止に伴う激変緩和措置として運行していた福祉バスの
終了により影響のある地域の意見交換を目的とするもの
でありました。この、開催状況は区政会議やＨＰ等で報告
させていただきます。

④

72 第3回 区民センター

各区の区民センターの規模に差があるのはなぜなのか？
区民センターがない区もある。次回会議での回答でも良い
ので教えてほしい。

区民センターの規模に関しては、特に基準があるわけで
はありませんが、区の規模や人口などは考慮しています。
（しかし、差がある理由としては、景気などの時勢による影
響があることは否定できません。）
また、区民センターと言う名称では、全区にはございませ
んが、区民ホールなどの名称で、すべての区に同様な機
能の施設がございます。

⑤

73 第４回 防災

女性防災リーダーの比率を上げる件について、現在、防災
リーダーは、町会の役員などを兼任している方が選出され
ているのが実情で、どうしても片手間になりがちである。ま
た、若い方に就任してもらいたい思いがあっても、なかな
かなり手がおらず、地域でも非常に苦労している。女性防
災リーダーを増やしていくには、何か根本的な対策を考え
なければいけないと思う。

区としても、女性が日常の地域防災活動へ参画すること
は、地域防災力の向上に確実に繋がるものと考えていま
す。
　具体には、本年12月に「なぜ防災・減災に女性の視点が
必要か」をテーマに、防災リーダーを中心に「女性と防災・
減災」セミナーを開催し、今後の女性防災リーダーの選出
にあたっての課題を共有したいと考えています。

①

74 第４回 防災

現在、防災訓練は、ほぼ土日に行われているが、実際の
災害は土日に限らず起こりうる。平日の昼間に震災が起
こった場合、区内企業で働いている方々も多く巻き込まれ
ることが予測できるが、従来の訓練はそれを想定していな
い。企業も含めたかたちで防災について話し合う機会をつ
くってもらいたい。地域の防災訓練に企業も参画してもら
い、一緒に考えていくような方向で検討してほしい。

　区内各地域で実施されている防災訓練では、企業にも参
加した形で実施されている事例もあります。
　そうした事例を防災リーダー隊長意見交換会で、共有し
ながら、企業を巻き込んだ訓練実施に繋げていけるよう区
としても支援していきたいと考えています。

①

75 第４回 防災
区の主導で平日に日程を設定し、一斉の防災訓練を行っ
てはどうか。区の呼びかけならば、参加する企業も多いと
思う。

　大阪８８０万人訓練にあわせ、防災研修や避難訓練を実
施する企業もあると伺っています。
　就業時間中である企業も多いことから、実施内容、呼び
かけ方等について検討します。

③

76 第４回 教育支援
新たに英語交流事業が実施されるが、淀川区内に外国籍
住民はどれくらい居住しているのか、また、その構成はど
のようになっているのか教えてほしい。

淀川区には、平成27年３月末現在、登録されている外国
籍住民の方は5,401人おられます。うち、韓国、朝鮮の国籍
の方が2,547人、約47％、中国の国籍の方が1,726人　、約
32％、英語圏の国籍の方が411人、約8％、その他の言語
の国籍の方が717人、約13％です。
　ただし、日本に永年お住まいの方や日本で生まれた２世
の方もおられますので、国籍と言語が一致するとは限りま
せん。

⑤

77 第４回 防災
水嚢といって、ごみ袋などで即席で作ることができ、土嚢の
代用となるものがある。市民の方に、なんらかのかたちで
お知らせしてほしい。

　淀川区ホームページにおいて、簡易な防水対策として段
ボールとごみ袋を使った簡易水のうの作り方を紹介してい
ます。
　家庭でできる浸水対策として、訓練等の機会を通じて紹
介します。

①
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