
質問項目 質問内容 回答

1

地区防災計画の作
成について

　地区防災計画の施策については、東南海地震や上
町地震の発生が予想されている中で、すみやかに進
めていただきたい施策である。
　そこで、地区防災計画書作成は地活協も関わって
作成するものと考えているので、準備体制を整える必
要があるが、計画の骨子、計画策定のタイムスケ
ジュールはどうなっているのか。

地区防災計画の作成につきましては、地域の特性に応じた当該地域の防
災・減災に関する計画の策定を、平成27・28年度の2か年でお願いしていま
す。

地区防災計画の考え方や進め方につきましては、別紙資料のとおり3回
程度のワークショップ開催により、6か月ぐらいで作成いただけると考えてい
ます。

なお、計画策定にあたり、区役所の市民協働課防災担当に相談をいただ
きましたら、大阪市危機管理室の担当者と伴にお手伝いをします。

2

防災訓練について 　区内は工場が多く、昼間人口の方が多い地域もあ
るので、工場や企業と地域内の連携が必要である。
　このため、訓練は平日の昼間に行うほうがいいと思
う。

　地域の防災訓練は、高低層などの建物の種類や住居、工場等の用途や
人口構成など、地域の特性に応じて計画いただければ、お手伝いをさせて
いただきます。
　昼間に災害が発生すれば、地域住民より事業所の働き手が対応できるこ
とが多くあります。
　地域の住民の皆さんと事業所の皆さんとの一層の連携強化の取り組みを
お願いします。

3

防犯カメラの設置に
ついて

　防犯カメラの設置はいいと思うが、地域では維持管
理など経費が予算的に問題である。

従来、子ども見守り防犯カメラは地域への設置補助として、防犯カメラの
維持・管理、占用料、電気代などの負担を地域にお願いしていました。

平成27年3月に淀川3区防犯プロジェクトで.、区が設置した40台の防犯カ
メラの整備以降、淀川区のひったくり犯罪が半減するなどの効果を確認し
たところです。

平成28年度は、一層の取り組み成果を発現するため、区役所が防犯カメ
ラを新たに30台設置し、維持管理の電気代等を負担して、警察署との連携
を一層強化し犯罪抑止の取り組みを進めてまいります。

4

防犯カメラの設置に
ついて

子供の安全見守り等のため、防犯カメラを有効な箇
所に適切に設置していくことは、犯罪抑止、犯罪の早
期解決のために大変有効な手段だと考えます。
ただし、設置にあたっては、近隣住民に防犯カメラの
設置位置、角度、性能、記録データの取り扱い等につ
いて説明を行い、理解・了解のうえ設置する必要があ
るのではないか。

 
子どもの安全見守り等防犯カメラは、淀川区内で多発する子どもや女性を
狙った犯罪抑止を目的に整備をします。

最大の犯罪抑止は早期の犯人逮捕にあると考え、設置にあたっては淀川
警察署が把握する被害発生区域に30台の防犯カメラを捜査データとして整
備することとしています。

映像情報の取り扱いについては、「淀川3区防犯カメラ運用管理に関する
協定書」を警察署と締結し、警察が保有する捜査情報として「大阪府個人
情報保護条例」や関係法令に基づき、画像情報が流出しないよう、カメラか
らの画像の取り出しや撮影・録画された映像情報の取り扱い、カメラの保守
管理、画像管理責任者を定め厳重に管理を行っており、住民の皆さんへの
詳細な説明・了解はいただきませんが、防犯カメラによる映像の録画が行
われていることが皆さんにわかるよう見やすい箇所に表示板を掲示しま
す。

5

防犯カメラの増設に
ついて

　学校付近や通学路などに防犯カメラ30台を設置と
のことだが、1地域に平均1.6台の設置となり、少ない
と思う。
効果を出すためにはもっと台数を増やす必要がある
のではないか。

子どもの安全見守りカメラは、淀川区内で多発する子どもや女性を狙った
犯罪抑止を目的に整備をいたします。

設置にあたっては1地域ごとに平均して設置するのではなく、淀川警察署
と協議し、犯罪発生区域に集中的に整備し、より効果的なものとなるよう調
整しています。

淀川区内の防犯カメラは、２２年度からの地域への補助などで学校周辺
や通学路などにすでに２４１台を設置しており、２８年度を含めると２７１台に
なります。

6

地域における要援
護者見守りネット
ワーク強化事業に
ついて

  地域におけるワークショップで、受託事業者の区社
協からの説明が不十分で、市や区から委託されてい
るにも関わらず、質問に対しても明確な答えが得られ
なかった。地域全体に事業の目的が伝わっていない
ように感じた。

　区役所と受託事業者である区社協とは、定例的に連絡会を持ち、随時情
報交換を行ってきましたが、今まで以上に連携を密にしていきます。
　今後も、区社協から地域の皆様にこの事業の意味や目的をよく理解して
いただけるよう説明し、地域での見守りがさらに進むよう努めてまいります。

7

分権型教育行政に
ついて

　第2回区政会議の資料で『全市的な目標は市長・教
育委員会が策定します。』とあるが、全市的な目標は
公表されているのか、また、具体的な目標はどうなっ
ているのか。

・分権型教育行政は、本年度から全市的に実施している制度です。詳細は
別紙の「分権型教育行政への転換について」のご参照をお願いします。

・ご指摘の『「全市的な目標」は市長・教育委員会が策定します。』につい
ては、この中で記述がありますが、現在の教育行政の「全市的な目標」は
平成23年3月策定で平成25年3月改訂の大阪市教育振興基本計画となって
います。
・計画期間は、平成25年度から27年度となっていますが、28年度も引き続
き計画期間を1年延長する予定であり、現在開催中の市会で議論している
ところです。
・また、平成25年3月改訂のこの計画では、本年度から制度化されている
「分権型教育行政」の概念がありませんでしたが、1年延長を行う計画にお
いては盛り込まれる予定となっています。
・なお、平成27年度より新たに市長と教育委員会が相互の連携を緊密にし
ながら、地域の実情に応じた教育行政を推進するため、大阪市総合教育会
議を開催しています。
・この会議では、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱
の策定についての協議等を行うものとしており、来年度中に新たな「全市的
な目標」の策定が行われる見込みです。

区政会議委員より事前にいただいたご意見について（第4回）
資料６
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8

教育行政連絡会や
学校協議会の周知
について

教育行政連絡会や学校協議会の仕組みはどのくらい
周知されているのか。またどのように保護者に知らせ
ているのか。

教育行政連絡会については、事務局を担う区役所においてHPを作成し、会
議の意義及び今までに開催された会議の概要や議事要旨を公開していま
す。
合わせて、開催のたびに、1週間前までに区HP上にて開催の周知をしてい
ます。
学校協議会については、学校単位での周知を行っています。各学校におい
て、1週間前までにホームページ上で事前告知するほか、保護者あてメー
ルシステムを活用した告知や、地域の掲示板への掲示等、各校で工夫して
取り組んでおられ、開催結果をまとめた実施報告書も、各学校ホームペー
ジで公開しています。
　合わせて、区においても補完的に広報しており、区広報誌に学校協議会
の紹介記事を掲載するほか、区ツイッターでも開催1週間前に周知していま
す。
　なお、区PTA協議会の中堅者研修や、今年度6回開催した学校協議会委
員向け研修などで、区長より分権型教育行政についての制度説明を行って
おり、その中で、制度の重要な要素である学校協議会についても保護者あ
てに周知しています。
　認知度についてのアンケートは取得しておらず、正確な数値としての把握
は困難ですが、委員研修でのディスカッションにおいても、学校協議会の認
知の向上についての意見が活発に出たことから、問題意識を持たれている
委員も多いと考えます。そのディスカッションの中では、「口コミによる周知
が有効」との意見も多く出ており、皆様におかれましても、この点、ご協力を
賜れれば幸いです。

9

ヨドネルについて ヨドネルについて、アンケートをとってから学校・保護
者・地域でどのように取り組むのか。子どもたち自身
が取り組むことなのに、アンケートとるだけではもった
いない。
アンケートも返ってこないかも知れない。

・平成28年度から本格開始するヨドネルについて、具体的な取組の進め方
等をご説明します。
・ 今年度から開始した分権型教育行政の枠組みを生かし、区が学校をバッ
クアップする形で連携し、地域や保護者を巻き込みながら取り組んでいくも
のです。
・ ポイントは、「科学的根拠を持った啓発活動」という点です。
・ 睡眠習慣とは、結局は本人や保護者たちの意識である、というご指摘は
まさにそのとおりで、だからこそ、重要なのは、意識を変えるために知識を
得ていただくことです。そこで、科学的根拠をもった啓発を区として企画しま
した。
・ 区の行うアンケート調査は、通常の意識調査のようなものとは違い、生活
を構成する様々な要素と睡眠習慣を絡めて解析するために作られたアン
ケートプログラムです。この調査により、睡眠と疲労、学習習慣、家族との
関係などを解析することが可能なものです。
・ 専門的なノウハウをもつ調査研究機関への委託を前提として協議を進め
ており、対象は自力回答が可能な小学校４年生から中学校２年生です。詳
細に分析を行うためボリュームもあるため、学校の協力を得て、授業の中
で1コマを使って行うイメージです。
・ 平行して、各校では、睡眠チェックシートなどの取組を進めてゆき、区は
様式提供などのバックアップを行います。
・ アンケートの解析結果を、11月初頭に区全体での講演会で公開し、広く
保護者あての啓発の機会とします。合わせて、11月から、学校ごとの個別
データを各学校にフィードバックしていく。専門家から直接、データの解析結
果を学校ごとの傾向を含めて各校に解説し、各校の睡眠にかかる取組にア
ドバイスを行います。各校では、分析結果とアドバイスを受けて、学校の取
組に反映していきます。
・ 区としては、このような事業イメージを描いていますが、今後の予算審
議、契約審査、事業の進捗等により、修正が加わる可能性もあります。

10

地域活動協議会の
運営について

地域活動協議会の活動が十分できていない地域が
あり、他地域と進捗度に差が生じて、地域住民へ活
動への参画促進もされず、地域の発展が心配され
る。
地域リーダー（役員）に対して指導支援が必要ではな
いか。

18地域それぞれ地域特性に応じた活動が展開されており、地域活動に差
が生じている現状はあります。
今まで地域活動に関わりの薄かった層の参画促進や、新たな担い手確保
に既に取り組んでいる地域の情報を積極的に発信し、他の地域でも新たに
取組めるように、淀川区まちづくりセンターと連携して、今後とも地域の活動
を支援して参ります。
地域リーダーへの支援として、ブロック別の地域活動協議会意見交換会を
平成27年度は2回開催しました。地域リーダーや実務者同士が、テーマに
沿って活発に意見交換したことで、「他の地域の様子がわかり大変参考に
なった。」との声を多くいただきました。平成28年度も継続して開催し、他の
地域の活動を参考として地域の活動が進められるよう、支援してまいりま
す。
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11

コミュニティ回収促
進モデル事業につ
いて

・コミュニティ回収取り組みに向けて検討したいが、地
域内では既にマンションや子ども会等で集団回収に
取り組んでいるところがある。

・こういったところと地域活動協議会の回収（コミュニ
ティ回収）をどう整理していけばよいのかわからない。

・古紙・衣類の回収については、既にマンション等で資源集団回収として取
り組まれているケースも多くあります。
・地域活動協議会（地活協）がコミュニティ回収に取り組むにあたっては、実
質的に現在環境局が毎週、「古紙・衣類」を分別収集している地域と収集品
目をそのまま引き継ぐ形となります。このため、既に取り組んでいる団体
（環境局が回収していない地域、品目等）があっても、新たに地活協として
取り組むことは可能です。

現在、どのように環境局が収集しているか、また、地活協と既存の集団回
収取り組み団体が一緒にやるにはどうすればいいか、など、その地域に一
番合った取組方法をご相談ください。
・具体的には、区役所と環境局が連携して、地域の様々な疑問や相談にお
応えできるよう、地域に出向いて個々の事情をお聞きしながら解決策を一
緒に考えていきます。ご興味のある地域はお気軽に区役所の地域担当や
環境局（東北環境事業センター）にお声掛けください。
・なお、本件につきましては、区と環境局の担当が地域にお伺いして、現在
の当該地域の集団回収や行政回収の状況、業者との関係などについてご
説明させていただきました。 現在これらの情報も参考に当該地域での実
施の可能性について引き続きご検討いただいています。

12

コミュニティ回収促
進モデル事業につ
いて

・取り組み2年目以降は環境局の支援制度に引き継
がれるが、それは地域の自主財源確保を考慮したも
のと理解してよいのか。（回収量に対する環境局の支
援金の条件を含め）

・従来の町会・子ども会単位で実施している資源集団
回収はコミュニティ回収とダブる形となるが、平成28
年度以降も資源集団回収として存続できるか。（子ど
も会等の自主財源がなくならないか心配である）

・環境局の奨励金についてもその使途を限定していませんので、地域の自
主財源としてご活用ください。なお、平成28年度の環境局のコミュニティ回
収に対する支援金の条件は下記を予定しています。
　　〇収集実績に応じた奨励金 （上限額　100万円）
　　　　・15トンまで    　　　　　 1.8円/㎏
　　　　・15トン超～30トン         3円/㎏
　　　　・30トン超      　　　　　 4.8円/㎏
     〇報奨金　　1団体につき　　　5,000円

・コミュニティ回収の取り組み開始時に、回収品目等の条件、役割分担等が
整理できますので、平成28年度以降もそれぞれ継続実施していただけま
す。

13

区シティ・マネー
ジャー自由経費「舗
装維持修繕費」に
ついて

　 区シティ・マネージャー自由経費の舗装維持修繕
費について、例えば、「地活協地域内の大阪市道の
道路点検を定められたマニュアル等で地活協が点
検・報告する」ことによって、地活協に点検・報告の経
費が支払われるならば、地活協の財源にもなってい
いかと思いますが、いかがですか。

・舗装維持修繕費については、舗装道路の維持等を行うものであり、道路
の点検業務に該当する費用は含まれておりません。

・道路点検作業は、道路管理者である建設局の職員が日常的に実施する
保全巡視業務に該当し、一般市民の方々が実施するには、道路交通法第
77条の許可（所轄警察署長の許可）が必要と思われます。また、保全巡視
については、専門的知識や経験を要するとともに、危険を伴う場合もあり、
安全対策が大きな課題となります。

・なお、道路損傷等の情報は、日頃から「市民通報」等により数多くいただ
いており、保全巡視に合わせて本市職員が損傷度合を確認し、緊急性等
から補修の要否を判断しております。地活協による点検・報告に対する経
費支出を行うには、「市民通報」等との区別化が課題であり、特に有償・無
償による情報提供の区別化、公費支出する根拠（条例等）が不可欠と考え
られます。

14

もと淀川区役所等
跡地の活用につい
て

　跡地が長らく放置されているが、現状での有効活用
策はないのか。
　例えば、休日のフリーマーケットや夏季に「お化け屋
敷」イベントなどを開催するのも一つの案ではないの
か。

現存する建物は老朽化が進んでいるため、不特定多数が建物に入るの
は設備面で難しいと思われます。

このため、淀川通りに面した屋外部分などで、安全を確保しながら催しで
きることを模索してまいります。

15

区政会議のスタイ
ルや進行の問題に
ついて

・特定の議題に質疑が集中して、時間が割かれること
が多い。会議の活性化を図ってほしい。

・委員と区役所職員が交互に着席すれば、「対話」し
やすい雰囲気になるのではないか。

・できるだけ多くの委員に発言していただくなど、会議進行方法や資料の工
夫により活性化を図りたいと考えています。

・委員と区役所職員が交互に着席すれば、現在以上に大きな形になるた
め、発言し難くなるほか、説明と意見が混同するなど議事進行上の懸念も
想定されます。
対話しやすい雰囲気づくりについては、比較的少人数で開かれる部会で進
行方法などを検討してまいります。


