
資料４

区政会議における2018年度（平成30年度）運営方針に関する意見への対応方針

開催日 会議名 委員名

1 平成30年

1月18日(木)

平成29年度

第2回

教育・子育て部

会

石田委員 　中学生のスマホ使用時間が長いということから、就寝時間も遅くなるな

どの問題が生じているそうですが、ヨドネルなどの支援事業のほか、区で

使用時間を制限するなどの条例で規制できないのでしょうか？

　児童生徒の睡眠習慣改善については、条例による規制も方法として

はあろうかと存じますが、区としましては家庭や本人での自発的な気付き

と取組みによるほうが効果的と考えています。具体的には、スマホとの適

切な付き合い方を子どもたちが学んでいくにあたって、各家庭でのルール

作りや本人の気づきが重要と考え、「ヨドネル」の取組のなかでスマホの

使用習慣に着目した取組を進めています。オリジナルキャラクターを創作

し、長期休暇中の毎晩9時にスマホ使用をやめるよう呼びかけるという内

容です。これは、「9時以降はスマホを触らない」というルールの浸透を図

るものですので、ぜひご支援をお願いいたします。

市民協働課

（教育支

援）

　④

2 平成30年

1月18日(木)

平成29年度

第2回

教育・子育て部

会

石田委員 　学校では教員の数が足りないという事ですが、学級支援など区として

人材を確保することは難しいのでしょうか？

　実際の学習指導については教育委員会・各校で実施されるものとさ

れており、区での直接的な支援は難しいところです。

 現在、区における学校支援のメニューに発達障がいサポート事業があり

ます。校外学習やクラブ活動での支援を行うほか、授業中で着席が難

しい児童生徒の学級支援も行っており、区内全小学校及び中学校2

校に2月現在で50名による支援を行っています。

　また、小学生補習充実事業や子どもの体力づくり支援事業などで人

的サポートも行っています。

　引き続き、各校と情報交換しながらニーズをくみ取り、区での支援につ

いて努めてまいります。

市民協働課

（教育支

援）

① ・発達障がいサポート事業

30予算要求額3,725千円

【2018年度運営方針にお

ける関係取組】

（具体的取組2-１-２）

・小学生補習充実事業

30予算要求額2,148千円

（具体的取組2-１-4）

・児童・生徒の体力づくり支

援事業

30予算要求額1,746千円

（教育委員会事務局予

算）

担当課
予算措置

※①②の場合に記載
No.

意見聴取の場
意見内容 対応方針 分類

対応方針の分類

①平成29年度に対応

②平成30年度運営方針に反映もしくは平成30年度で対応

③平成30年度での対応はできないが、今後引き続き検討を行う

④対応困難または対応不可

⑤その他

1 ページ



資料４
3 平成30年

1月18日(木)

平成29年度

第2回

教育・子育て部

会

中道委員 　補習授業は各学校に任されていると思いますが、小学校ではあまり活

発に行われていないことから、学校によって差があり、根本的解決にはな

らないと思われます。

　その学校で今何が問題なのかを考え、例えばある小学校では児童数

が多いわりには校舎も運動場も狭く、狭いところに押し込められた子供た

ちはそれだけでストレスに感じ、問題行動を起こす児童もいるのが現状

です。家庭の問題も、もちろんありますがまず環境を整えることが先決だ

と思います。

　予算の都合上、限られた中では難しいとは思いますが、例えば学校協

議会で来られた際に、実際に校舎内を見回り何が一番問題かを聞き、

各学校別の対応をすることで、確実に学力も上がっていくのではないで

しょうか。

　「各学校別の対応」を予算上可能とするものとして、教育委員会事務

局が校長経営戦略支援予算の配付の取組を進めています。これは、

各学校の現場のリーダーである校長先生自身が、現場で実際に必要

なもの・ことを実現導入するために、各学校ごとに予算を申請するという

ものです。

　配付にあたっては、第三者委員会による審査を通過する必要がありま

すが、区としても、前年の審査講評の情報共有や事前準備の呼びかけ

等により、校長を支援しています。

　この予算でどのような取組を実施していくのかを議論するのが、各学校

での学校協議会です。学校協議会は、地域や保護者の方が委員と

なって、各学校で年3回開催される、公開の会議です。学校をより良くし

ていくために、地域の皆様の御協力をお願いします。

市民協働課

（教育支

援）

① ・スクールカウンセラー配置事

業

30予算要求額11,760千

円（区ＣＭ自由経費）

4 平成30年

1月18日(木)

平成29年度

第2回

教育・子育て部

会

中道委員 　前にも述べさせていただきましたが、体力アップには運動できる場所を

確保することが一番いいと思います。しかし予算の都合や管轄外というこ

とで実化しにくいということであれば、例えば、各地域の方が集まっている

会議なので、どこかに空き家や空き地がないのかという情報をもらい、町

会と相談しながら動いてみてはどうでしょうか。

　子どもたちの体力をつけることに繋がる事業として、学校体育施設開

放事業を実施しております。この事業は、区内の市立小・中学校の体

育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域

住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するもので、子どもから

大人まで利用いただいております。現在、さらなる運動できる場所の要

望は特に聞いておりませんが、そういった要望が今後上がってくれば、地

域とともに検討してまいりたいと存じます。

市民協働課

（教育支

援）

③

5 平成30年

1月18日(木)

平成29年度

第2回

教育・子育て部

会

中道委員 　　限られた予算と人材の中で精一杯支援をしてくださっているのです

が、育児中の立場から言うと、あまり10年前と変わっていないように思い

ます。

　ワンオペ育児（＊）という言葉がうまれ,取扱ったドラマが大反響を呼

んでいるのが現実です。夫向けの冊子は一番今できそうなことだと思った

ので、提案させていただきました。

　一番の問題は孤独な育児にあるので、本来なら近所で気軽に相談で

き、集まれる場所があればいいのですが、すぐには無理かもしれません。

しかし方向性は、「来てもらう相談ではなく、すぐそばにある相談」をめざし

て、運営をお願いしたいです。

＊「ワンオペ育児」：仕事、家事、育児の全てを一人でこなさなければ

ならない状態を指す言葉

　父親の育児参加については、大阪市開催の”父親の育児参加啓発”

「プレパパ、ママの育児セミナー」や淀川区子ども・子育てプラザの講座"

ぷれママ＆ぷれパパおうえんし隊　ワク×２ ドキ×２ ルーム"を案内をさ

せていただいております。このような身近で使える資源を利用しながら、

父親の育児参加を推奨し、お母さんの育児負担の軽減に繋がればと思

い取り組んでおります。

　なお、父親向けの冊子につきましては、今年度途中から、『パパと子手

帳』という冊子を、母子手帳を取りに来られた方にお渡ししています。

　また、ご提案頂いておりますように、出来るだけすぐそばで相談をお受け

できるよう、現在区内に６か所あります、地域子育て支援拠点事業施

設が、平成30年4月より２か所増えることになっております。

保健福祉課

（子育て支

援）

⑤ こども青少年局所管事業

2 ページ



資料４
6 平成30年

1月29日(月)

平成29年度

第2回

コミュニティ力向

上部会

西尾委員 　まちセン通信について案内がありましたが、地域に30枚程度いただくだ

けでは広報するには不十分です。紙質を落としたり、カラーをやめるなどし

て、せめて回覧できるぐらいの部数を頂ければ、地活協とまちづくりセン

ターと行政がどのように向き合っているかが住民に浸透していくのではない

でしょうか。

　貴重なご意見をありがとうございます。まちセン通信につきまして、現在

のまちづくりセンター（受託事業者）が2カ月に1度、1,000部を限度

に、地域活動への理解促進のためにと、各地域の行事や助成金情報

などを掲載して発行しているものでございます。もっと周知すべきとの好意

的なご意見を頂戴したものと理解し、受託業者にその旨を伝えさせてい

ただきます。併せて、まちセン通信だけでなく、区の広報誌やＳＮＳ等の

幅広い手段を用いながら地域活動への理解促進を図ってまいります。

市民協働課

（まちづく

り）

⑤

7 平成30年

3月20日(火)

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

板谷委員 様式３　取組項目１２に関して

　「ニア・イズ・ベター」て何？、分権型教育型行政て何？　という感じ

で、わかりやすい言葉に置き換えたらどうか。

　用語の説明が不足しており申し訳ございませんでした。ご指摘の単語

については、市政改革プラン等の大阪市全体の計画の中で定められた

単語のため、書き換えることはできませんが、多くの方にご理解していただ

きやすいように、用語説明等による補足を適宜行っていきます。

政策企画課 ③

平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 防災対策について、若年層の意識が低い状況の分析から、なぜ低いの

か？詳細がわかっていたら教えてください。

また、若年層といっても、単身世帯と普通世帯があると思います。分けて

詳細を教えてください。（P4に子育て世代へのアプローチが書かれてい

ますが、単身世帯へのアプローチがないように思いました。）

　全国的な傾向で言いますと、年代が上がるにつれて災害への備えに取

組む割合が多くなり、若年層ほど取り組んでいないとの傾向があります。

また、災害の可能性が少ないと思っている層は、災害への備えを取り組

んでいない方が多い傾向にあります。

（参考「平成28年版　防災白書　災害の危険度や防災に関する取

組に対する意識」

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h28/honbun/

0b_1s_02_03.html　）

　このことから、若年層の意識が低い状況にある原因は、災害の可能性

が少ないと思っている方が多いからだと思われます。

　また、平成28年度第3回淀川区民アンケートによると、年代が上がる

につれて災害への備えに取組む割合が多くなり、地域活動への関心も

高くなっていることから、若年層に対して災害対策を含めた地域活動へ

の関心を持ってもらえるようにしていくことで、災害への意識も高まっていく

のではないかと思われます。

　さらに、平成７年1月17日に発災した阪神淡路大震災から23年経

過している現在において、この大震災を、身をもって感じていない20歳

代は、災害を身近に感じていない方が多いと考えられます。

市民協働課

（防犯・防

災）

⑤

　次に、子育て世代にイベントを実施する目的は、子どもの頃から「防

災」に関心を持ってもらい、未来の地域の担い手にと考えております。ま

た、その子どもが地元を離れたとしても、その場所で、その住民の力になっ

てもらいたいと考えています。

　どのような世帯であっても、災害に対する備え等を行っていただくことが

必要であり、引き続き全戸配布の「よどマガ」等で防災に対する啓発・

周知を行っていくとともに、特に単身世帯はスマートフォンをお持ちの方も

多いことから、ＳＮＳ等で情報発信することで災害時に検索しやすいよ

うにしてまいりたいと思っています。

② 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組１-１-１）

区民の防災意識の向上

　30予算算定額　424千

円

8
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資料４
9 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 防災講座開催40回の詳細を教えてください。（場所・対象者・内容・

広報方法など）

　各地域や企業等に区役所職員や危機管理室職員が出向き実施し

ており、平成２９年度に実施した４６回の詳細は次のとおりです。

・地域の避難所開設運営や地区防災計画に関する勉強会　１９回

・地震のメカニズムや被害想定、備蓄の啓発等の周知

　地域諸団体への周知　９回

　区内企業や介護団体への周知　７回

　地域の防災訓練での周知　６回

・小学校や幼稚園に災害に対する備え等の周知　５回

　防災講座の実施依頼に関する広報は、ホームページやツイッターで適

宜周知しており、地域の防災講座の開催案内は、主催者が広報してお

ります。

市民協働課

（防犯・防

災）

⑤

平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 企業の防災対策への取組みが低いという点について、企業の防災対策

への取組みはどんなものがあるのかお聞かせください。

また、備蓄に対しては、帰宅困難者に対しても啓発する必要があると思

います。どんな取組みをされているのかお聞かせください。

　企業の防災対策の取り組みは、ＢＣＰ（事業継続計画）の作成

や従業員との安否確認方法の確立、従業員等への備蓄物資の準備、

帰宅困難者を発生させないよう「安全な場所、その場に留まる」ことの従

業員への周知等になります。

　淀川工業会など企業の代表者が集まる場所において協力の依頼をさ

せていただいております。

　直近では、新大阪駅周辺のビルに入居しているテナントの関係者に対

して防災講座を行いました。

市民協働課

（防犯・防

災）

② 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組１-１-１）

区民の防災意識の向上

　また、帰宅困難者対策ですが、平成29年7月、新大阪駅周辺にお

いて、企業・鉄道事業者・地域・行政からなる帰宅困難者対策協議会

を設立し、取り組みを進めているところであり、今年度においては、「自身

の安全な場所からむやみに移動せず、その場に留まる」ことを周知する

目的で、11月10日に啓発を行いました。

　また、新大阪駅周辺企業約3千社に対して防災アンケートを実施した

ところ、870社が前向きに回答していただき、その約60％の企業で何か

しらの備蓄をしていることがわかりましたが、引き続き、協議会を通じ備

蓄も含めた啓発等を行っていく予定です。

② 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組１-１-２）

地域防災力の向上

　30予算算定額　1,145

千円

11 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 防災訓練などに参加する区民を増やすという点について、防災訓練に

参加する区民という括りを住民に止まらないものとして、働く人、学ぶ人

へのアプローチが必要だと思うのですが、そのような取組みがありましたら

お聞かせください。

　平日の日中に災害が発生した場合は、地域住民のみならず、そこで

働く人、学ぶ人も被災者となり得ます。

　地域で実施される防災訓練は地域の自主性としており、毎年、小中

学生を含めた防災訓練が各地域で行われています。また、三津屋地域

では周辺企業に直接声を掛けられ、訓練に参加をいただいている事例

や、十三地域、神津地域、加島地域では地域の医療関係者が参加し

てトリアージ訓練を実施しています。

市民協働課

（防犯・防

災）

② 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組１-１-２）

地域防災力の向上

12 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 経営課題１【安全・安心なまちづくり】（１防災対策）の課題に記載

されている「防災訓練などに参加する区民を増やす」という点について、

防災訓練などの「など」をお聞かせください。

　地域やＰＴＡが主催する防災出前講座や区民の集まる場所に防災

担当が出向いての啓発が該当します。

市民協働課

（防犯・防

災）

⑤
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資料４
13 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 防災訓練の参加者が少ないことを地域（小学校校区）でも考える必

要があると思います。防災について意識が低いというデータを共有して、

課題を解決する必要があると思うのですが、その辺りの取組みがあれば

お聞かせください。

　たとえば、新東三国地域の防災訓練では、地域と小学校が防災訓

練を一緒に実施し、大人と子どもが混じって防災クイズやバケツリレー消

火訓練を実施して、うまく共存していると思われます。

　また、三津屋地域では、防災訓練の参加を、地域の役員が新しいマ

ンションの管理組合に直接依頼して、参加者増加に寄与しています。

　こういった形で、各地域で工夫を凝らして参加者を増加させる取り組

みを実施しておりますが、区役所としましても、出前講座や区民の集まる

場所において防災訓練の参加を促し、何らかのきっかけづくりを作ること

ができればよいと考えております。

　なお、区民アンケートや防災訓練でのアンケートの結果につきまして、

今後各地域に提供し、防災についてのデータ共有に努めます。

市民協働課

（防犯・防

災）

② 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組１-１-１）

区民の防災意識の向上

（具体的取組１-１-２）

地域防災力の向上

14 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 防犯対策における情報発信について、もう少し詳しくお聞かせください。

また、犯罪マップ（データベース）のようなものがあるのか、お聞かせくださ

い。

　「区内の犯罪発生情報の発信」につきましては、大阪府警による「安

まちメール」の受信内容（犯罪発生情報）を、区のTwitterを使い発

信しております。また、防犯キャンペーンの開催等の防犯情報につきまし

ても区Twitterにて発信しております。

　「犯罪マップ」については、大阪府警の「犯罪発生マップ」をTwitter発

信時にリンクさせ周知を図っています。

　区役所では犯罪マップのデータベースは作成しておりません。

市民協働課

（防犯・防

災）

① 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組１-2-1）

区民の防犯意識の促進

15 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 小学生補習充実事業において、基礎学力の向上のためには、まず、児

童が学習習慣を身につけることの方が順番としては先のように思います。

学習習慣を定着させる前段階の取組みへの支援についてお考えをお聞

かせください。

　学習習慣を定着させるためには、勉強する場である学校・教室という

環境を生かして放課後に自主学習させる取組を定期的に行うことが良

いと考えています。本来、学習習慣の定着は各校の学習指導のもとご

家庭で取り組んでいただくことと思いますが、区としましても各校と連携し

ご指摘の課題に引き続き取り組んでいきます。なお、取組みの際には各

校の実情に応じて支援できるよう、区で一律に支援手法・内容を定め

るのではなく、各校に自律的に補習計画を立案してもらいその案に基づ

いて実施しているところです。

市民協働課

（教育支

援）

① 小学生補習充実事業

H29：2,493千円

H30：2,148千円

16 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業（子ども未来輝き事業）に

おいて、高校卒業後は就職することが前提の様に書かれていますが、大

学進学も選択肢としてあり得るような表現にするべきではないのでしょう

か？

　本事業は、「子どもたちの未来が生まれ育った環境によって左右される

ことなく、自分の可能性を追求できる状態」をめざしており、子どもたちの

進む未来にあらゆる選択肢が広がっていることをめざしています。したがっ

て、高校卒業直後に就職することを前提としているものではありません。

また、貧困の世代間連鎖を断ち切ることをめざす本事業は、高校卒業

直後の進路に留まらず、将来の働き方についても自分の可能性を追求

できる様々な選択肢が広がっていることもめざしています。委員ご指摘の

とおり、「就職」という文言のイメージが、高校卒業直後に就職する選択

肢しかないと捉えられるような表現となっているため、既に公表されている

平成30年度予算（案）の事業概要説明資料にある「将来の就労」と

いう文言に改めさせていただきます。ご意見、ありがとうございました。

保健福祉課

（保健福

祉）

② 文言修正のみ

5 ページ



資料４
17 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 　子育て情報を取りやすい手法を使った情報発信についてお聞かせくだ

さい。

　また、大阪市の新たなICTの取組として、行政や地域からの情報発信

を支援するアプリ「PUSH大阪」の普及促進も情報発信の有益な取組

かと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。

※PUSH大阪とは

日々大量に発信されている市のホームページの情報について、事前に

登録した区やテーマに応じて必要な情報だけが通知・配信されるアプリ

ケーション。

「RSS」というWebサイトの更新・新着情報を配信する仕組みを利用し

て作られたものなので、大阪市ホームページ以外にも、地域活動協議

会などの地域団体が運営されているブログやfacebookページなどの更

新情報を掲載することも可能。

　区のホームページだけでなく、フェイスブック、ツイッター、QRコード等、多

様な手法で子育てに関する情報発信に努めています。

　お示しいただいたアプリのように、効率的に行政からの情報収集ができ

るような有益なツールについても、区として広く紹介させていただく方向で

検討させていただきます。

　なお、「PUSH大阪」については市民局から本市の各所属へ紹介され

ておりますが、各区の情報も本アプリの中でテーマ別の収集がされるよう

になっています。アプリの市民への普及についてのご意見は所管する市民

局へ伝達させていただきます。

保健福祉課

（保健・子

育て支援）

政策企画課

② 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組4-2-１）

区民が必要とする情報の発

信

18 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 町内会の取組みなど、転入届けの窓口で手渡しできると効果的だと思

うのですが、ご検討していただけるか、お聞かせください。

平成25年度まで転入手続きをされた方全件に「転入パック」として各種

区広報紙等の行政情報を袋詰めしたものを窓口で配布していました

が、業務内容の見直しを行い、18地活協の情報等も掲載された「くらし

の便利帳（淀川区版）」のみ転入者へ配布を行うよう変更しました。

地域での取組の情報発信としては、、平成28年度から区役所1階の

転入手続窓口付近に「地域情報コーナー」を設置し、１８地域で様々

に発行している広報チラシ等を配架することで、ご自分のお住まいになる

地域情報が入手できるように改善しました。

市民協働課

（まちづく

り）

⑤

19 平成30年

3月20日

（火）

平成29年度

第4回

全体会議

（事前質問）

増田委員 つながる街の実現に向けて、まずは、町内会に入らない人たちの入らな

い理由を聞くべきではないかと思います。その分析からスタートするのが有

効と考えますが、いかがでしょうか？

また、町内会に加入しない世帯が加入したくなるような仕組みや仕掛け

を考えることが必要だと思うのですが、そんな分析はされているのでしょう

か？お聞かせください。

平成29年11月に市民局が実施した無作為抽出の各区2,000人を

対象とした「区民アンケート」において、町内会等地縁型団体への参画

について質問しています。（淀川区の回答者数：636人）

地縁型団体の活動に関心がない理由として、そもそも住んでいる地域

の特性や課題を知らない、活動内容を知らないという回答が多く、活動

に参加していない理由としては、参加したいと思わない、時間の都合が

合わない、参加したいがどんな活動をしているか知らないという回答が多

くありました。

今回のアンケート結果に対しては分析中ですが、今後、上記の回答結

果をもとに中間支援組織と連携し、効果的な支援を行ってまいります。

市民協働課

（まちづく

り）

② 【平成30年度運営方針に

おける関係取組】

（具体的取組3-1-2）

地域状況に応じたきめ細か

な支援
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