
【様式４】

6 H29.7

　防犯カメラの抑止力は相当あるように思うので、できるだけ
多く設置していただきたい。

　平成29年度に23台、平成30年度には22台（予定）の防犯カメ
ラを大阪市市民局の予算で設置を進めています。

①

7 H29.7

　特殊詐欺の啓発も地域の役員には十分伝わっているので、
そうでない高齢者への周知方法を考える必要がある。

　特殊詐欺についても、警察も重点的にＡＴＭのところに人を
配置して警戒をしているということで、最近はちょっとおさまりつ
つあるようです。また、高齢者が来られる商業施設でも周知し
ていきたいと考えています。区役所でも特殊詐欺の話しをする
防犯講座があるので、ご利用いただきたい。協定を結んだ警
察と区役所、社会福祉協議会で特殊詐欺被害の根絶に向け
て取り組んでいきます。

①

4 H29.7

　防災訓練を毎年実施しているが、参加者は同じ人ばかりで、
新しい人にも参加してほしい。どうしたら来てもらえるか考えて
いるが対策がない。

　小学校と一緒にされている地域の中で、大人と子どもが一緒
に考えるようなクイズ形式にしているところがありました。この
形式は地域とまちづくりセンターが一緒に決めています。ま
た、地域によっては、子どもの授業の時間に大人向けの講座
を開催したり、５・６年生だけが参加するというところもあるの
で、地域の情報をもう少し皆さんに提供したいです。
平成３０年度につきましては、子育て中の親とその子を対象と
した防災イベントを実施する予定で、子育て世帯に対する防災
意識の向上を図ることにより、地域の防災訓練への参加意識
につなげていきたいと考えています。

②

5 H29.7

　マンション世帯を中心に若い人をいかに誘うかは、防災に関
する情報をもっと積極的に広報すべきという声もあるが、何か
ほかの手段があるか。

　若い世代における防災に対する意識が低いことは認識して
おりまして、現在も全戸配布になった広報誌「よどマガ！」の活
用や、乳幼児健診や各種イベントにおいて啓発を行っていま
すが、平成３０年度につきましては、子育て中の親とその子を
対象とした防災イベントを実施する予定で、子育て世帯に対す
る防災意識の向上を図っていきます。
また、地域で新たな担い手の獲得のための自律的補助金が
あり、これまで２地域で防災に関する取組で活用されていま
す。まちづくりセンターを通じて、情報を提供します。

①

2 H29.6

　昨年度に作成した地区防災計画を市民の方がご存知なの
か。また、冊子を配る際にはどういう方法で配ればいいか。町
会に属していない方には、冊子が届かないような状態だと思う
が、学校に配れば、マンションに住まわれているお子さんを通
じて届く可能性もあると思うので考えていただきたい。

　地区防災計画は、広報誌「よどマガ」等で周知しております。
配布方法については、昨年印刷しました５地域については、町
会を通じて配布させていただきました。今年度も11月末現在で
9地域について印刷をしておりますが、配布方法は各地域と相
談させていただき、全戸で配布することが難しいようであれ
ば、区役所にも置いていることを周知させていただき、工夫し
てまいりたいと思います。

①

3 H29.6

　防犯カメラの設置は、警察と区役所で相談して、犯罪抑止力
のために各公園や駅前等につけると聞いていますが、地域の
人の意見を聞いていただければありがたい。

　平成29年度につきましては、特に子どもの通学路等の安全
見守りのために大阪市市民局の予算で進めているところで
す。ある程度設置場所等条件が出た時点で地域の方にお示し
したいと思います。

①

外部評価意見への対応方針

※分類
　　①当年度（29年度）において対応　　②30年度運営方針に反映または30年度に対応予定
　　③30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
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1 H29.3

　町会に加入していない単身者が多く、災害が起きたときにど
うすればいいか。

　全戸配布になった広報誌「よどマガ！」で防災訓練や地区防
災計画のような防災の情報を定期的に流すようにしております
ので、記事をご覧いただく機会はあると思っております。

①
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14 H29.9

　淀川区全体の地域活動協議会の集まりが、現在無いと聞い
ている。ブロック会議で一緒になる隣の地域の事はわかるが、
離れた地域とは、会う事がないし、意見を交わすこともないの
で、各協議会の会長、副会長が集まって話ができるような組織
づくりをしてほしい。

　区役所では、地域活動協議会の情報共有のために、現在２
つの会議を開催しております。一つは会長との意見交換会（年
3回）、もう一つは淀川区を３つのブロックに分け、実務担当者
も参加する意見交換会（年2回）です。今回のご要望を受けて、
11月に開催した地域活動協議会意見交換会では、会長以外
にも複数名が参加され、活発なご議論をいただきました。今後
とも様々な地域の活動支援を行っているまちづくりセンター等
を通じて、区全体で情報共有を行いながら、地域の活性化に
努めてまいりたいと考えております。

①

15 H29.12

　今までの訓練に加え、実際に災害が起きた時に区役所の方
や消防士さんが来られるまでの間、住民でできる対応につい
ての研修があってもよいのではないか。

　災害発生時に、地域役員等による避難所運営等、地域住民
による対応の必要性は区役所として認識しております。
　平成３０年度につきましては、地域本部や避難所運営の役
割を理解していただくための「避難所開設訓練」を、より多くの
地域で実施していただけるようにしていきたいと考えておりま
す。 ②

12 H29.8

　中学校の中には、元気アップの事業として以前に英語をして
いた地域の人が教えたりしている。また、ある小学校でも、居
場所づくりをして、その中で宿題をして、おやつづくりをしてい
る。費用のかかることなので、毎日とか１週間に１回とかなか
なかできないがモニタリングし成果を研究しながら、効果があ
れば継続して回数を多くしていけばいいと思っている。

　淀川区でも生徒同士で教え合うことを、中学校で言うと元気
アップ、小学校だとはぐくみや生涯学習で担っていただけるか
と思いますので、その辺を充実していきたいと思います。

⑤

13 H29.8

　国語の理解力がなければ、ほかの勉強にも影響がでるの
で、国語力を充実させてほしい。

　中学校の教育行政連絡会で、国語ができるようになると文章
題も理解ができるようになり、いい影響があるので国語力を伸
ばすために漢字検定に取組んでほしいと言われました。学校
と相談しながら、検討してまいりたいと思います。 ②

10 H29.8

　学力や体力向上の施策は、小学校に入る前の幼少期に重き
を置いた方が効率がよく、結果も良くなるんじゃないかと思う。

　子ども達の様々な相談事を一緒に考えております。また、去
年ぐらいから区役所の担当者が認可外も含めて、各保育所や
幼稚園を回らせていただき、チラシや情報をお配りしておりま
す。未就学児をお持ちの困っておられる方とどれだけかかわり
を持っていけるか支援していけるかは大事だと認識しており、
関係機関と連携し努めてまいります。 ⑤

11 H29.8

　小学生の補習授業を実施しているのが１０校だが、なぜ全校
で実施していないのか。底上げという意味で、平均点も上がっ
てくると思うので補修授業を大事にしてほしい。

　本事業は、予算案作成時に区内全小学校に実施希望の照
会を行っています。　希望校が自主的に補習内容を決定し、指
導員の確保を行う形で実施しています。
　H29年10月1日時点で9校において実施しています。
　学校が指導員を確保できていないことが、全校実施とはなっ
ていない主な理由ですが、今後もそのような学校に対し、実施
の申入れを行ってまいります。
　また、別の理由として、教育委員会事業で学力サポーターと
いう制度もあり、この制度で学力向上に取組んでいる学校もご
ざいます。

③

8 H29.7

　災害時に要援護者の対応を誰が行うのか、防災リーダー
か、町会長か、まだ決まっておらず、地域で問題になってい
る。

　１対１だけではなく、班単位や地域全体で見守ろうと話し合っ
ている地域も増えてきています。

①

9 H29.8

　区政会議について、委員の意見が反映されるような会議にし
てほしい。

　９月に実施しました区政会議委員を対象としたアンケートの
結果を参考に、より多くの委員が発言できるように区政会議の
運営を工夫してまいります。また、委員の意見への反映状況を
区政会議において示してまいります。 ①
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20 H29.12

　具体的取組1-3-1「地域における見守り支援体制の構築」で
2017年9月現在の実績として、「要援護者と支援者をつなぐ体
制の確立した地域12地域」とあります。
　どのような状態で「体制が確立した」とされていますか。

　以下の①～③がおおむね満たされている状況と位置づけて
います。
①　地域への「要援護者名簿（行政名簿）」の提供。
②　地域のワークショップ開催等による要援護者の情報共有。
③　個別の支援者登録ができている若しくは、町会等どのグ
ループで見守りができているということが確認できている。
　体制が確立できている地域は、2017年9月現在の実績では
12地域となっておりますが、引き続き地域にもご協力いただき
ながら様々な取り組みを行っていき、平成30年度に16地域で
の確立をめざします。

⑤

18 H29.12

　具体的取組3-2-3放置自転車について、盗難自転車も放置
自転車増加の一因になっていると考えます。区としても自転車
盗難防止活動を計画していただいていますが、「カギを忘れな
い」だけでなく、「盗難にあえば届け出る」「長期放置で盗難車
らしき自転車があれば警察に連絡する」ように啓発していただ
ければと思います。

　放置自転車対策の取り組みにつきましては、歩行者の通行
確保と安全対策を目的に各地域の協議会におきまして、自転
車マナーの啓発活動等を中心に取り組んでいます。
　また、防犯面につきましては、淀川警察署と共に自転車盗難
防止のために二重ロックの推奨活動等を進めております。
　今後、いただいたご意見も参考にさせていただきながら、盗
難に対する認識や放置自転車を含めた自転車利用における
マナーの向上に、淀川警察署他、関係機関と連携し効果的な
対策を進めてまいります。

①

19 H29.12

　防犯カメラの設置にあたっては、警察との協議を行っている
とのことであるため、区役所の判断だけで設置場所は決めら
れないのかと思うが、地域の意向は警察にも伝達してほしい。
また、地域住民の意向と警察が判断する設置基準は必ずしも
一致しないであろうから、その結果として地域の意向が優先で
きるものでないということにもなるのであれば、そのように回答
してほしい。

　平成28年度より3年間で設置を進めている市民局予算による
防犯カメラの設置場所につきましては、通学路を中心に子ども
見守りを目的として警察による犯罪情報等を基に場所を選定
しております。
　皆様から頂いた設置希望場所につきましては、警察へ情報
提供を行い、共有しております。
　区内の設置台数や優先順位等の関係もありますので、ご要
望にお応えすることが、かなわない結果となった場合には、そ
の旨をまたご返答させていただきます。

①

16 H29.12

　要援護者への対応について、平日の昼間に災害発生した
時、救援スタッフが絶対的に不足するので近隣の企業や学校
（中学以上）に協力してもらう事の協定（確認）が必要であると
思う。

　防災の観点からの企業との連携につきましては、「津波避難
ビル登録」へのご協力や「淀川区災害時地域協力事業所・店
舗等登録制度」等を通じ、より多くの企業が身近な地域での防
災活動への理解・協力を深めていただくよう推進しているとこ
ろです。
　また、まちづくりセンターによる支援により、地域内企業の
方々が地域で実施されている防災訓練へ参画する事例や、地
区防災計画策定段階からに地域内企業の方が参画する事例
等があります。
　日ごろから地域と企業が連携しあえる関係を構築し、いざと
いう時にも協力し合える関係づくりを今後も推進してまいりま
す。
　中学校との連携につきましては、地域防災の主体を担い防
災活動に大きな役割を果たすことができる若い人材を育成す
るよう、防災訓練における連携や「中学生ジュニア防災リー
ダー」の育成等、各中学校で防災教育を実施しております。ま
た、高校との連携につきましては、学校ごとにマニュアルを定
め、教職員とともに生徒が救護活動や災害時避難所となる学
校庁舎の警戒等を実施することとしています。
　災害時の要援護者の支援につきましては、災害時はもとより
普段からの見守りが大切であると考えておりますので、日ごろ
から地域と企業、学校とが連携しあえる関係が構築できるよ
う、今後も支援してまいります。

①

17 H29.12

　平成30年度の重点的に取り組む主な経営課題の、「安全・安
心なまちづくり」（１防災対策）の中で、企業の防災意識への取
り組みが低いとの要因分析があります。例えば、民間資格で
ある防災士の取得を促す、さらに支援することを計画に追加し
てはいかがでしょうか？

　大阪市では、地域における防災機能を強化し活性化するた
め、市民等による防災活動の中核となり、災害時に効果的か
つ速やかに減災を図ることを目的とした「地域防災リーダー」
の育成に努めております。
　また、区内の企業・事業所につきましては、区内の会合等に
おきまして、津波避難ビルの指定や「淀川区災害時地域協力
事業所・店舗等登録制度」等、企業が地域に貢献できる制度
を紹介し、より多くの企業・事業所が参画していただくよう進め
ているところでございます。
　一方、平成７年の阪神・淡路大震災を教訓に設立されました
防災士制度につきまして、行政主導ではなく、民間機関が地
域防災力向上の担い手を育成していることから、地域全体が
災害時の被害を最小限に食い止めるために必要な制度であ
ると、淀川区役所でも認識しております。
　そのため、地域防災リーダーをはじめとする地域防災を担っ
ている方々に、防災士の資格等の紹介を行い、地域防災活動
に活用するよう周知します。
　住吉区役所をはじめとする６区での包括連携協定により実施
している「大阪市立大学「防災士養成研修プログラム」」につき
まして、平成３０年度より淀川区役所でも実施していただけな
いか、大阪市立大学都市防災教育研究センターに確認したと
ころ、今後市内全区への拡充を検討しているとのことです。

③
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26 H29.12

　元気アップなどの取り組みが運営方針に反映されていない
のではないか。はぐくみネットなど既存の取り組みを踏まえた
見直しも必要ではないか？

　学校元気アップ地域本部事業は、教育委員会事務局の事業
ですので、戦略「地域に開かれた学校づくりと生涯学習の支
援」に向けた取組として、同局の運営方針にも掲載されていま
す。この戦略においては、はぐくみネットにかかる支援も合わ
せて記載されており、設定された業績目標に即して年々振り返
りを行いつつ事業展開がなされています。

⑤

27 H29.12

　ヨドネルはとても素晴らしい取り組みで、がんこおやじ夢さん
もインパクトのあるキャラクターで、印象にのこり、この活動で
睡眠は大切だということはかなり周知できたと思う。
　しかし、それだけにとどまりその次の段階「それを実行してい
るか」ということについは、浸透していないように思われる。
　是非、今後ヨドネル活動をしていく場合には、どうすれば実行
できるかを論点にして、続けていっていただけたらと思う。

　ヨドネル事業については、厚生労働省の主催するアワードに
おいても自治体部門の優良賞を受賞するなど、様々な反響を
いただいており、「データに基づく啓発」「ICTやオリジナルキャ
ラクターを活用した啓発」という手法のインパクトも評価された
のかと思います。
　ご指摘の「実行」という点に関しては、子どもたちと近い立場
にある学校での取組を一層支援していく必要があると考えま
すので、小中学校への取組依頼とモニタリングを継続するとと
もに、平成30年度は、小中学校における講演会の実施の支援
を重点的に行い、学校やご家庭と連携した啓発により力を入
れてまいります。

②

24 H29.12

　平成30年度の運営方針は西暦表記となっているが、なぜ
か？

　運営方針では次年度だけでなく中期的な目標等も記載する
ため、今後元号が変更になる可能性もあることから、淀川区の
運営方針は西暦表記で統一することとしました。 ⑤

25 H29.12

　以前、地活協の会議後にワークショップを行ったが、２～３年
前に作成された資料のままだったので、地域から得られた情
報をもとに実際に要援護者を訪問することなども必要ではない
か？また、区役所との関わりは？

　平成25年度当初の災害時要援護者名簿については、各地
域の手上げ方式で作成された名簿であった為、自動更新と
なっておりませんでしたが、各地域で開催されて来ましたワー
クショップ等の中で概ね精査されてきたものと考えております。
　また、各地域では実情に合わせて要援護者の見守り訪問等
を実施されており、今後におきましても、見守り相談室と区役
所が連携して支援させていただきます。

⑤

22 H29.12

　めざす成果及び戦略2-2【子育て支援】のアウトカムである
「安心して子育てができる環境である」と感じる区民の割合は
どうやって測定するのでしょうか？また、子育て世帯のみが調
査対象となるのでしょうか？

　アウトカムの数値測定は全区民から無作為抽出した区民を
対象にした区民アンケートにより行います。
　対象を子育て世帯のみに限定しないのは、子育てしている当
事者だけでなく、子育て世帯を取り巻く周囲の方々や、直接子
育てをしていない方々も含めて子育てに関する理解を深めて
いただくことが「安心して子育てができる環境」の実現につなが
ると考えているためです。

⑤

23 H29.12

　運営方針の中で「区民のための区役所づくり」という項目が
ありますが、外国籍の方への相談窓口、掲示、やさしい日本語
の活用など外国籍の方にも優しい区役所づくりに向けた取組
は行っているのでしょうか？

　「外国籍の方にも優しい区役所づくり」につきましては、来庁
された方が目的の窓口に迷わずお越しいただけるよう、案内
や掲示の工夫に取り組んでいるほか、トリオフォンの設置や、
窓口でのコミュニケーションボードの活用などを行っています。
今後も引き続き、外国籍の方に限らず、すべての方が気持ち
よくご利用いただけるような区役所をめざして、改善に取り組
んでまいります。
※トリオフォン（三者間通話）：日本語のわからない来庁者への
電話での通訳対応
　コミュニケーションボード：会話等により意思疎通を行うことが
困難な来庁者とイラストを指さすことにより、お互いの意思の
確認を行えるよう工夫されているもの

①

21 H29.12

　具体的取組2-1-3【児童。生徒の体力づくり支援事業】のとこ
ろの、前年度までの実績の欄で、プール開放などのさまざまな
取組をされているのですが、数値を見ると、10分の1の割合し
か利用していないのは、あまり効果がないように思われます。
私個人的な意見としては、そもそも、子ども達の遊ぶ場所、例
えば公園などが、子どもの数にしてはあまりにも少なすぎると
思います。
　子どもたちの遊ぶ場所さえあれば、体力も自然につくはず
で、そういった方向で何か考えることはできないか？と思いま
した。
　このままでは、スポーツを習う子しか体力がつきません。私
の子どもが通う新高小学校では、生徒数が淀川区で一番多い
のですが、その割には運動場は狭く、大きめの公園は一つし
かありません。

　淀川区における子どもたちの体力向上に向けた取組として、
淀川区では、コ・ス・パ淀川屋内プールの無料開放、スポーツ
出前講座等、様々な取組を行っております。
　ご指摘の通り、プール開放については、より多くの子どもたち
に利用していただくことをめざし、登録人数増を業績目標に掲
げて取り組んでまいりましたが、人数の増につなげることがで
きていない状況です。一方、区内の小中学校に様々なスポー
ツの専門家等を派遣して子どもたちと一緒に体験するスポー
ツ出前講座については、H28実績で区内小中学生の48.1％が
受講しており、より多くの子どもたちにスポーツを楽しむ機会を
提供できているかと考え、次年度に向けてより力を入れてまい
りたいと考えております。
　その他、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。
　なお、公園の整備状況や校庭の面積についていただいたご
意見につきましては、それぞれを所管する建設局及び教育委
員会事務局へ伝達させていただきます。

②
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34 H30.1

　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。

①

32 H29.12

　淀川区が実施している「小学生補習充実事業」について、以
前、全校で実施されていないと聞いた。「学校ボランティア」が
確保できないというのが理由であれば、ボランティアの確保に
ついては学校だけに任せるのではなく区役所としても検討して
はどうか。

　区役所のホームページでも各校のボランティア募集について
紹介しており、学校とやり取りしながら改善をしているところで
すが、今後も引続き検討したいと思います。
　　また、「小学生補習充実事業」が実施されていない学校に
おいては、そのかわりに各学校で放課後補習など他の取り組
みをされているということで、このことについては校長会からも
区政会議で説明してほしいと依頼されておりますので、お伝え
させていただきます。

①

33 H30.1

　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。

④

30 H29.12

　「LGBT支援事業」について、平成30年度は大阪市の取り組
みとして実施するので、淀川区としてその事業名は個別に記
載しないということであるが、運営方針の「３－２　多様な協働
の推進」の中に施策としては入っているのか。

　「LGBT支援事業」は淀川区において非常に先進的な取り組
みをしておりましたが、大阪市全体での取り組みを実施すると
市長から方針が出たことから、これまで淀川区で実施していた
事業は、市全体で取り組むものと淀川区で実施するものに分
けられております。2018年度運営方針の中に施策としては
入っていませんが、予算を確保し継続的に事業を実施してま
いります。

⑤

31 H29.12

　平成30年度運営方針の中の「つながるまちの実現」のところ
で、地域活動への参加促進のため、地域で行われている活動
を知らせるチラシ等を作って転入者に配布するような取組みを
していただきたい。

　以前から地域活動の内容をお知らせするようなチラシは、作
成しております。チラシ作成の要望がありましたら市民協働課
にお声をかけてください。各地域のオーダーに応じたチラシを
作成させていただきます。 ①

28 H29.12

　会議で、再構築を話していたが、私は無駄だったとは思いま
せんし、むしろ現に我が家ではありがたく思って、かなり利用し
ておりました。ただ全体的には効果がなかったという数値に
なっているからだと思うのですが、そういう意味では、他の取り
組みも同じように思います。子供全体の体力を底上げしていく
には、一時的な指導イベントではなく、運動ができる環境を提
供することの方が大事で、それでいくとプール無料化は、場所
が校区外で冬は日が短いため利用しにくい点を解決できれ
ば、継続してもいいのではないかと思っています。

　区役所の事業については、区政会議でご意見をいただいた
運営方針に即して、効果把握と事業見直しを行っていくこととさ
れています。淀川屋内プールの小中学生向け無料利用の取
組については、ご指摘の通り、ご利用いただいている方もい
らっしゃいましたが、平成28年度実績が運営方針に掲げた撤
退基準を下回ったことにより、事業を再構築することとなりまし
た。
　そこで、区民や保護者のご意見をお聞きしたところ、「地域に
よって利用のしやすさに差がある」とのご意見もいただきまし
た。委員もご指摘の通り、サービス提供場所が固定される点に
ついての課題があります。この課題については、当該取組を
実施できる事業者が他になく、拠点を増やすことができないた
め、クリアすることは困難でした。そこで、プール無料の取組に
ついては見直しを行い、サービス提供の場所を固定せずに実
施できる出前型講座により力を入れることといたしました。

②

29 H29.12

　「児童・生徒の体力づくり支援事業」について、児童の体力向
上のために体幹を鍛える運動をぜひ勧めてほしい。

　「児童・生徒の体力づくり支援事業」の一環として、体幹を鍛
えるのに役立つような運動も取り入れておりますので、引き続
き取り組みたいと思います。 ①
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③

40 H30.3

　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　１
９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。

⑤

H30.3

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。

39

37 H30.1

　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。

⑤

38 H30.1

　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。

⑤

35 H30.1

　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。

①

36 H30.1

　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。

③
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43 H30.3

　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。

②

　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

41

　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

42 H30.3

　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。

44

　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。

⑤

　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。

⑤

H30.3

　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。）

②

H30.3

　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。
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H30.3

　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。

②

46

　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。

①

50 H30.3

　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。

⑤

48 H30.3

　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。

②

49 H30.3

　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。

②

47 H30.3

　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。

H30.3

①

45
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51 H30.3

　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。

②


