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区政会議委員からのご意見への対応方針 

経営課題１ 安全・安心に暮らせるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご意見①】 

防災の啓発キャンペーンとし

て、粗品を配布することはできな

いか。 

（平成 28 年度第 1 回安全・安心

なまち部会） 

・ 防災訓練の際、啓発として備蓄物資の一部を

配布する等は、現在行っております。 

・ 来年度についても、啓発効果の高い災害用物

品（携帯トイレなどを想定）の配布を検討し

ております。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
１－１－１ 区民の防災意識促進 

【ご意見③】 

上町断層における地震被害想定

が南海トラフ地震の被害想定より

も甚大と聞いている。広報誌など

で防災に対する啓発活動（シリー

ズ化など）をしてほしい。 

（平成 28 年度第１回全体会議） 

・ 来年度、広報誌のシリーズなどで啓発可能か

どうかも含めて検討し、引き続き啓発活動を

行っていきます。 

【ご意見②】 

現在、地域の防災訓練などは日

曜日に行っている。災害はいつ起

こるかわからない。昼間の災害な

らば企業などの活動も必要であ

る。防災訓練などにおいては、地

域だけの参加ではなく、企業を巻

き込んで実施するなどの制度を考

えてほしい。 

（平成 28 年度第 1 回全体会議） 

 

・ 防災対策において、地域の企業と住民との連

携は非常に重要と認識しております。 

・ 今後、更に輪が広がっていくよう、協力させ

ていただきたいと考えております。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
１－１－２ 地域防災力の向上 
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【ご意見④】 

安まちメールの登録推進につい

て、登録してもらうための方法論

はいろいろとあると思う。今年度

は、従来のやり方だけでなく、積

極的な取組みを期待する。 

（平成 28 年度第１回安全・安心

なまち部会） 

・ 従来から取組んでいた SNSによる犯罪情報

の発信や、入学式などでの小学校、幼稚園の

保護者に対して促進活動を行うとともに、区

役所への来庁者に、各課の窓口カウンターに

おいても登録を呼びかける立札を設置するな

ど、一層の登録促進活動に取組んでまいりま

す。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
１－２－１ 区民の防犯意識促進 

【ご意見⑤】 

防犯カメラについて、 一般道

路への設置補助は今後行わないの

か。 

（平成 28 年度第 1 回安全・安心

なまち部会） 

 

・ 地域の負担の大きさなどもあり、今年度から

道路等への防犯カメラの設置は、公設置・公

管理の方向としております。 

・ 警察と連携し、カメラをネットワーク化して

効果的な運用ができ、なおかつカメラの稼働

が担保できるような方向で設置を進めてまい

ります。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
１－２－３ 犯罪抑止に配慮した都市環境づくりの促進 

【ご意見⑥】 

・ 要援護者見守りネットワーク

について、名簿上では支援の

仕組みができていても、実際

に災害が起きたときに、どこ

までできるかというところに

不安を感じている。 

・ 避難所開設などもあり、要援

護者の支援まで手が回らない

のではないか。 

（平成 28 年度第１回安全・安心

なまち部会） 
【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
１－３－１ 要援護者の支援体制の確立 

・ 一対一だけではなく、地域での多角的な見守

り体制を築く必要があると認識しておりま

す。 

・ 今後も、支援が必要な人がいることを地域で

認識し、日ごろから見守っていけるよう、ワ

ークショップ等を通じながら、取り組みを進

めてまいります。 
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経営課題２ 子育て世帯が住み続けたいと思うまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営課題３ 住民が主体となって運営されるまち 

 

 

 

 

 

【ご意見⑦】 

英語講座を各校下、もしくは中

学ブロック単位で出前講座として

行えないか。 

（平成 28 年度第 1 回教育・子育

て部会） 

・ 来年度については実施時間や講座回数を見直

して新たなプログラムでの実施を予定してお

ります。 

・ また、開催場所は各中学校下の 1 小学校での

実施を計画しております。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
２－１－２ 淀川区英語交流事業 

【ご意見⑧】 

区内の小学校の約半数で制服を

導入しており、女の子はスカー

ト、男の子は半ズボンを着用する

事になっています。区役所として

もユニセックスな制服を選択肢と

して導入する事を促す等して頂け

れば、子ども達にとっても良いの

ではないかと思います。 

（平成 28 年度第 1 回教育・子育

て部会） 

 

・ 多様性を尊重しあう時代において、子どもた

ちが生きていきやすいように、日々子ども達

の声に真摯に向き合い検討を重ねていく必要

があると考えております。 

・ 「淀川区子ども教育会議」や「区教育行政連

絡会（小学校）」において情報共有を図って

まいります。 

・11 月７日の淀川区教育行政連絡会（小学校）にて 
報告済 

・12 月 2 日の淀川区子ども教育会議にて報告予定 

【ご意見⑨】 

ＣＢ・ＳＢについては、現在、コ

ミュニティ回収が実施されている

が、これ以外にも、地域に密着し

た分野で、ＣＢ・ＳＢ化できそう

なものをもっと積極的に検討して

いただきたい。 

（平成 28 年度第 1 回コミュニテ

ィ力向上部会） 

・ 他区の社会的ビジネス化の事例を参考にしな

がら、地域内の様々な地域資源を活用し、本

市が実施している事務事業を社会的ビジネス

化できるかどうか、継続して検討してまいり

ます。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
３－１－３ 地域資源が循環する仕組みづくり 
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経営課題４ 区民との協働による快適で魅力あふれるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご意見⑩】 

・全体的には放置自転車は減少傾

向にあり、成果があったと思う。

しかし、十三駅周辺や西中島南方

駅周辺など、繁華街を抱える地域

については、まだ課題が多いと思

われる。 

・各地域でどれだけ放置自転車が

減少したのか等、具体的数値を示

してほしい。 

（平成 28 年度第 1 回コミュニテ

ィ力向上部会） 

・ 引き続き、協議会での活動を通じて、繁華街

への啓発活動や駐輪場利用促進策を検討し、

店舗への協力依頼、アンケート調査などを実

施していきます。 

 

※地域ごとのデータは別紙参照 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
４－１－１ 放置自転車対策協議会による取組み 

【ご意見⑪】 

ＬＧＢＴ支援事業については、対

外的に高い評価を得ているのは承

知しているが、区民の目から見る

と効果が分かりにくい。もっと内

向き、区民向きにも取り組んでほ

しい。 

（平成 28 年度第 1 回全体会議） 

 

・ 市民や区民の多くの方々の LGBT の理解度は

まだまだ低いのが現状です。 

・ 理解を進めるために、職員による「レインボ

ー出前講座」を平成 28 年 1 月から実施して

おります。 

・ 今後とも、区広報誌等を活用した広報など、

あらゆる機会をとらえて取り組んでまいりま

す。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
４－２－１ ＬＧＢＴ支援事業 
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経営課題５ 区民のお役に立つ区役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎その他 

 

 

 

 

 

【ご意見⑫】 

・区政会議での説明が全体的に具

体性に欠ける。数値を示すなど、

もっと具体的な報告をしてほし

い。 

・回数が少ないので、報告が中心

になって議論の時間が足りない印

象。解決策として、詳細な部分は

部会で詰めていけばいいのでは。 

（平成 28 年度第 1 回コミュニテ

ィ力向上部会） 

 

・ 会議の運営方法や、資料の見せ方など、わか

りやすく具体的な報告となるように、部会を

活用しテーマを掘り下げる等、更に検討して

まいります。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
５－１－３ 区政会議の開催 

【ご意見⑬】 

現在『よどマガ！』などの広報誌

には広告が掲載されていないが、

掲載すれば財源確保の手段になる

と思う。一面広告や全ページ掲載

でなくても、できる範囲で掲載し

てみてはどうか。 

（平成 28 年度第 1 回全体会議） 

・ 「よどマガ！」への広告掲載については、検

討したものの、区民への情報提供を優先する

ため、現行では実施しておりません。 

・ 区独自の歳入の増額を図る観点から、引き続

き、新たな広告事業について検討してまいり

ます。 

【関連】平成 29 年度区運営方針（素案） 
様式３ 取組項目３ 区独自財源の確保 

【ご意見⑭】 

もと区役所跡地に整備を検討して

いる新図書館には、図書館機能に

プラスして、歴史や文化を知るこ

とができるスペースや機能を検討

してほしい。 

（平成 27 年度第 4 回全体会議） 

・ 地域の文化や歴史の発信は、地域図書館の使

命ひとつでもあると認識しており、ご提案の

内容も含めて図書館機能を検討してまいりま

す。 


