
「ふれあい城東」4月号は72,300部発行し、1部あたり発行単価（配付費用を含む）は約31.5円です。
そのうち約3.5円を広告収入で賄っています。

　引っ越し等の手続きで多くの方が利
用される年度初めの日曜日に開庁し、転
入・転出に関わる窓口業務を行います。
とき▶4月2日（日） 9：00～17：30 
※ 4月23日（日）は、通常どおり第4日曜
開庁を実施します。

 区役所総務課
 6930-9625　  6932-0979
 http://www.city.osaka.lg.jp/

joto/page/0000388112.html

  区役所総務課　  6930-9625　  6932-0979

　城東区では、本予算と併せて作成する城東区運営方針に基づいた取組み
を積極的に進め、『城東区の皆さんが、住んでよかったと思えるまちづくり』
をめざします。
　本予算の基本的な方針と主な取組内容については、5月1日(月)発行の
「ふれあい城東」5月号で運営方針と合わせてご紹介します。

区役所日曜開庁のお知らせ 平成29年度 城東区役所予算額

区長自由経費････････････ 3億9282万6千円
区ＣＭ自由経費※･･･････････ 7億2370万4千円
総　　額･････････････････11億1653万円 
※ 区長が本市各局の事業執行を指揮監督する「区CM（シティマネージャー）」
の立場で、編成した各局所管予算

 区役所市民協働課　  6930-9046　  6931-9999

 

ピックアップ区政会議
区政会議のさまざまな情報を発信します

2323№№

 区役所総務課（総合企画）
 6930-9937　  6932-0979
 http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000131063.html

平成28年度は区政会議本会を3回、各部会を2回開催し、委員の皆さんによる活発な意見交換が行われました。
3月1日（水）に開催した第3回区政会議本会においては、平成29年度区運営方針策定に向け、区政運営について
さまざまなご意見をいただくことができました。1年間の区政会議を振り返り、議長からお声をいただきました。

区政会議の詳しい内容については、区ホームページや区役所3階32番窓口などで情報発信していますので、
ぜひご覧ください。

城東区の区政会議は、各地域から
男女１名ずつの推薦委員に加えて、
公募委員の方もおられ、さまざまな
立場から、本当に熱心な意見交換が
行われています。

私も議長として、課題を掘り下げるべく同じテーマ
の意見を求めたり、なるべく多くの方にご意見いただ
けるよう配慮してきたつもりです。
防災防犯、子育て、福祉など、いま区や地域を取り巻

くさまざまな課題は、区役所だけ、区民だけで考える
問題ではありません。それぞれがそれぞれの立場を越

えて考え、意見を交換し、地域や住民のニーズにあっ
た取組みへと磨き上げていく、そんな場がまさにこの
区政会議ではないでしょうか。
どんな小さな意見でも、改善につながるヒントがあ

り、ひいては区全体の課題解決や将来のまちづくりに
役立つのではないか、という考えのもと、これからも一
人ひとりの意見や思いを大切にする会議であってほし
いですね。
また、区政会議は自由に傍聴でき、インターネットで
動画も視聴できます。区政会議を通じて、皆さんにも区
政運営に興味を持っていただければ嬉しく思います。

●議長　伊
い

東
とう

 允
まさつぐ

二さん（榎並地域活動協議会会長）

新区長へバトンタッチ

松本 勝己松本 勝己

No.251

44 55お知らせ　区役所の日曜開庁は4月2日（日）、4月23日（日） 9:00～17:30です。＜窓口サービス課(住民情報・保険年金)＞
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城東区の皆さん、はじめまして。このたび城東区
長を拝命いたしました松本勝己です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
まず最初に、城東区の地域コミュニティは確固

たるものがあるとお聞きしております。これは各
地域の役員の皆さま、地域福祉のために活動され
ている皆さまのたゆまないご努力のたまものと感
謝申しあげます。
城東区はかつて工業地帯として栄え、今ではそ

の工場跡にマンションの建設が進み、住のまちと
して発展してきています。
今日の城東区における課題といたしましては、

保育需要の増加による待機児童の解消、高齢化な
どによる要援護者への対策、今後想定されている
南海トラフ巨大地震などの大規模災害への備えの

充実などがあげられます。
これらの課題を克服するために、各地域のコミュ
ニティづくりを重点的に支援し、引き続き地域福
祉や子育て支援の取組みを充実させてまいりま
すとともに、信頼される区役所をめざし、区役所
職員のコンプライアンス意識の徹底と窓口サー
ビス満足度の向上を図ってまいります。
これらの取組みをすすめることで、引き続きま
ちへの愛着や誇りを感じる「住んでよかったと思
えるまちづくり」をめざしてまいります。　
今後、さまざまな機会を得て、区民の皆さまのお
声をお聴かせいただき、城東区政に生かしていき
たいと考えておりますので、お力添えのほどよろ
しくお願い申しあげます。

はじめまして、 新区長のはじめまして、 新区長の松松
ま つ も と

本本  勝勝
か つ

己己
み

です。です。

平成26年4月に城東区長に着任
し、区民の皆さま方から叱咤激励
をいただきながら、公務員人生の
最後の3年間を生まれ育った城東
区の区長として、精一杯勤めてま
いりました。人情味あふれる、温
かい、そして活気あふれる城東の
まちに、戻ってくることができ、そ
こで仕事をすることができたこと
は、大変光栄であり幸せでした。私
は退職しましたが、松本区長のも
と職員一同、力を尽くしてまいり
ますので、引き続き城東区政への
ご理解ご協力を賜りますようお願
いいたします。城東区の発展と区
民の皆さまのご健勝ご多幸をお祈
りいたしまして退任のごあいさつ
とさせていただきます。ありがと
うございました。

奥野隆司

今まで今まで
ありがとうございました！ありがとうございました！
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