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備考

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、「淀川区学校体育施設開放事業実施要
綱」を改正していきたいと考えておりまして、要綱の改正
に関する意見公募を１２月１１日から１月１２日まで実施し
ています。

①

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。

区内の３中学校で防災リーダー隊が発足し防災活
動に参加しています。地域の後継者が育成され担い
手不足が解消され、熟年者の知識・経験が継承・生
かせるなど、今後の活動が期待できるものと考えて
います。
各地域の防災リーダーの年齢比率や担い手の状況
で検討いただく方が、地域の実情を反映できるもの
と考えます。

⑤

6 第１回 地域

コミュニティ回収の支援金について、区の支援金は
平成２７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 地域

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。

27 第2回 企画
・ 区政会議委員は委任状などは認められないとのこ
とだが、代理出席や、あらかじめ補欠委員を選んで
おくなどできないか、市民局へ確認してほしい。

①

28 第2回
子育て
支援

認定こども園は子どもにとってプラスになる政策なの
で、子ども目線で進めていってほしい。

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長をあ
わせ持った施設です。現在、淀川区内では、3つの施
設が認定を受けており、平成28年4月には、4施設に
増加する見込です。

⑤

29 第2回 防災
地域防災計画作成は地域にどのような指導をする
のか。また、印刷経費は区が負担するのか。

　区役所、危機管理室が連携し、計画作成の助言な
どの支援をさせていただきます。なお、具体的な進
め方については、地域と調整させていただきます。
　印刷経費は、27年度に作成いただいた地区防災計
画に関して、28年度の予算化を進めています。

② H28予算に反映

30 第2回 防犯
平成26年度にあった防犯カメラの地域への設置補
助金を復活してほしい。

　平成26年度は補助金として設置していましたが、平
成28年度は公設置として防犯カメラの設置を行うこと
で予算化を進めています。

② H28予算に反映

31 第2回 防犯
関西電力の電注に設置する防犯カメラの使用料は
防犯灯と同様に無償となるよう関西電力に働きかけ
てほしい。ＮＴＴも同様。

平成２７年７月に各区の「防犯カメラの設置推進に係
るアンケート」が集約され、今後の取組みとして、「各
事業者に区が支払う年間使用料の免除や減免に関
する検討協議を行う」としています。現在、市として取
組む窓口部局の調整が行われています。

①

32 第2回 防犯
信号柱への防犯カメラ設置について、市役所から府
警本部に折衝をお願いしたい。

平成２７年７月に各区の「防犯カメラの設置推進に係
るアンケート」が集約され、課題として「国道や信号
機を所管する国や府警の協力が得られていないの
でその対策や対応が必要。」とされています。現在、
市として取組む窓口部局の調整が行われています。

①

33 第2回 地域
コミュニティ回収に取り組む地域がまだ４地域に留
まっているので、より多くの地域が取り組むよう制度
を延長して欲しい。

回答は６・７のとおり ②

※①④⑤の分類については、対応方針が確定したものであり、次回からは掲載を省略させていただきます。

　このため、番号が順番になっておりませんのでご了承願います。

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、新たに取組む地域の意向等を踏まえ、区の制
度継続に必要な予算化に取り組んでいます。

・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調整を行って
います。

②

　市民局の見解は次のとおりです。
「区政会議は構成が区民等の多様な意見が適切に
反映されるものとなるよう配慮」して選定することと
なっており、その選定された委員の意見が適切に反
映されるよう、地方自治法上の議会と同様、「委員の
定数の２分の１以上の委員が出席しなければ、これ
を開く事ができない」こととしているところです。
したがいまして、区政会議におきましては、委員本人
から意見を聴くことを大前提としているため、委員の
代理を認める事は、条例に規定しておりませんし、区
政会議の目的にそぐわないものであると考えます。

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、  

10月末日(予算要求)時点の対応方針を作成いたしました。 
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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大
きな課題であると把握しており、市民局を事務局とし
た8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、意見交換や先進事例の見学等を行っ
ています。
ワーキンググループでの意見交換を踏まえ、町会加
入促進チラシを作成し、地域の夏祭り・盆踊りに活用
していただきました。

① Ｈ27運営方針に反映

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。

大阪府警は平成25年に修正済みとのことです。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。

①

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。

大阪府警では平成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す。
平成27年度に関しましては、防犯カメラ等の活用で
犯人検挙に至り、「ひったくり」などは錯誤がなく減少
していることから、効果があったものと考え、今後も
取組を進めてまいります。

①

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

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。

受託事業者のホームページにおいて、利用者の声を
ご紹介しています。

①

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28年度以降も事業を継続してまいります。 ①

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。

27年度の事例としては、中学生の防災リーダー活動
や、専門学校で地域ボランティアをポイント認定し、
実習器材と交換する取組み等が始まっています。
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、より一層推進してまいります。

①

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。淀川区まちづくりセン
ターと協働し、地域の女性のネットワーク活用を推進
してまいります。

①

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）

区役所主催の会議やイベント等については、夜間や
休日での開催を推進しています。、淀川区まちづくり
センターと連携し、SNSを活用した積極的な地域情
報発信等、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。

①

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

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　　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

平成２６年度にいただいたご意見のうち、前回の区政会議まで対応予定、または検

討中となっていた件について、27年10月末日時点の対応方針を作成いたしました。 
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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。

①
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

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を行っていま
す。
　災害事象ごとの避難場所があることを区民の方に
広く知っていただくため、地区防災計画などで周知す
るとともに様々な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。

津波避難ビルは、24時間避難できることで登録いた
だいていますが、一部に平日のみなどの条件で協力
いただいているビルもあります。

①

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、そ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
の技術力向上を目的に、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年度は７月に第1回を開催し、第2回は12月に開
催します。また3月にも予定しています。

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年度は地域防災計画の改定作業を進めてい
ます。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。

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、淀川防犯協会にて18地域に設置をしていま
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。

①
Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映
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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
情報を提供することが重要です。そのツールとしての
大阪府警の「安まちメール」の登録拡大に向け、チラ
シ配布を行ってきました。
埼玉県（26年10月）などご指摘の安全アプリをスター
トさせる自治体も出てきています。
引き続き、「安まちメール」登録拡大の取組みを進め
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。
　27年度は、淀川3区が合同でパトロールを実施する
など方法を見直し、より効果的な啓発に取り組みま
す。
　28年度については、青色防犯パトロールの予算を
精査し、淀川3区で調整のうえ見直すこととしました。

②
Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映
H28予算に反映

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。

①
Ｈ27運営方針に反映
Ｈ27予算に反映

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

4


