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平成 30 年度  第２回中央区区政会議  会議録  

 

１．日時  平成 30 年 12 月 18 日（火）午後６時 30 分～午後８時 45 分  

２．場所  中央区役所  ７階 704 会議室  

３．出席者  

  （区政会議委員）  

池永委員・石井委員・岩﨑委員・浦野委員・岡本委員・菊地委員・関根委員・  

千田委員・西村委員・平田委員・藤井委員・藤本委員・藤原委員・前久保委員・ 

牟田委員・山本委員  

（市会議員）  

有本議員・不破議員  

（中央区役所）  

吉村区長・木口副区長・山下総務課長・太田総合企画担当課長・  

岡田市民協働課長・北邑市民活動支援担当課長・宮沢窓口サービス課長・  

田島国保収納担当課長・吉村保健福祉課長・楠保健担当課長  

４．会議次第  

  １  開会  

２  区長あいさつ  

３  議題  

（１）  中央区将来ビジョン（素案）について  

（２）  平成 31 年度中央区運営方針（素案）について  

４  その他  
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【太田総合企画担当課長】   

 それでは定刻になりましたので、これより平成 30 年度第２回中央区区政会議を

始めさせていただきます。  

本日は大変お忙しい中、ご出席賜りまして誠にありがとうございます。私は本日

の会議を進行させていただきます、総合企画担当課長の太田でございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。開会にあたりまして、吉村中央区長よりあいさつを

申し上げます。区長、よろしくお願いいたします。   

【吉村区長】   

 皆さん、こんばんは。本日、区政会議の委員の皆さまにおかれては、年末も近づ

き何かとお忙しい中、平成 30 年度第２回の区政会議にご出席賜りまして、誠にあ

りがとうございます。また、平素より区政の推進にご理解ご協力を賜っております

ことを、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。   

 前回、この会議を８月２日に開催させていただき、その後の動向について、３点

ほど触れさせていただきたいと思います。  

まず１点目は台風に関することです。９月の上旬に台風 21 号が、そしてまた９

月の末には台風 24 号が来ました。特に 21 号においては、暴風の被害が中央区にお

いても発生し、公園や街路の樹木が倒れ、家屋の屋根を含めて被害が多数出ました。

被害を受けられました区民の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。  

また６月には大阪府北部地震が起こり、本当に今年は災害が多い年でありました。

そうしたことから、私どもといたしましても災害に備えることが本当に重要であっ

たなと痛感しており、しっかり肝に銘じて今後の施策に取り組んでいきたいと思い

ます。  

２点目としましては、皆さまご承知の通り、2025 年の万博の開催地として大阪・

関西に決定したことでございます。大阪にとって明るいニュースであり、この流れ

で、大阪がますます発展していくことを願っている次第でございます。皆さまにお
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かれては、誘致に向けましていろいろとご支援・応援をいただき、本当にありがと

うございました。７年後の開催に向けまして、区をあげて皆さまとともに頑張って

いきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  

３点目としましては、区制 30 周年についてでございます。前回の区政会議の場

でも申し上げましたが、区制 30 周年を記念して、中央区の良さ、魅力をどんどん

発信し、区民の皆さまの地域への愛着、あるいはにぎわいを増していこうと、様々

な記念事業を始めております。９月からは区民の皆さまをはじめ、多くの方々に中

央区の“いいとこ  好きなとこ“の募集も始めておりますし、10 月の区民まつりで

もこの区制 30 周年を積極的にＰＲしてまいりました。来年の 2 月 13 日には記念

式典や記念のイベントも開催したいと思っておりますので、盛り上げに向け、引き

続き、皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。  

３点ほど申し上げましたが、本日の会議は、中央区の将来ビジョン、来年度の運

営方針の素案について、委員の皆さまからご意見いただくようお願い申し上げます。

今後の中央区の舵取りをどのようにしていくかということいついて、委員の皆さま

方のご意見をふまえ、効果的な区政運営を進めてまいりたいと思っておりますので、

本日はよろしくお願い申し上げます。  

【太田総合企画担当課長】   

 区長、ありがとうございました。それでは議事に入ります前に、お手元の資料に

ついて確認したいと思います。まずクリップで止めています資料をご確認いただき

たいと思います。１枚目に次第がございます。で、次に座席表でその次は委員名簿

でございます。その後に本日の議題にかかる資料として、資料番号１－１、中央区

の将来ビジョン（素案）の概要がございます。その次にあるのが、中央区の将来ビ

ジョンの策定までのスケジュールについて、その次は資料番号１－２として、将来

ビジョンの素案、本編でございます。その次は、「将来ビジョン（素案）のあらま

し」という資料を１枚入れています。これは将来ビジョンの体系を俯瞰してわかる
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ように一覧にまとめたものでございますので、参考にしていただければ幸いです。  

 続きまして議題２の資料といたしまして、資料番号２－１、「平成 31 年度中央区

運営方針（素案）の概要」というものをつけております。その次が資料番号２－２、

「 31 年度運営方針（素案）」の本編。そして最後に、クリップで留めております資

料２枚は、その他の項目で扱う報告資料でございます。後ほどご説明させていただ

きます。資料に不足がありましたら、遠慮なくお申し出ください。担当者が直ちに

お持ちいたしますので、お声をかけていただければと思います。  

ここで留意事項を申し上げます。  区政会議につきましては公開の会議でござい

まして、傍聴や取材の許可をしておりますことをご報告させてもらいます。また、

会議録の作成用として、録音や写真撮影についてもご了承いただきますようお願い

申し上げます。  

それではこれより議事に移りたいと思います。ここから先は、本会議の議長であ

ります伊藤議長に進行をお願いいたします。伊藤議長、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】   

 はい、皆さんこんばんは。本当にお寒い中、ありがとうございます。それでは議

事に入らせていただきますけども、本日も議事がスムーズに進行しますように皆さ

んのご協力をよろしくお願いいたします。まず本日の区政会議につきましては、委

員定数 20 名のうち、現時点における委員は 18 名で２分の１を満たしております

ので、本会議は有効に成立しておりますことをご報告申し上げます。   

 それでは、早速ですけど、議題１の中央区将来ビジョンの素案について、区役所

からご説明をお願いいたします。   

【太田総合企画担当課長】   

 それではまず議題１、「中央区将来ビジョン（素案）について」ご説明申し上げ

ます。お手元の資料、右肩に資料１－１とあります、Ａ４横長の資料をご覧いただ

きたいと思います。この資料は中央区将来ビジョンの素案の概要版でございます。
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本日はこちらの概要版に沿ってご説明申し上げます。なお、資料の右下にページ番

号をつけておりますので参考にしていただければと思います。   

 では概要版の２ページをご覧ください。中央区の将来ビジョン（素案）の概要版

は、本編資料と同様に、「区の将来ビジョンの位置づけ」、「第１章区の概況」、「第

２章めざすべき将来像」、そして「第３章まちづくりの方針」で構成しております。  

次に３ページをご覧ください。「区の将来ビジョンの位置づけ」についてご説明

申し上げます。  

区の将来ビジョンとは、区長が区シティ・マネージャーとして所管する事務も

含め、区内の基礎自治行政を総合的に推進していく上で、地域としての区のめざす

べき将来像、将来像の実現に向けた施策展開の方向性などをとりまとめ、区民の皆

さまに明らかにするものでございます。  

今回策定する「中央区将来ビジョン」は、これまで進めてきた施策の現状、課題

をふまえ、 2022 年度（平成 34 年度）までの５年間を新たな計画期間として、区の

めざすべき将来像や今後の施策展開の方向性を示すものでございます。  

なお、策定後の社会経済環境の変化に応じまして、必要に応じて計画の内容を見

直すことがございます。   

 次に、「第１章  区の概況」についてご説明申し上げます。  

平成元年２月 13 日、旧東区と旧南区の合区により誕生した中央区は、わが国初

の本格的な都城であります難波宮から、近世の大阪城築城を経て今日に至る長い歴

史を有しております。  

卸商などの経済活動が活発に展開され、商店街等が集積しにぎわいを見せていま

す。区内各所には大阪城、難波宮跡をはじめ由緒ある寺社、近代的建築物等の歴史

的遺産が数多く存在し、ユネスコ無形文化遺産であります文楽や能楽、上方芸能と

いった伝統文化をはじめ多彩な文化が息づいているなど、大阪を代表する経済・文

化の中心地であります。  
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一方、都心部でありながらも、地域の活動も活発であり、昔ながらのコミュニテ

ィが育まれています。   

 次に４ページをご覧ください。「第２章  めざすべき将来像」についてご説明申

し上げます。  

めざすべき将来像としましては、大阪を代表する業務・商業・観光の拠点として

内外から多くの人が集いにぎわうとともに、人と人とのつながりが大切にされ、地

域で支えあい助け合う豊かなコミュニティが形成される”にぎわいとふれあい”あ

ふれるまち中央区の実現をめざします。具体的には記載の通り、四つの項目を掲げ

ております。  

一つ目に、内外から人が集い、にぎわっているまち。二つ目、人と人との絆、ふ

れあいを大切にするコミュニティが育まれているまち。三つ目に安全・安心・快適

に暮らせるまち。四つ目には子育てや子どもたちの学びが適切に応援されているま

ちといった項目で、区民の皆さまから信頼される区役所をめざしつつ、その実現に

向けて取組を進めます。  

それでは、５ページ以降、「第３章  まちづくりの方針」につきまして、各担当

課長よりご説明申し上げます。   

【谷口まち魅力推進担当課長】   

 いつもお世話になっております。まち魅力推進担当課長の谷口でございます。そ

れでは資料の５ページをご覧ください。  

「内外から人が集う、さらなるにぎわいの創出」についてご説明を申し上げます。 

この項目では、資料上段の基本的方針に記載してございます通り、商店会や企業

等と連携・協働して中央区の持つ商店街の魅力や歴史的・文化的資源等の情報を発

信することにより、内外からより多くの人が集い、持続的に区全体がにぎわうまち

づくりを基本方針として取組を進めてまいります。  

この将来像の実現に向けた主な施策といたしまして、一つ目が中央区の魅力情報
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の発信でございます。地域団体や商店会、経済団体等と連携し、中央区の観光・商

業・歴史等のまちの魅力を総合的、効果的に発信し、さらなるにぎわいの創出につ

なげてまいります。情報の発信において大きな役割を果たしている情報発信サイト

「大阪中心」がさらに多くの人に活用されるよう、様々な機会を通じて周知・ＰＲ

を行うとともに、留学生と協働し外国人、海外の方の目線でまちの魅力を発見し紹

介するなど発信情報の充実を図ってまいります。  

二つ目がまちの魅力アップの促進でございます。「にぎわいスクエア」を開催・

活用し、中央区の様々な魅力を効果的に情報発信することにより、ミナミさらには

区全体のにぎわい創出につなげてまいります。また、道頓堀リバーウォーク、通称

「とんぼりリバーウォーク」等の魅力を高める取組や船場地域に数多く存在する近

代建築物等の魅力を発信するなど、民間のアイデアを活用した「ミナミ」や「船場」

地域のまちの魅力向上の取組を官民協働で進めてまいります。さらに、大阪城公園

のパークマネジメントをはじめといたしまして、御堂筋沿道、なんば駅前広場の整

備、道頓堀川・東横堀川の水辺空間活用の取組等と連携いたしまして、区全体のに

ぎわい創出につなげてまいります。  

三つ目が環境づくりの推進でございます。地域住民や商店会、企業等と協働して、

「安心でっせミナミ・すきやねんミナミクリーンアップＰＲ合同キャンペーン」の

実施、客引き行為の適正化や路上喫煙対策などの環境浄化の取組を推進するととも

に、民泊の適法化を促進してまいります。  

こうした施策に取り組むことにより、成果目標につきましては、資料下段の四角

囲み、「成果目標」の欄をご覧ください。にぎわいが区全体に創出されていると思

う区民の割合を 2022 年度、平成 34 年度までに平成 30 年度数値の 20％増としてご

ざいます。私からの説明は以上でございます。   

【岡田市民協働課長】   

 続きまして、市民協働課長の岡田でございます。６ページをご覧いただきますよ
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うお願いいたします。   

 「地域のふれあい、絆づくりの推進」についてご説明をいたします。  

この項目では、住み慣れた地域で人と人とがつながり合い、支え合う豊かなコミ

ュニティが育まれ、また、生涯学習を通じて学びのコミュニティが形成され、地域

への愛着や誇りが高まるとともに、人権啓発の取組を通じて、互いの違いを認め合

い、多様性が尊重されるまちづくりを基本的方針として取組を進めます。  

私どもからは、（１）地域コミュニティの育成支援についてご説明させていただ

きます。  

主な施策としまして、一つ目は区民の地域活動への参加・参画の促進です。福祉

や防災といった身近な問題は、地域での日ごろからの人のつながりが重要であるな

ど地域コミュニティの意義・重要性について広報・啓発を行うとともに、地域の様々

なイベントや活動の情報を収集し発信していくなど、区民の地域活動への参加を促

進いたします。また、活動する地域のスタッフの高齢化による負担感の解消や、将

来の活動の充実を図るため、新たな担い手の掘り起こしに向けた支援を行います。  

 二つ目は、地域活動協議会への支援です。地域活動協議会を核として地域運営が

円滑に行えるよう、中間支援組織による運営事務や事業計画策定等にかかる助言な

どの支援を実施するとともに、各地域活動協議会が実施するイベントや活動等の紹

介、広報支援を行い、区民の地域活動協議会の認知度向上を図ります。   

 三つ目は、多様な主体による連携・協働の促進です。地域活動協議会を核としな

がら、企業・団体等の多様な活動主体間の連携・協働が促進されるよう、各地域の

実情に応じた支援メニューを提供し、市民活動総合ポータルサイトなどの相談窓口

等を通じてマッチングを図るなど、活動の活性化に向けた支援を行います。また区

役所としても企業・団体等の多様な活動主体との連携協力協定を締結し、これらの

活動主体に地域活動への協力を積極的に働きかけていきます。    

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標としましては、身近な地域でのつ
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ながりに関して肯定的に考える区民の方々の割合が 2022 年度、平成 34 年度まで

40％以上を維持することとしています。以上でございます。   

【北 邑 市民活動支援担当課長】   

 市民活動支援担当課長の北 邑 でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、７ページをご覧ください。（２）まちとひとをつなぐ学びのコミュニ

ティの醸成についてご説明いたします。  

主な施策として、一つ目は生涯学習を通じた学びのコミュニティづくりです。小

学校を拠点として活動している地域の生涯学習推進員と連携して、生涯学習の活動

や成果発表の機会を提供するとともに、区内の生涯学習活動の場・機会の情報をわ

かりやすく総合的に提供していくなど、「学びのコミュニティ」づくりを推進しま

す。   

 二つ目はシビックプライドの醸成です。区にゆかりのある歴史・文化の講座やワ

ークショップ等の開催を通じて、地域に根差した学びでまちへの愛着や誇りを高め

ていきます。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標といたしましては、区内各所に行

われる生涯学習の取組への区民の参加・交流が進み、まちへの関心・愛着も深まっ

ていると思う生涯学習推進員の割合について、2022 年度、平成 34 年度までに 65％

以上とすることにしています。   

 次に（３）多様性を尊重する環境づくりについてでございます。  

主な施策として一つ目は、地域に根差した人権啓発の推進です。お互いの違いを

認め合い、多様性が尊重されることで、すべての人がいきいきと暮らすことができ

るよう、人権啓発推進員と連携し、地域に根差した啓発を進めるとともに、小・中

学校における人権学習の機会の充実を図ります。   

 二つ目は多文化共生に向けた環境づくりです。外国にルーツを持つ住民が地域で

孤立しないよう、やさしい日本語、多言語による生活、防災関連情報の提供や、相
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談対応等を行います。多文化共生について住民の理解を深める啓発イベントの開催

や、住民相互の交流の促進を図ります。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標といたしましては、多文化共生な

ど様々な人権課題への理解が進み、互いの違いを認め合い、多様性が尊重されるま

ちになっていると思う人権啓発推進員の割合について、2022 年度、平成 34 年度ま

でに 65％以上とすることとしています。以上でございます。   

【岡田市民協働課長】   

 続きまして８ページをご覧いただきたいと思います。「安全・安心・快適に暮ら

せるまちづくりの推進」についてご説明をいたします。  

この項目では、住民・商店会・企業等と行政・関係機関との連携・協働により、

防災・防犯等まちの安全性を高めるとともに、快適に暮らせる生活環境を創出しま

す。さらに、地域との連携・協働や医療・介護の連携により、高齢者や障がい者な

ど支援を必要とする方々が、自分らしく安心して暮らせるまちづくりを基本方針と

して取組を進めます。   

 まず、（１）防災力の向上からご説明いたします。主な施策として一つ目は、自

助・共助の取組促進でございます。災害時の行動、災害への備え等自助の取組が区

民に浸透するよう、広報・啓発を推進いたします。とくに、マンション居住者や事

業所等に対し、防災出前講座などを活用し防災意識の向上を図ります。災害時に各

地域で安否確認や、救援・救護、避難所運営等の活動が円滑に行えるよう、避難所

開設運営訓練等の実施を支援いたします。   

 二つ目は区の災害対策機能の強化です。実効性のある訓練実施等により、災害時

の対応体制を充実するとともに、防災関係機関との連携を拡充するなど、区役所、

区災害対策本部の機能強化を図ります。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標としましては、避難所開設運営訓

練を継続実施した地域について、 2022 年度、平成 34 年度まで 25 地域を維持する
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こととしています。   

 続いて９ページをご覧いただきたいと思います。（２）防犯等まちの安全対策の

推進についてご説明いたします。  

主な施策として一つ目は、地域・関係機関と連携した対策の推進です。街頭犯罪

の発生件数の削減に向け、地域・警察と連携し、なかでも発生件数の約７割を占め

る自転車盗に対し、二重ロック等の防止対策を進めるなど、広報・啓発活動を推進

するとともに、犯罪抑止につながる防犯カメラの効果的な設置を進めます。また、

倒壊の危険性があるなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定

空家等」については、区役所内に相談窓口を設置し、関係局と連携しながら助言・

指導を行うなどの対策を進めます。   

 二つ目は交通安全対策の推進です。自転車による交通事故の増加傾向をふまえ、

地域・企業・学校等との協働による効果的な啓発手法を検討し、警察と協力しなが

ら交通安全教室等を通じて、安全な自転車利用の啓発を行います。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標としましては、防犯意識の向上が、

安全安心なまちづくりに役立ち、街頭における犯罪の発生抑止につながっていると

思う区民の割合について、2022 年、平成 34 年までに 60％以上とすることとしてい

ます。   

 次に（３）快適な環境づくりの促進についてご説明いたします。  

主な施策として一つ目は、緑化・美化・ごみ減量等の取組の促進です。グリーン

コーディネーターや緑化リーダー、緑化サポーターによる緑化活動や公園愛護会に

よる公園の美化・保全活動、地域団体や企業等による道路清掃、橋洗いなどの取組

を支援するとともに、タバコのポイ捨てやごみの減量化に向けた啓発をはじめ、動

物愛護活動への理解を深めるための啓発に取り組みます。   

 二つ目は放置自転車対策の推進です。放置自転車の削減に向けて、関係局と連携

し、駐輪場の整備や効果的な撤去を促進するとともに、区内の駐輪場の情報発信や
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サイクルサポーターなど地域住民・商店会・企業と連携した区民協働による啓発を

推進いたします。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標としましては、美しく快適なまち

づくりが進んでいると思う区民の割合について、2022 年、平成 34 年度までに 60％

以上とすることとしています。以上でございます。  

【吉村保健福祉課長】   

 保健福祉課長の吉村です。どうぞよろしくお願いいたします。   

 10 ページをご覧ください。地域福祉の推進についてご説明いたします。  

主な施策として一つ目は、見守りネットワークの強化です。高齢者や障がい者な

ど、要援護者を把握するとともに、民生委員等の協力のもと、地域福祉コーディネ

ーターや中央区社会福祉協議会内に設置した「見守り相談室」が中心となって、要

援護者の状況に応じた見守り活動を進めます。   

 二つ目は総合的な相談・支援体制の充実です。分野ごとの相談支援機関では解決

できない事例に対し、分野横断的に各関係機関が集う「総合的な支援調整の場（つ

ながる場）」を設け、複合的な課題の解決を図ります。また、障がい者相談支援セ

ンターや福祉関係機関、ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携を強化し、障がい者

の自立支援に向けた取組を進めます。   

 三つ目は認知症施策の推進です。認知症予防の啓発、初期段階での発見・支援、

容態に応じた介護・医療提供を行うとともに、徘徊による行方不明時の捜索支援、

成年後見制度の活用など本人及び家族のサポートを進めます。これらの施策につい

ては、区民に総合的に情報提供を行います。ここで説明者を代わります。   

【楠保健担当課長】   

 保健担当課長の楠でございます。引き続き、私のほうから説明いたします。   

 四つ目は在宅医療・介護の連携推進です。在宅医療・介護の連携による具体的な

メリット・効果をわかりやすく示すとともに、「中央区在宅あんしんマップ」を更
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新し、区内の関係施設等を検索しやすくするなど、医療・介護関係者の連携強化及

び区民の利用促進につながる取組を進めます。   

 五つ目は介護予防・健康づくりの推進です。「いきいき百歳体操」など介護予防

や体力向上に資する住民主体の活動の場づくりへの支援を行うとともに、医師会等

の関係機関・団体と連携・協働した健康展、健康講座の開催など、区民の啓発に取

り組みます。また、がんの早期発見・生活習慣病の予防に向けて、日程案内などの

情報提供を積極的に行い、がん検診・特定健診の受診率向上を図ります。   

 地域福祉推進にかかる施策全体の成果目標は、高齢者・障がい者等が安心して暮

らし続けることができると思う区民の割合について、2022 年度、平成 34 年度まで

に 75％以上を維持することとしています。以上です。   

【吉村保健福祉課長】   

 続きまして、11 ページをご覧ください。「子育て支援・子どもの学び支援の推進」

についてご説明いたします。この項目では、安心して子育てできる環境が整備され

るとともに、学校園の実情や地域の特性をふまえ、子どもの学びと健全な成長が適

切に応援されているまちづくりを基本的方針として取組を進めます。   

 私からは（１）の子育て環境の整備についてご説明いたします。  

主な施策として、一つ目は地域ぐるみの子育て支援です。子育て応援団の活動等、

区民に身近な地域での子育て支援活動を促進するとともに、区民の子育ての不安・

悩みに対する相談・支援体制を充実します。また、家庭生活面で様々な課題を抱え

る子どもや子育て世帯に対し、学校園や地域等とも連携して必要なサポートを行い

ます。さらに、こども相談センターや地域における支援者、子育て支援施設、保育

所・学校園、医療機関、警察等との連携強化を図り、児童虐待の防止及び迅速な対

応に努めます。   

 二つ目は多様な保育ニーズへの対応です。保育コンシェルジュ（利用者支援専門

員）を配置し、個別のニーズに応じた相談や情報提供を実施し、保育所の待機児童
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ゼロの維持に取り組みます。   

 三つ目は乳幼児の健全な発育に向けた育児支援です。妊娠の届出時から保健師と

の顔の見える関係を構築し、安心して相談できる環境を整えるとともに、健康診査

や発達相談等を通じて、乳幼児の健全な発育を支援します。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標としましては、子育てが地域の人

に（もしくは社会で）支えられていると思う保護者の割合について、 2022 年度ま

で、75％以上を維持することと、持続的に待機児童が解消されている状態を維持す

ることとしております。以上です。   

【北邑市民活動支援担当課長】   

 市民活動支援担当課長の北邑でございます。 12 ページをご覧ください。子ども

の学びと健全な成長の支援についてご説明いたします。   

 主な施策として、一つ目は分権型教育行政の推進です。保護者や地域住民の学校

教育への参画を進め、その意向を学校運営に反映するため、教育会議や区教育行政

連絡会等を開催し、地域の特性に即した教育行政を推進します。   

 二つ目は教育環境の充実支援です。学校園のニーズに応じ、区の特性や強みを活

かした教育支援として、外国にルーツを持つ児童や生徒、発達障がいの児童・生徒

などのサポートをはじめ、学力・体力向上のサポート、学業の遅れが学校嫌いにつ

ながらないよう学習支援が必要な生徒のサポートを行うなど、学校園の取組や子ど

もの学びを支援します。また、児童急増に伴う諸課題について、教育委員会と連携

しながら対応を行います。   

三つ目は青少年の健全育成です。青少年関係団体等と連携し、地域におけるスポ

ーツ・体験活動等の実施や校区内巡回等を支援し、次世代を担う青少年の健全育成

に向けた取組を進めます。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標といたしましては、分権型教育行

政の推進により、自校において、学校の実情に応じた教育が行われ、教育内容がよ
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り充実したと思う区内小・中学校長の割合について、 2022 年度（平成 34 年度）ま

でに 70％以上とすることといたしております。以上でございます。  

【太田総合企画担当課長】    

 総合担当課長太田でございます。 13 ページをご覧ください。   

 「区民から信頼される区役所づくり」についてご説明申し上げます。   

 基本的方針としまして、区民の区政への参画促進、さらなる区民サービスの向上、

効率的な行財政運営の推進を図るなど、区の特性に応じた区政運営を総合的に展開

し、区民から信頼される区役所づくりを進めます。  

まず、 (１ )区民の区政への参画促進についてご説明いたします。   

 主な施策といたしまして、一つ目は区政情報の効果的な発信でございます。広報

紙やホームページ、Twitter など様々な広報媒体を活用しまして、区政運営の情報

が区民全体に適切に届けられるよう情報の効果的な発信を行います。   

 二つ目は、区民の声、地域ニーズの的確な把握でございます。区民モニターアン

ケート、市民の声など様々な機会や媒体を通じまして、多様な区民ニーズを的確に

把握し、区政運営にいかします。   

 三つ目は区政会議の充実です。区政会議を通じまして、企画・計画段階から区民

の意見・ニーズを把握し、施策・事業に反映するとともに、区民の評価をふまえ、

必要に応じ施策・事業の見直しを行います。   

 こうした施策に取り組むことによりまして、成果目標としましては、区政会議に

おいて、各委員からの意見や要望、評価について、十分に区役所や委員との間で意

見交換が行われていると思う区政会議の委員の割合につきまして、75％以上を維持

することとしております。   

 続きまして、 14 ページをご覧ください。最後のページです。   

 (２ )さらなる区民サービスの向上についてご説明いたします。   

 主な施策としまして、一つ目は、総合窓口機能の充実です。区民が抱える様々な
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課題に対しまして、それぞれの内容に応じて関係部局と連携して迅速に対応するな

ど、総合窓口としてのインターフェイス機能や総合拠点機能を充実させます。   

 二つ目は、行政サービスの利便性・満足度の向上です。区役所で実施しています

行政サービスにつきまして、区民の利便性・満足度向上の観点から不断に工夫・改

善を図ります。また、タブレット端末を用いた外国籍住民や聴覚障がい者等とのコ

ミュニケーションの円滑化や、電子申請システムによる行政手続の簡素化など、行

政サービスの利便性を高めるＩＣＴ活用を積極的に推進いたします。   

 三つ目は、区民志向の人材育成でございます。区民の視点で物事を考え、区民サ

ービスや業務効率の向上に前向きに取り組み、社会的要請をふまえ、前例にとらわ

れずチャレンジする職員を育成するとともに、管理監督者のマネジメント力の向上

による組織の活性化を図ります。   

 次に、 (３ )効率的な行財政運営の推進についてです。   

 主な施策といたしまして、一つ目は、業務効率化、ＰＤＣＡサイクルの徹底です。

職場での改善活動やダイアローグ (対話 )等を通じまして、５Ｓ (整理・整頓・清掃  ・

清潔・習慣化 )活動の浸透や業務プロセスの改革・標準化を図りまして、効率的・

効果的な業務執行に努めます。また、区運営方針等を活用し、施策・事業のＰＤＣ

Ａサイクルの徹底を図ります。   

 二つ目は、未収額の圧縮及び歳入確保の取組です。国民健康保険料等の未収金対

策を強化するとともに、行政財産の目的外使用許可による使用料確保や広報紙を活

用した広告料の確保など歳入確保に向けた取組を推進いたします。   

 三つ目は、庁舎の維持管理費削減等、歳出削減の取組です。職員のコスト意識の

徹底を図り、効果的・効率的な庁舎整備管理の推進、光熱水費の削減など経常費削

減の取組を進めます。   

 こうした施策に取り組むことにより、成果目標としまして、市民局調査の「区役

所来庁者等に対するサービスの格付け結果」について、☆☆以上を維持することと
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いたします。以上が将来ビジョンについてのご説明でございます。   

 ここであわせまして、中央区将来ビジョン策定までの今後のスケジュールについ

てご説明いたします。   

 資料１枚もので、「中央区将来ビジョン策定までの今後のスケジュールについて」

と表題のある資料をご覧いただけますでしょうか。資料の左から右に 12 月から３

月にかけてのスケジュールを記載しております。資料左にあるように本日、 12 月

18 日に委員の皆さまよりご意見を頂き、中央区将来ビジョン (素案 )を修正しまし

て、年明け１月 18 日から２月 20 日ごろまでを目安に、広く区民・市民の皆さまか

らご意見を頂くため、パブリック・コメントを実施いたします。その後、パブリッ

ク・コメントにお寄せいただきました、ご意見に対する当区の考えを公表するとと

もに、頂いた意見を考慮しまして、中央区将来ビジョン (案 )を区役所において、２

月中に作成いたします。作成した中央区将来ビジョン (案 )は、３月上旬に開催予定

の第３回目の区政会議におきまして、委員の皆さまにお示しし、あらためてご意見

を頂き、その後の３月中に中央区の将来ビジョンとして策定公表させていただく予

定でございます。   

 以上でございます。それでは議長よろしくお願いいたします。   

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございました。ただいま、中央区の将来ビジョン (素案 )につい

てご説明を受けましたが、ご意見のある方は、質問のある方はどうぞお伺いいたし

ます。質問のある方はおられませんでしょうか。はい、どうぞ。   

【牟田委員】   

 すみません、６ページの、あっ、ごめんなさい、７ページの主な施策の「シビッ

クプライド」っていう意味と、あと 14 ページの総合窓口の機能充実のところの総

合窓口としてのインターフェイス機能や総合拠点機能を充実させますっていう、

「インターフェイス機能」っていう意味を教えてください。   
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【北邑市民活動支援担当課長】   

 市民活動支援担当課長の北邑でございます。横文字を使いまして、わかりにくか

ったということで、非常に申し訳ございません。単純に訳しますと、「市民の誇り」

ということになります。歴史とか文化を学んでいただく、自分の地域を知ることに

よって、その愛着や誇りを高めていっていただく、そういう意味合いで、「シビッ

クプライド」ということばで表現させていただきました。どうぞよろしくお願いい

たします。   

【太田総合企画担当課長】   

 同じく横文字で申し訳ございません。総合窓口としてのインターフェイス機能や

総合拠点機能についてご説明を申し上げます。これまで区役所は局の出先機関とい

う捉え方をされておりまして、区民の方から要望やご意見をいただいても、それは

局でないと解決できません、区では対処しかねます、といった対応をしてきたこと

もあったようですが、近年は「ニア・イズ・ベター」という考えのもと、区役所が

身近な行政機関として区民の皆さまからご意見を聞きし、そして解決を図っていく、

そういう方針が出されております。インターフェイス機能とは顔と顔の見える関係

という意味で、区役所が区民に身近な総合窓口として、区役所が皆さんから頂いた

意見、ご要望をしっかりお聴きし応えていく。あるいは、関係局と連携して応えて

いく、そうした意味合いを説明するのもとして総合拠点機能を充実させると記した

ものでございます。  

【伊藤議長】   

 いいですか。はい、それでは、藤原委員さんよろしくお願いします。   

【藤原委員】   

 意見はまたあとで申し上げたいと思うんですけど、質問として 10 ページですね、

今のご説明ありました、 10 ページの中で、健康づくり、「介護予防・健康づくりの

推進」というところがあるんですけども、ちょっと、あとの単年度の運営方針に出
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てくるかどうか、ちょっと見てないのでわかりませんが、最近、政府のほうも高齢

者の歯科検診っていうのを、非常に力を入れてきてると思うんです。それで、健康

づくりの中に従来、歯科検診っていう非常に弱く位置づけされてたと思いますので、

今回、その健康づくりの中で、歯の問題っていうのは、健康の源っていうことで、

嚥下の問題とか、肺炎につながる問題とかですね、そういったことがありますので、

質問っていうか、要望みたいになってしまうんですけど、歯科検診のことを念頭に

置いておられるかどうかっていうの、一つ質問であります。   

 それと 14 ページのほうで、これも質問なんですが、これもあとで、31 年度の年

間のほうの運営方針に出てくるかどうかもちょっと吟味できておりませんが、庁舎

の維持管理削減の効率的な行財政運営の中の維持管理のほうで、光熱水費の削減と

いうことを挙げられておりますが、これはいわゆるＬＥＤなんかを活用するとか、

そういった具体性のある内容でおっしゃっておられるのかって、その辺を聞きたい

と思います。   

【楠保健担当課長】   

 保健担当課長の楠でございます。高齢者の歯科検診ということでございますけれ

ども、確かに高齢者の口腔ケアについては、非常に重要であるというふうに考えて

おりまして、先日、10 月 24 日に中央会館のほうで、在宅医療講演会というのを開

催させていただきました。そこで、歯科口腔ケアにかかる在宅医療されてる先生の

ほうから、人生 100 年時代、長い人生の中で口腔ケアが非常に重要であるというふ

うなお話を頂いて、歯科健診をかかりつけの歯科ですね、こういったかたちの歯科

をもっていただいて、そこに受診をしていただきたいというふうなお話を頂いたと

ころです。   

 で、健康展、医師会等々、協働で行っております、健康展におきまして、歯科医

師会のほうが 8020 コンクールというかたちで、高齢者のですね、 80 歳以上で 20

本以上の健康な歯をお持ちの方の表彰をさせていただいておりまして、そういった
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かたちで高齢者の方らがよい歯を持っていただくというようなことについて、啓発

を行っておるところでございます。以上です。   

【山下総務課長】   

 総務課長の山下でございます。 14 ページでご指摘いただきました、庁舎の維持

管理費削減につきまして、光熱水費の削減を挙げております。こちらのほうは中長

期的にはＬＥＤによります電気代の低減といったものも視野には入れてございま

すけれども、当面の取組といたしましては、休憩時の不要な電力の削減、電気を消

灯したり、退離席時のパソコンの電源を落とすといったような取組等を含めまして、

無駄な電気代を削減していこうというような取組を中心に行っております。   

【伊藤議長】   

 いいですか。   

【藤原委員】   

 すみません、歯科健診のことで、そこまでいろいろ具体的なことおっしゃってい

ただいておりますので、できましたら、その歯科健診という項目をですね、この文

言のなかに入れていただければどうかなという部分、要望として望んでおきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。   

【伊藤議長】   

 はい。それでいいですか。はい、西村委員さん、はい、どうぞ。   

【西村委員】   

 この中央区将来ビジョンの概要ということなので、やっぱり役所としてはこうい

う書き方がベストなんだろうと思うんですけども、やっぱりこの何に優先順位をつ

けるのか、将来像をこうしたいからっていうね、その辺のなんていうんかな、優先

度合いとか、大事さっていうのが、あまりこう、どれがどうなんっていうのが見え

てこないように思うんですね。そこは、また今後あれですよね、区民に対して意見

を求めるということもあるようですから、もうちょっとわかりやすく出されたほう
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がいいのかなと思いましたのと、成果目標ね、区民の割合何％以上というふうなん

を、ずっとそれぞれに立てておられますよね。私、前回か前々回に聞いたのかどう

か、ちょっと忘れてたらごめんなさい。どういうふうにこの区民の意見を聞いて、

アンケートをとってどうなのか、その総数はどうなんで、どんなときにとってるん

ですかねということなんです。だから、要するに言いたいのは、本当に区民全般的

な人の意見がここに反映されるようになってるのかなっていうのが、ちょっと心配

なのです。はい、以上です。   

【伊藤議長】   

 はい。よろしいですか。   

【太田総合企画担当課長】   

 貴重なご意見ありがとうございます。確かに前回も資料づくりについてご指摘い

ただいており、これまでもわかりやすい資料づくりに努めてきましたが、まだまだ

至らぬ点もございますので、引き続き、わかりやすい資料となるよう努めてまいり

ます。  

区民モニターの件でございますが、区で実施しています区民アンケートは無作為

に抽出した 1500 人の方にお配りし、取りまとめております。1500 人のうち概ね３

割ぐらいの方から返信をいただいき、実数でいいますと 450 人くらいの方々から回

答をいただき、その結果を資料に反映させていただいています。   

【伊藤議長】   

 西村委員、よろしいですか。はい。ほかに質問、はい、石井さんどうぞ。   

【石井委員】   

 すみません、7 ページの（３）多様性を尊重する環境づくりというところの２番

目の多文化共生に向けた環境づくりということなんですけども、我々子ども会をや

っておりまして、やはり親御さんが外国人の方であるという場合がありまして、そ

の方から子ども会に参加したいんだけれどもということをお問い合わせいただく
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ことがあるんです。その場合、我々外国語堪能ではございませんので、そういうと

きにその外国語で対応していただけるような方をご紹介いただけるとか、そういう

ことはできるんでしょうか。そういう方から僕らが通訳していただいて、内容を説

明していただけたら大変親御さんたちも理解していただけると思いますので、そう

いう子ども会に参加したいというかたちの方がいらして、そういう子ども会では何

をしてはるんですかというかたちの質問結構あるので、はい、その辺お伺いしたい

なと思いました。   

【北邑市民活動支援担当課長】   

 市民活動支援担当課長の北邑でございます。今、国際交流センターに、ボランテ

ィアがいらっしゃるんですけれども、交通費だけ負担していただいたら、派遣をし

ていただけるという制度があります。ただ、日程とか、あるいは対応できる言語の

数とかいうような制約がございますので、必ず対応できるかということはあるんで

すけれども、ご相談いただきましたら、国際交流センターのほうにつながせていた

だくということはできると思いますので、よろしくお願いいたします。   

【石井委員】   

 ありがとうございます。   

【伊藤議長】   

 ほかにはございませんでしょうか。   

【藤原委員】   

 質問以外でもいいですか。意見でも。   

【伊藤議長】   

 はい。はい、どうぞ。   

【藤原委員】   

 すみません、何度も。今度は意見なんですけど、藤原ですが、今、おっしゃった

ような子ども会の関係も含めてなんですけども、前回石井さんが子ども会のことを
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ね、少し区役所との関係といいますか、発言あったんですが、私、あるところの町

会長やってまして、それで、地域でも子ども会の存続といいますか、子ども会の活

動自身が、子どもが増えてるにもかかわらず、実際に子ども会に入っておられるっ

ていうか、組織されてる方非常に少ないっていうことで、地域のほうの各町会長さ

んにも、いろいろと協力してほしいという訴えがね、地元の子ども会の責任者の方

からもあったんです、それで、私もその小さい 70 所帯ぐらいの町会なんですけど

も、ある場所をお借りして、このあいだバーベキュー大会をしてですね、少ないん

ですけど、一応マンションの方の町会に入っていただいた方２所帯と子ども会に入

っていただいた方１所帯ということで、そこでバーベキューのなかで入っていただ

いたということで、なんとかせなあかんなというふうに思ってるんです。なんでか

いうたら、やっぱり地域これから存続して、いろんなことでやっていこうと思った

ら、コミュニティとか防災も含めてですけども、やっぱり今現在の子どもがどんど

ん大きくなって、次の地域を担うような子どもであってほしいなというふうに地域

としても思うし、それが一つこれから大きな、非常に人口が増えて、子どもが増え

て、保育所もたくさんできてるのにもかかわらず、地域ではなんかこう、町会の組

織率と子ども会の組織率が逆に低下をしてるということ、非常に大きな矛盾がある

ので、これはなんとかやっぱり、区全体でも考えていく必要があるかなというふう

に思うんですね。それで、言いたいのは、今現在、僕の子どもは 40 年前に保育所

行ってたので、保育所育ちの子ども２人を育ててきたんですけども、そのときから

気づいてたのは、やはり幼稚園、小学校、中学校というＰＴＡの組織も含めて、ず

っと一つのなんていうかね、つながりがあって、それが将来その地域を担っていく

人たちになっていくと。ところが今、圧倒的多数が保育所、共働きで保育所に通っ

ておられる親御さん多いので、保育所の子たちの親御さん、親の関係づくりってい

うの非常に大事になってきてると思いますのでね、そういう意味では、区役所のほ

うにお願いしたいのも、区長も教育委員会の一つ担っていただいておりますので、
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やはり、保育所に通っておられる所帯と幼稚園も含めた地域のこれからの受け皿を

どんなふうにしていくのかなというのが、子どもだけの問題じゃなくって、コミュ

ニティづくり、非常に大きな展望といいますか、夢も出てくると思うので、その辺

をもう少しこの区制会議でもいろいろと議論して、いいものをつくったらなという

ふうに思いますので、一つは言いたいのはやはり、保育所で生活なさってる子ども

と親をどう地域のほうで網羅していく受け皿をつくっていくのかという、これはね、

やっぱり考えていく必要あるんじゃないかなというふうに意見を申し上げたいと

思います。   

【吉村保健福祉課長】   

 保健福祉課長の吉村です。貴重なご意見をありがとうございます。幼稚園ではＰ

ＴＡ活動があって、保護者の方とその幼稚園の先生、その地域といったかたちでつ

ながっています。それがまた小学校、中学校へあがっていって、その地域の活動に

も積極的に取り組んでいただいているということ、重々承知しております。一方で、

保育所はどうなのかというと、共働きでお忙しいのかして、ある保育所ですと、行

事が多すぎてなかなか大変なんだというような、保護者からの愚痴を直接区役所の

ほうに電話をしてこられたこともあります。非常に熱心に取り組まれている保育所

と、参加して非常にいいなと思われる保護者の方もいらっしゃるとは思うんですが、

なかなかその辺ミスマッチがあったりするようです。保育所連絡会という、年に数

回、区役所に来てもらって、いろいろ新しい施策の説明をしたりというような会議

のなかで、各保育所が今おっしゃったつながりというところで、どういう取組をさ

れているのかを一度聞いてみるなり、アンケートなどをして、まずは保育所の実態

と課題等があるかどうか、そういうところから始めていこうかなと考えております

ので、よろしくお願いいたします。   

【藤原委員】   

 いいですか。   
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【伊藤議長】   

 ちょっとすみません。簡単に。   

【藤原委員】   

 ありがとうございます。もう一つね、そういう意味ではね、やはり中央区でただ

１箇所しか、学童保育っていうのがないんですね。学童保育というのは、保育所育

ちの子たちが、鍵っ子というふうな名前で、「いきいき」という小学校でもやって

る分ありますけども、より一層、なんていうんですかね、親の力と指導員の力で、

学童保育っていうのがあるんですよね。ところが、「おおかみ学童」っていうのが、

南大江の公園の近くにあるんですが、今、若いお父さん、お母さんが中大江にも欲

しいなとか、あるいは玉造のほうの校区でいうたら、天王寺まで十数人の学童が、

天王寺の真田山までの学童に通ってる実態がありますので、そういったことを含め

た、なんかそういう連携ができるというか、協議ができるというか、そういうので、

ぜひとも学童保育についてもね、区政として応援をしていただきたいなというふう

に、要望として言っときたいと思います。   

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございます。本当にね、私もね、今おっしゃってることを、地

域の代表としましてね、これはほんとね、昨今いろんな問題ありますけどね、地域

コミュニティとか、言葉ではありますけども、本当にね、町内会が大事なのかとか、

女性会が大事であるとか、いろんなね、今課題があると思いますので、これはすご

い大きな課題と思いますけど、またこれは、役所のほうとこの会議で、議案として

出てくるようなことがあればいいと思いますけども。はい。ありがとうございまし

た。ほかに、何かないですか。   

【岩﨑委員】   

 すみません。   

【伊藤議長】   
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 はい、どうぞ。岩﨑委員、どうぞ。   

【岩﨑委員】   

 すみません。ご説明ありがとうございました。ちょっと、今年ほんとに災害がた

くさんあってですね、弊社も９月 18 日の地震とかもございまして、ご迷惑をかけ

たほうなんですけども、いろいろ避難所の運営とかということで、やっていただい

ていると思うんですけども、 25 箇所も、 25 地域もあるということで、非常に大変

かと思うんですけど、そこに、やっぱり、ちょっと避難所を開設するという、それ

だけの手法だけじゃなくて、やっぱり、そこをどう運営していくのかということが

ね、非常に重要ではないかなと思っていまして、今、まちづくりの団体とかにも入

ってるんですけど、例えば、インバウンドが、たくさん中国の皆さんがいらっしゃ

いますよね。この方々が避難所に避難をされるときに、この避難所というのは地域

の皆さん方の避難所であってですね、インバウンドはたぶん想定をされてないので

はないかというふうに思います。だから、そういうときに、どういう対応をされる

のかとかですね、それから、避難所にはどんなものを、やっぱり常備しとかなあか

んのかとかですね、そういった具体的な運営のところを、お考えになっているのか

も知れませんけども、そういうこともぜひ追加で考えていただきたいなというふう

に思っていますのと、それから、帰宅困難者問題とかもあってですね、会社に、地

震があったら会社に留まりなさいみたいなことを推進はしてるんですけど、なかな

かそれも徹底できてなくてですね、これが市中に出回って、消防車が行くに行けな

いとかですね、こんなことも起こりかねないってことなので、この辺の対策につい

てもですね、少し区としてはお考えをいただけたらなと思ってます。それからもう

１点は、３点目はですね、中央区の、自身のですね、例えば建物の強靭化とかです

ね、どれぐらい進んでるのかなということをちょっとお聞きしたいのと、ＢＣＰの

計画も既にもうできあがってて、今回台風 21 号のときにそれがちゃんと稼動して

て、順調に進んでるのかどうかっていうのも、聞かせていただければなというふう



－27－ 

 

に思ってます。はい、以上です。   

【岡田市民協働課長】   

 市民協働課長の岡田でございます。防災担当してます。よろしくお願いいたしま

す。開設訓練なんですけども、実は、そっちよりも運営訓練を主に置いておりまし

て、開けるだけの訓練は簡単ですので、避難所をいかに運営していくかということ

で、そういうふうなシミュレーション的な訓練はさせていただいております。特に、

中央区の場合、いわゆるストーリーを作りましたシナリオ的に訓練をしていくとい

うのは、あまり意味をなさないと前から思っておりまして、その班ごとに皆さん担

当を決めていただいて、そこに課題をどんどん与えていって、皆さんでこなしてい

ただくということで、なんとかスキルアップをしていただきたいという訓練をこの

間ずっと続けてきております。インバウンドにつきましては、確かにいろいろ問題

がありまして、一番大きな問題は、言葉の問題がたぶん一番大きな壁になろうかと

思います。何ができるか、本当に難しい問題でして、大阪城であり、ＵＳＪいろん

な施設でですね、海外の方を見てると、どうも自分のスマホを、口に当てて、相手

に、当てたら、翻訳できるような、アプリを皆さんお持ちなので、たぶん充電をす

れば、皆さんのスマホでなんとか言葉は対応できるので、充電的なことも必要であ

ろうということで、各避難所、中央区だけなんですが、ガス式の自家発電器を２台、

全避難所に用意させていただいて、そういう電気系統をなんとかしようかと、それ

と、各地域に地域の中の防災計画を作らないといけないという法がありまして、そ

れを作っていただくにあたりまして、区役所から、こういう形でやりましょうと、

ひな形を各 25 の地域にお渡ししてるんですが、その中に、例えば、「トイレはここ

です」とか、「避難所はここです」いろんな言葉を、それに大体 18 カ国語ぐらいや

ったかな。だーっと辞書的に、言葉がもう書いて、それを見せたら自国の言葉を選

んでいただいて、何かが伝わるんではないかなという、辞書的な、これぐらい 400

ページ、200 ページぐらいあるような、大きな辞書みたいなものをお渡ししており
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ますので、それを対応いただければなんとかなるんかなと、まず一歩目は、そんな

とこでなんとかしていただかないといけないのかなと。あと大阪市全体で、通訳ス

テーションといいますか、そういう対応いただくとこをなんとか作っていくという

話も最近出てきておりまして、そこでどう誘導させていただくかということも、今

後訓練の中で取り入れさせていただいて、やっていこうかなと思うんですが、なか

なかその言葉の壁というのが難しゅうございまして、特に、中央区の場合、たくさ

んのいろんな国の方来られてますので、英語だけでは済まないなというのもわかり

ますので、ちょっといろいろ考えて、一歩一歩いきたいなと思っております。ご理

解いただきたいと思います。それと、すみません、建物の、この区役所のことです

よね。   

【岩﨑委員】   

 はい。    

【岡田市民協働課長】    

 耐震につきましては、昭和 56 年の新しい耐震基準以降の建物ですので、建って

もう 30 年なんで、それはクリアされると思うんですが、何分に、ご存知かどうか、

上町断層帯がこのあたりを通っておりますので、それに対してどうかというのは、

なかなか図りきれないことになっております。そういう意味では、耐震的にはなん

とかなるんですが、ご存知のように、耐震というのは躯体が守られるだけで、この

化粧がどうなるかっていうのは、別な話になりますので、これが落ちてきて果たし

て区役所が使える状態かどうかっていうたら、ほとんど未知数です。でも、できる

ところから、いろんな補強はしておりますので、耐震についてもなんとか、耐えて

くれたらというのは、思いとしてはありますので、そこはそのときの状況によって

どうかなというのはあります。で、ＢＣＰにつきましては、区役所の職員の行動を

どうしていくかということになろうかと思うんですが、当然その後ということに関

しましては、区役所の仕事が決まっておりますので、どんどんと、区役所の業務を
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戻していかないといけない。災害対応から区役所の普段業務にどう戻していくかっ

ていうとこが非常に大事でして、そこをどういうふうに今後考えていくかっていう

のは、こないだの地震でも大きな経験ができましたので、一定経験をしていく中で

やるんですが、当然災害時は区役所業務一切止めないといけないので、全部災害対

応に区役所向けますので、その後どういうふうなかたちで、例えば住民情報の担当

であるとか、保健福祉の担当をどういうふうに戻していくかというのは、計画はし

とるんですが、果たしてそれがうまいこといくかは、今後訓練を毎年１回、土曜日

に休日出勤させまして、訓練もしておりますので、そうしたものも取り入れながら

やっていきたいなと思ってます。区役所の行動マニュアルについては、今後またい

ろんなかたちで整理も修正もしながら、いいものにしていきたいと思っております

ので、心配なことは多々あると思いますが、区役所で考えられる限り、対応してい

きたいなと思っておりますので、ご理解いただきますように、よろしくお願いいた

します。  

【伊藤議長】   

ほかにはないでしょうか。ないようでしたら、多数の貴重なご意見をいただきま

したので、お引き受けいただきますようにお願いいたしまして、次の議題に移りた

いと思います。  

それでは続いて議題２の平成 31 年度中央区運営方針（素案）について区役所の

ほうからご説明をお願いいたします。   

【太田総合企画担当課長】   

 それでは議題２の平成 31 年度、来年の中央区運営方針（素案）についてご説明

申し上げます。お手元資料の右肩に２－１と表示してます。Ａ４横長の資料をご覧

ください。こちらが平成 31 年度運営方針（素案）の概要版でございます。戦略ご

とにめざすべき状態と、それに向けた 31 年度の取組、成果目標について１枚ずつ

分かりやすく整理してまとめたものでございますので、この資料に沿って担当課長
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より順次ご説明申し上げます。なお、先ほど同様、資料右下にページ番号を表記し

ていますので、参考にしていただければと思います。それでは、お願いします。   

【谷口まち魅力推進担当課長】   

 まち魅力推進担当課長谷口でございます。  

それでは、資料の２ページをご覧くださいませ。【経営課題１】です。「内外から

人が集う、さらなるにぎわいの創出」（戦略１－１）商店会等との協働による、に

ぎわい魅力の創出、発信についてご説明申し上げます。  

まずこの経営課題のめざす状態は、資料左上の四角囲み、「めざす状態」の３行

目に記載の通り、内外から多くの人を惹きつけ、区全体がにぎわっている状態でご

ざいます。平成 31 年度の取組といたしまして、まず一つ目が①魅力情報の効果的

な発信でございます。にぎわい情報サイト「大阪中心」などを活用し、ＬＩＮＥア

プリでの情報発信の充実や、海外からの留学生と連携するなど、中央区の魅力情報

を効果的に発信してまいります。  

二つ目が②にぎわいスクエアを活用した、にぎわいの創出でございます。年々活

況を増しております道頓堀の夏のイベント「にぎわいスクエア」を開催、活用いた

しまして、区内の様々な魅力情報を効果的に発信することにより、ミナミの活況を

区全体のにぎわいにつなげる取組を進めてまいります。  

三つ目が③まち魅力アップ推進事業でございます。「ミナミ」および「船場」地

域のまち魅力アップを推進するため、道頓堀リバーウォークの魅力を高める取組や

船場地域に数多く存在する近代建築物の魅力を発信するなど、民間のアイデアを活

用した、まち魅力向上の取組を官民協働で進めてまいります。  

こうした取組の平成 31 年度の成果指標につきましては、資料中段以下、白抜き

の丸囲み内に記載してございます。まず①魅力情報の効果的な発信の指標につきま

しては、中段一つ目の丸をご覧ください。こちらは、にぎわい情報サイトページビ

ュー数について平成 29 年度実績の 3％増としてございます。次に、②にぎわいス
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クエアを活用した、にぎわいの創出の指標。こちら真ん中の右上の丸でございます

が、にぎわいスクエアが区全体のにぎわい創出につながっていると思う参加者の割

合を 50％以上としてございます。次に③まち魅力アップ推進事業の指標。一番下

の丸でございますが、こちらは区政推進基金を活用し、効果的に官民連携の事業が

行われたと思う区民の割合が 50％以上としてございます。  

最後に全体のめざすべき将来像の成果指標でございますが、資料の一番下の矢印

に記載の通り、にぎわいが区全体に創出されていると思う区民の割合が、平成 34

年度、2022 年度までに平成 30 年度数値の 20％増としてございます。私からの説明

は以上でございます。   

【岡田市民協働課長】   

 市民協働課長の岡田でございます。  

３ページをご覧ください。次に、【経営課題２】（戦略２－１）人と人とのつなが

り・コミュニティづくりの促進についてご説明いたします。  

めざす状態、左上にございます四角の中ですが、人と人とのつながりづくりを進

め、地域コミュニティを再生させることにより、豊かなコミュニティが形成される

とともに、多様な主体による連携・協働が活発に展開されている状態です。その下、

平成 31 年度の取組として、一つ目でございますが、区民の地域活動への参加促進

でございます。福祉や防災といった問題は日頃からの地域のつながりが重要である

ことから、人と人とのつながりづくりを進めるため、広報紙や Twitter を活用した

地域活動に関する情報を積極的に発信するとともに、地域団体への加入促進パンフ

レットの作成やＩＣＴを活用した情報発信など、中間支援組織を通じた支援に取り

組んでいきます。  

二つ目は多様な主体による連携・協働の促進です。地域活動協議会を核とした地

域運営が行えるよう市民活動団体、企業等、行政といった多様な活動主体間の連携・

協働の促進に向けて市民活用ポータルサイトへの登録に向けた支援制度と、活用事
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例の説明や地域活動協議会活性化セミナーの開催などに取り組みます。  

こうした取組の平成 31 年度の成果指標につきましては、資料右側に記載の通り、

上側の丸ですが、区民の地域活動への参加促進について、身近な地域でのつながり

に関して肯定的に考える区民の割合が 40％以上。で、下につきましては、多様な主

体による連携・協働の促進ですが、まちづくりに関する活動が、地域活動協議会を

はじめ地域団体や市民、ＮＰＯ、企業など様々な活動主体との連携・協働により進

められていると思っている区民の割合が 30％以上としております。  

全体の成果指標としましては、一番下にある四角の中ですが、資料、身近な地域

でのつながりに関して肯定的に考える区民の割合について 40％以上を維持すると

しております。以上でございます。   

【北邑市民活動支援担当課長】   

 市民活動支援担当課長北邑でございます。  

４ページをご覧ください。次に【経営課題２】（戦略２－２）学びのコミュニテ

ィの形成についてご説明いたします。  

めざす状態につきましては、区民が自らの学びを深めることにより、区民の交流

が進み、わがまち中央区への愛着や誇りが高まる、まちづくりが進んでいる状態で

す。  

平成 31 年度の取組といたしまして、一つ目は市民力を育む生涯学習の推進です。

小学校を拠点として活動している地域の生涯学習推進員と連携して、生涯学習ルー

ム交流会や生涯学習フェスタの実施をはじめ、より多くの区民参加・交流が促進す

るよう情報提供などの生涯学習活動の支援に取り組みます。  

二つ目は、歴史・文化を生かした生涯学習です。区にゆかりのある歴史・文化の

講座やワークショップ等の実施や伝統文化を学ぶ事業の実施などにより、地域に根

差した学びと行動がつながる生涯学習のさらなる活性化に取り組むとともに、中央

区の「まちのすぐれもん」活動を通じたまちの魅力情報の発信に取り組みます。  



－33－ 

 

こうした取組の平成 31 年度の成果目標でございますけれども、資料の右側にご

ざいますように、市民力を育む生涯学習の推進については、生涯学習ルーム交流会

の参加者のうち、「学びを通じた交流が深まった」と回答した人の割合が 50％以上。

歴史・文化を活かした生涯学習につきましては、事業に参加した区民のうち、「区

にゆかりのある歴史・文化等を学ぶことによりまちへの愛着が深まった」と思う人

の割合が 50％以上です。  

全体の指標といたしましては、資料の一番下の欄にございますけれども、区内各

所で行われる生涯学習の取組への区民の参加・交流が進み、まちへの関心・愛着も

深まっていると思う生涯学習推進員の割合について、平成 32 年度、2020 年度まで

に 60％以上とさせていただいております。以上でございます。   

 引き続き５ページをご覧ください。次に【経営課題２】（戦略２－３）多様性が

尊重されるまちづくりについてご説明いたします。  

めざす状態は、互いの違いを認め合い、多様性が尊重されるまちづくりが進んで

いる状態です。  

平成 31 年度の取組といたしましては、一つ目は、地域に根差した人権啓発の推

進です。パネル展の開催や、人権啓発推進員学習会の開催など、人権啓発推進員と

連携し、地域に根差した啓発を進めるとともに、区内市立小・中学校の子どもを対

象とした人権学習会を実施するなど、小・中学校における人権学習の機会の充実を

図ります。  

二つ目は、多文化共生に向けた環境づくりです。多文化共生をテーマとする区人

権啓発推進員学習会やパネル展の実施、外国籍児童生徒サポート事業を実施し、多

文化共生に向けた環境づくりに取り組みます。  

こうした取組の平成 31 年度の成果目標は、資料の右側に記載されております通

りでございまして、地域に根差した人権啓発の推進については、人権啓発事業の参

加者のうち、事業が人権問題への関心や意識を高めるうえで役立ったと思う人の割
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合が 60％以上。多文化共生に向けた環境づくりについては、人権啓発推進員学習

会参加者のうち、多文化共生についての理解が深まったと思う人の割合が 60％以

上です。  

全体の成果指標といたしましては、資料の一番下のところにございますように、

多文化共生など様々な人権課題への理解が進み、互いの違いを認め合い、多様性が

尊重されるまちになっていると思う人権啓発推進員の割合について、平成 32 年度、

2020 年度までに 60％以上とさせていただいております。以上でございます。   

【岡田市民協働課長】   

 市民協働課長の岡田でございます。  

６ページをご覧いただきたいと思います。次に【経営課題３】（戦略３－１）地

域防災力の向上についてご説明をいたします。  

めざす状態は左側にあります、自助・共助・公助の役割分担のもと、大規模災害

時の防災対策が進んでいる状態となります。  

平成 31 年度の取組としまして、一つ目は自助の取組啓発でございます。自助に

よる取組推進を図るため、防災出前講座の開催や防災講演の実施、広報紙による防

災啓発に取り組みます。  

その成果目標につきましては、その右側にあります通り、自助の取組啓発につい

て、自助による備えが必要だと考える受講者の割合が 70％以上としております。  

二つ目は、地域での共助の取組の推進支援でございます。地域における安否確認

や避難所運営等の災害対策活動の促進のため、避難所開設運営訓練や防災図上訓練

や地域防災リーダー訓練の実施など、自主防災組織等が実施する訓練等の内容充実

等に取り組みます。  

その成果指標につきましてはその右側にあります、訓練等が地域防災力の強化・

向上につながっていると考える訓練参加者の割合が 70％以上としております。  

三つ目は、区災害対策機能の強化でございます。区災害対策機能の強化のため、
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区職員および区役所へ参集する市職員が迅速に災害対応業務を行えるよう、区災害

対策本部設置運用訓練の実施や防災パートナー登録制度の周知など、各防災関係機

関との連携強化に取り組みます。  

この成果指標につきましては、その右側、訓練等が区の防災力向上につながって

いると考える訓練等参加者の割合が 70％以上としております。  

全体の成果指標としましては、資料下段にあります通り、避難所開設運営訓練を

継続実施した地域が 25 地域であることとしております。以上でございます。  

続きまして７ページをご覧ください。【経営課題３】（戦略３－２）街頭における

犯罪の削減と安全対策の推進についてご説明いたします。  

めざす状態につきましては、街頭における犯罪が発生しにくい環境が整備される

とともに、区民の防災意識が高まり、まちの安全性の向上が図られている状態とな

ります。  

平成 31 年度の取組としまして、一つ目につきましては、警察、地域と連携し、

自転車盗難防止等、啓発活動の推進でございます。警察、地域とも連携しながら自

転車盗防止・自転車利用マナー向上啓発キャンペーンや、幼稚園や小・中学校等に

おいて防犯教室や交通安全教室を実施するなど自転車盗対策を中心に、事故防止・

マナー向上・放置自転車対策など総合的に取り組みます。  

その成果指標につきましては、右側の丸の中ですが、防犯意識が向上したと思う

区民の割合が 40％以上としております。  

二つ目は、防犯カメラの設置支援でございます。街頭犯罪等の犯罪の発生を抑止

するため、防犯カメラの整備を行います。なお、防犯カメラにつきましては、平成

27 年度から平成 30 年度まで累計 183 台設置してきておりますが、平成 31 年度は

10 台を整備する予定となっております。  

この成果指標につきましては、その右側、防犯カメラの設置が防犯意識の向上に

つながると思っている区民の割合が 40％以上としております。  
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全体の成果指標としましては資料下段にありますように、防犯意識の向上が、安

全安心なまちづくりに役立ち、街頭における犯罪の発生抑止につながっていると思

う区民の割合について 50％以上を維持するとしております。以上でございます。   

【吉村保健福祉課長】   

 保健福祉課長の吉村でございます。   

 ８ページをご覧ください。次に、【経営課題３】（戦略３－３）要援護者の見守り、

総合的な支援、介護予防の推進についてご説明いたします。   

 めざす状態は、要援護者について多方面から包括的な支援ができる体制が充実し

ている状態です。   

 平成 31 年度の取組として、一つ目は、見守りネットワークの強化です。高齢者

や障がい者などの要援護者を把握するとともに、必要に応じた見守り活動を行うた

め、要援護者名簿の作成や地域福祉コーディネーターによる見守り活動の強化に取

り組みます。   

 二つ目は、総合的な相談・支援体制の充実です。各分野の相談支援機関や、地域

との連携強化や、既存の仕組みでは解決できない支援困難事例に対する施策、横断

的な課題解決に向け、関係者に対する研修の実施や総合的な支援調整の場（つなが

る場）を開催します。   

 三つ目は認知症施策の推進です。「いきいき百歳体操」の普及・啓発や、認知症

講演会の開催、区ホームページ内への認知症情報サイトの立ち上げ、周知など、認

知症の予防に努めるとともに、初期の段階での対応、行方不明時の早期発見のため

のメール配信などの施策を推進します。また、これら認知症対策の取組について、

積極的に情報発信し、区民に総合的な案内周知を行います。   

 こうした取組の平成 31 年度の成果指標は、資料右側に記載の通り、一番上が見

守りネットワークの強化ですが、地域福祉コーディネーターが受け付けた相談件数

が 7,800 件以上。次に、総合的な相談・支援体制の充実については、研修会の参加
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者へのアンケートで「研修を受講して連携が強化された」と回答した割合が 75％

以上、認知症施策の推進については、講演会の参加者へのアンケートで「認知症に

関する理解が深まった」と回答した割合が 75％以上です。ここで説明者を代わり

ます。  

【楠保健担当課長】   

 保健担当課長の楠でございます。引き続き私から説明いたします。   

 ８ページ目、四つ目、在宅医療・介護の連携推進です。在宅医療・介護連携推進

協議会を開催し、関係者間の意見交換を図るとともに、講演会、研修会などにより、

区民や関係者に対して、連携による具体的なメリット・効果を示し、必要性を啓発

します。また、「中央区在宅あんしんマップ」を更新し、関係施設を検索しやすく

するなど、区民の利用や関係者の連携に役立つよう取り組みます。   

 五つ目は介護予防の推進です。生活習慣を見直し、健康づくりを促進するため、

関係機関と連携・協働して健康展を開催するなど、区民の啓発に取り組みます。ま

た、「いきいき百歳体操」や「かみかみ百歳体操」など、介護予防に役立つ取組に

ついて、地域への普及に向けた支援を行います。   

 これらの取組の平成 31 年度の成果目標は、右側に記載の通り、在宅医療・介護

の連携推進については、在宅医療・介護連携が図られていると考えられる研修会参

加者の割合が 60％以上、介護予防の推進については、「いきいき百歳体操」の実施

数が、 19 グループ以上です。   

 全体の成果指標としては、資料の下に記載の通り、高齢者・障がい者等が安心し

て暮らし続けることができると思う区民の割合について 75％以上を維持すること

としています。以上です。   

【吉村保健福祉課長】   

 続きまして９ページをご覧下さい。次に【経営課題４】（戦略４－１）地域ぐる

みの子育て支援についてご説明いたします。   
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 めざす状態は、地域において、いつでも気軽に子育ての相談ができ、子育てに対

する不安感や負担感が減って、安心して子育てができると感じている状態です。   

 平成 31 年度の取組として、一つ目は、区、地域が連携した子育て支援です。地

域主体の子育て応援団の取組が充実するための支援や、保育士・保健師・家庭児童

相談員を区役所に配置し、必要に応じて地域にも出向いて相談を受けるなど、区民

に身近な地域での子育て支援活動を充実させるとともに、区民の子育ての不安、悩

みに対する相談支援体制の充実に取り組みます。   

 二つ目は、多様な保育サービスの提供です。保育所の待機児童ゼロを維持できる

よう取り組むとともに、区民の様々な保育ニーズに対応した相談・情報提供体制を

充実するため、引き続き保育コンシェルジュを１名配置し、教育、保育施設や地域

の子育て支援事業等をスムーズにご利用いただけるよう、個別のニーズに応じた相

談や情報提供等に取り組みます。   

 こうした取組の平成 31 年度の成果指標は、資料右側に記載の通り、一つ目の区、

地域が連携した子育て支援については、地域主体の子育て応援団の取組に満足して

いる参加者の割合が 80％以上。多様な保育サービスの提供については、地域子育

てサークルに参加した保護者のうち、保育に関する必要な情報が入手できていると

感じている方の割合が 80％以上です。   

 全体の成果指標としては、資料下段にありますように、子育てが地域の人に（も

しくは社会で）支えられていると思う保護者の割合について 75％以上を維持し、

持続的に待機児童が解消されている状態としています。以上です。   

【北邑市民活動支援担当課長】   

 市民活動支援担当課長の北邑でございます。   

 最後のページ、 10 ページをご覧いただきたいと思います。次に、【経営課題４】

（戦略４－２）子どもの学びの支援についてご説明いたします。   

 めざす状態は、区内学校園、子ども・保護者や地域住民のニーズを把握し、学校
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園と連携しながら、子どもの教育支援が行われている状態です。   

 平成 31 年度の取組といたしましては、一つ目は、分権型教育行政の効果的な推

進です。教育会議の開催や区教育行政連絡会の開催などにより、保護者や地域住民

の学校教育への参画を進め、地域の特性を生かした教育行政を推進します。また、

教育委員会事務局兼務の区職員対象の研修や、区教育行政連絡会での小・中学校長

向けの研修を開催し、分権型教育行政の効果的な推進に向けた取組を進めます。   

 二つ目は、学校園のニーズに応じた教育支援です。発達障がいサポート事業、外

国籍児童生徒サポート事業の実施や、子どもの英語力向上支援事業、体力向上支援

事業の実施、民間事業者を活用した課外学習支援事業（寺子屋ちゅうおう）を実施

することにより学校園のニーズに応じた取組や、子どもの学びの支援を行います。  

 こうした取組の平成 31 年度の成果指標は、資料の右側に記載がございますよう

に、分権型教育行政の効果的な推進については、学校の実情に応じた教育が行われ、

教育内容がより充実したと考える区内小・中学校長の割合が 40％以上等です。そ

れから、学校園のニーズに応じた教育支援については、事業が効果的と考える校園

長の割合が 70%以上等です。   

 全体の指標といたしましては、資料の一番下段のところに記載がございますよう

に、分権型教育行政の推進により、自校において、学校の実情に応じた教育が行わ

れ、教育内容がより充実したと思う区内小・中学校長の割合について、平成 32 年

度、 2020 年度までに 50％以上とさせていただいております。以上でございます。  

【太田総合企画担当課長】   

 それでは、平成 31 年度中央区運営方針（素案）につきまして、委員の皆さまよ

りご質問を頂戴したいと思います。議長、よろしくお願いいたします。  

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございました。ただいまの平成 31 年度中央区運営方針 (素案 )

についてご説明をお受けいたしました。この件につきまして、委員の皆さんからご
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意見やご質問をお伺いいたします。   

【千田委員】   

 はい。   

【伊藤議長】   

 千田さん、どうぞ。   

【千田委員】   

 先ほどご説明で、見守りネットワークの強化ということでしたですけども、地域

福祉コーディネーターが受け付けた相談件数が 7,800 件以上。この件数が増える

と、要援護者名簿がどんどん増えていくんですよ。要援護者名簿が増えていくと、

それら名簿を持っているのは、僕の知ってる限りほとんど民生委員だけやと思うん

です。ほんなら、僕の今、まわってる桃園地域なんですけども、老人の数とか障が

い者とかみんな含めてたくさんおられます。とてもまわりきれない状態ではありま

す。ですが、できる限りまわってるんですけども、めざす状態として、要援護者に

ついて多方面から包括的な支援ができる体制をまだなかなか充実するのは難しい

かなと思うんですけども、この要援護者名簿というのは、あくまでもやっぱり個人

情報ですので、ほかの団体にばらまくということはできないと思うんですけども、

今後それをうまく運営していくためにはどのようにしていったらいいかというこ

とを、教えてほしいのと、それと、先ほど、在宅医療・介護連携推進協議会の開催

というふうにありましたけれど、これは僕、初めて聞いたんですけど、これ、どこ

でどういうかたちでやっておられるのかというのを確認したいんですけども、よろ

しくお願いします。   

【吉村保健福祉課長】   

 保健福祉課長の吉村でございます。見守りネットワークの強化の関係で、どんど

ん見守りの名簿の人数が増えていって、現在、事実上、地域福祉コーディネーター

と民生委員の皆さんで見守り活動を行っていただいておって、例えば、その地域の
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団体というところには、お持ちいただいているところもあるかもしれないんですが、

実際にはそれを活用してというよりも、大事に金庫の中にしまってるとかいうよう

な話もお聞きします。 24 区の福祉担当課長会、私も月１回市役所のほうに行くん

ですが、やっぱり、区によってだいぶ温度差がありまして、地域に渡して、地域も

町会も見ているという区も１区か２区ぐらいあったかもしれませんが、大半は現状、

中央区と同じような状態ということです。なかなか、一度にはいかないとは思うん

ですけど、どうしてもやっぱり個人情報の取り扱いということで、だいぶ抵抗感が

あられるようなんです。その辺につきまして、また今後引き続き、今すぐ、ちょっ

とどうこうっていうのはなかなかできないんですけども、引き続き検討課題として

考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。   

【楠保健担当課長】   

 保健担当課長の楠です。在宅医療・介護連携推進協議会につきましては、平成 27

年度から設置をいたしておりまして、これも中央区だけではなく、 24 区に同じよ

うな協議会なり会議が設置されてるところでございます。構成団体の内容としまし

ては、医師会、歯科医師会、薬剤師会、三師会とですね、介護の事業者の連絡会の

代表者の方、あと、地域包括支援センター、社会福祉協議会、で、中央区役所とい

うような形で構成されておりまして、年に２回ほど開催をさせていただいておりま

す。関係者の皆さまから在宅医療・介護連携の取組状況について、ご報告いただい

たり、意見交換をしているという状況でございます。以上です。   

【千田委員】  

 これ、どこでやってはるんですか。   

【楠保健担当課長】   

 区役所の会議室です。   

【千田委員】   

 会議室。   
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【楠保健担当課長】   

 はい。   

【千田委員】   

 中央区に特養の施設ありますよね。なんて言うんですか、さくらですか。   

 特養の施設の。待ち人数とかよく聞きますけども、やはりなかなか入れないもん

なんですか。   

【吉村保健福祉課長】   

 なかなか入れないですね。   

【千田委員】   

 どれぐらい入れないんですか。   

【吉村保健福祉課長】   

 最新の数字はもってないんですけども、なんか 100 人くらいお待ちだとかいうの

を２年ぐらい前に聞いたことがございます。   

【千田委員】   

 確かにね、中央区は老人の方がたくさんおられまして、本当に介護を必要とされ

る方も本当にたくさんおられます。そんな中で、家族の方が看ておられるところは

いいんですけども、自分一人で生活されて、本当にもう介護の施設に入ってもらわ

なくてはいけないっていう方もたくさんおられますんで、そういう方をどういうか

たちで僕らも斡旋していけばいいのか、また、「もも」になんかにも相談もしてま

すけども、現場にいてるとそういうことはつくづく考えることがありますので、ま

たそういう体制なり、また何かありましたらよろしくお願いしたいと思います。   

【伊藤議長】   

 千田委員、いいですか。   

【千田委員】   

 はい。   



－43－ 

 

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございました。ほかに、はい、どうぞ。西村委員、どうぞ。   

【西村委員】   

 それぞれのね、課題のところ、それぞれごとになんか予算ですね、予算が付され

ている部分と、いや、あれ全然ゼロやないのっていうところとあるんですけども、

これは私、個人的な感想意見かもわかりませんけれども、経営課題１の内外から人

が集うという、そこのところで、とんぼりとか何でしたっけ、何やらスクエア、そ

れで 1,200 万円ぐらいですね。で、地域のふれあいとか、絆づくりの推進というと

ころでは、非常に予算額が抑えられてるなと思うんですよ。で、先ほどの老人介護

でも、子どもさんのことでもやっぱり地域のコミュニティが大事で、まだ認知症寸

前という人でもやっぱり、町会のつながりとか、ご近所さんつながりでね、その辺

をつかめることもありますし、今、あれですか、コミュニティということで言いま

すと、地活協とか、私、古いことはわからないんですが、ここへ出されてる予算は

ゼロということで、でも、私たち、私、ご近所の町会とかいろいろ見てまして、役

員でもなんでもないんですけど、やっぱりすごく一生懸命やってはるし、それで地

域のつながりを作っていってくれはるというのもあるのでね、もっとこう、リアル

にそれぞれの地活協ですか、町会とかいろいろね、そういうところがどういうふう

にして運営されてて、どんなに皆さんをね、つなげてるのかっていうのをこういう

ところでね、何か、ああいうパネルですか、なんかででもね、見せていただいたら

もっとわかるのになって思いました。   

 やっぱり、こないだの地震ですね、台風ですね、あの時でもやっぱりもう一番、

即、言ったらもうご近所さん、町会さん地活協なりが頼りになりますのでね、それ

はすごく思いました。以上です。   

【山下総務課長】   

 総務課長の山下でございます。西村委員、いつも予算についていろいろご指摘い
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ただきまして、ありがとうございます。   

 こちらのほうに掲載させていただいてます予算は、中央区役所で所管しています

全体の予算を必ずしも示しているものではございませんで、しかも現時点では、ま

だ、市会のほうに提出に至ってない予算要求額でございます。予算につきましては、

あらためてまた次回のときに全体像をお示しいたしまして、ただいま、ご指摘いた

だいたような地域の活動に対します補助金の額とか、そういう個別のものについて

全体像を見ていただくように準備してまいりたいと思います。ちなみに先ほど、今、

３ページの区民の地域活動への参加促進について、予算額のところが何もついてな

いのではないかということをご指摘いただいてたと思うんですけども、こちらのほ

うに掲げております内容が情報発信ですとか、パンフレット作成の支援といって、

いわゆる大きな予算を伴わないものでございますので、具体的に各地域活動協議会

の補助金の額で申し上げますと、平成 30 年度で申し上げますと、 5,905 万 7,000

円という予算を今、運用をしております。来年度もほぼ同じような規模の予算を要

求しておりまして、次回のときにあらためまして、平成 31 年度の正式な予算額と

いうものをご説明させていただく機会がございます。   

【伊藤議長】   

 はい、西村委員、いいですか。   

【西村委員】   

 はい、あれですね、パブリック・コメントを求めるということなので、その辺は

素人のやっぱり、区民がわかりやすいように出していただいたらと思います。   

【伊藤議長】   

 はい、それではほかにご質問か、ないでしょうか。はいどうぞ。   

【藤原委員】   

 すみません、何度も。藤原です。一つはですね、経験、今回の災害のことで経験

上をお話ししたいんですけども、毎年自主訓練いうのを災害訓練やってますが、ど
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うしても、地震を前提にした訓練多いんです。で、大阪的には、この数十年台風と

いう被害があまり経験ないということで、若い人たちも台風の恐ろしさというのを、

つくづく今回は感じたかなと思うんですね。そう思うと、避難訓練のことなんです

けども、災害の訓練ですけども、避難場所の位置づけも訓練とあわせて、ちょっと、

私自身も頭チェンジしていかなあかんなと思ったのは、地震は災害起こってからの

対応で、避難どうするかということなんですが、台風の場合は、時間の経過をずっ

と追ってですね、もう近づいてくるだろうというようなことは予測を立てれるとい

う違いがありますよね。そうすると、台風 21 号のときの恐ろしさが、台風 24 号が

来たときに、非常にその恐ろしさって皆さんもうお持ちなんです。それで、大阪、

中央区っていうのは、聞いた話ですけども、西成区、浪速区、その次に第３位に 65

歳以上の高齢者の一人暮らしがベスト３に入ってるというふうに 47％でしたかね、

聞いたことがあるんですが、非常に一人暮らしの方が不安に思われたんです。そう

するとですね、地震起こったときの災害対応じゃなくって、早めに避難所を開けな

あかんということが求められる可能性がこれからもね、あるんではないかなという

ふうに思うんで、その辺、自分自身の反省でもあるんですけども、どういうふうに

これからとらまえて、地域で訓練する場合にもそういうこのなんていうか、早めの

対応できる避難訓練というか、そういうことをして、で、広報で「今、小学校が避

難場所として開いてますよ」ということが言えて、はじめて早めに来ると。真っ只

中に避難せえって言ったって、それは無理な話なんですよね。そういったことをや

っぱり、今後考えていく必要があるんかなというふうに思った次第です。   

 それと、タワーマンションの近代的なマンションでも落とし穴があるなと思った

のは、今回の台風でもやはり、１日電気が止まって水が出なかったいうマンション

がいくつかございまして、その方々も単に一人暮らしじゃないんですけども、住ま

いの機能が断絶してしまってですね、おトイレも駅のほうのおトイレまで行った

方々もおられるというふうに聞いてますので、そういった台風の災害に対する見直
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しっていうか、そういったことも私自身もかなりそれは思いましたので、これから、

そういうことを反映していただくようなことが必要かなというふうに思います。   

 で、もう一つは質問なんですけども、住民自身が日ごろから自分たちの地域のこ

とを本当に考えて、自分たちの頭で運営していこうということが非常に大事だと思

うんですね、これから。そうすると、情報がたくさんあるほど、関心が高くなると

思いますので、これも質問なんですけど、もし、議会との関係で市会のほうの専門

委員会ですか、委員会のね、ライブの中継みたいなモニターとして、区役所のロビ

ーなんかで見られてですね、今どのように動いていってるのかというようなことが、

議会や市側の行政として、モニターを通じて市民に関心、区民に関心を持つような

システムっていうのは、比較的お金かからんとできるもんなんでしょうかというの

をちょっと質問したいです。もし、可能であれば、ちょっとでもやっぱり、関心持

っていったほうが地域のためには、僕はいいんじゃないかなというふうに思います

ので、その辺の質問ですがお願いしたいと思います。   

【伊藤議長】   

 はい、いいですか。今おっしゃったように、この間の災害については、本当に今

まで我々も訓練してきたんですけど、本当に対応を見直さないかんなと地域でも考

えたんですけど、この点については岡田さん、どうですか。   

【岡田市民協働課長】   

 ありがとうございます。岡田でございます。  

 台風、避難所という特殊性を考えたときに、地震と台風っていう二つお話し出た

んですけど、地震の場合は、避難所自身が建ってるかどうか、まず１点大きな問題

がある。そのあとに使えるかどうかの判断をしていかなあかんというのがあります。

台風のときの問題点は台風に耐えられるかどうか、それを事前に判断できるかどう

かっていうのがあります。ですから、避難所やから安全やという神話みたいなもの

がどうもあるみたいでして、今回も台風で窓ガラスが全部割れ、屋根が抜けってい
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う避難所も多々ありましたので、行ったら安全やという神話を与えるのはすごく怖

いです。ただし、そうはいっても避難をしていただかないとおっしゃったように、

一人暮らしの老人の方が不安におられる時もあるので、今回も区役所のロビーであ

るとか、例えば、「もも」であるとか、ちょっと、強固であって人がいて確実なと

ころを今回も開けさせていただいて、避難をしていただくことは可能にしたんです

が、今後、大きなそういう台風含めて、小学校の体育館を地域の方に開けていただ

くことに対して、どう判断していくかについて、本当検討して考えていかなあかん

なって思ってます。なので、台風についてはおっしゃるように、刻一刻と近づいて

来るルートもわかりますし、大きさもわかりますので、当然、事前的に何かをして

いかなあかんというのは、今回で大きな経験できてますので、それにつきましては

適切に判断をして、開けるものは開け、情報を出して、避難をいただくことは考え

ていこうと思っておりますので、試行錯誤になろうかと思いますが、ご理解いただ

きたいです。   

 タワーマンションの件に関しましては、これはもう前々から何かの折にはずっと

言ってきてまして、「停電したらすべて止まるよ」っていうことはずっと言ってま

す。なので、高層階の方々はどういうふうに災害のときに、生活をされるかってい

うことは、皆さんでお考えいただかないと、手の届かない遠いとこにあるのは、隣

のマンションでも遠いところにあるっていうイメージをお持ちでない方が多々お

られまして、それにつきましては、これまでも、マンションの防災講話でも行って

お話はしているので、なんとか意識を持って、どういうふうに自分らが備えるかと

いうことを高めていただくしかないかなって思ってます。なので、 30 階から下り

て上がって、水を３回も往復したらもうヘロヘロなると思いますので、それを含め

てどういうふうにお考えなのかということもあろうかと思います。また、何でもか

んでも避難所っていうのもまた違う話でして、これもまた難しい問題で、マンショ

ンの方が避難所に避難するっていうのは、ちょっと違うんちゃうかっていうのがマ
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ンション業界の考え方です。マンションっていうのは絶対倒れへんと。頑丈なんや

ということをまず前提立とされている。けど、生活できへんやっていうのが僕らの

考え方なので、そこをどういうふうにマッチングというか、整理をして、皆さんに

お伝えしていかなあかんのかなというのは、本当考えてるとこですので、今後も継

続的に、防災講話なんかでそういうマンションの問題点っていうのは、お伝えして

いこうかなと思ってますので、そこもちょっと時間はかかるかもしれませんが、な

んとか広めていきたいと思ってますので、ご理解いただきたいと思います。   

 それともう１点すいません、先ほど岩﨑委員からご質問いただいた、帰宅困難の

話が抜けてたと思うんですが、帰宅困難に関しましては大阪市、実は中央区 24 万

人、これ大阪市で一番出るというふうに、今、数字で言われてます。それも企業の

方、また遊びに来られた方含めてなんですが、その 24 万人をどう対応するかって

いうのは、ほぼ不可能に近い数字になっています。なので、多分、道に溢れるやろ

ういうこと、多分、おっしゃるとおりで、救急車も通られへん環境になろうかと思

います。で、帰宅困難問題については、大阪市全体で考えないと仕方ない話になる

ので、とりあえず、今、動いてるのは、危機管理室という部署があります。そこが

大阪市の大きなターミナル駅、梅田、天王寺、本町、淀屋橋、なんばといろいろあ

ると思います。そこに対して、周辺企業の方々が集まっていただいて協議会を作っ

て、彼らが彼ら自身の駅のそばで基地を作っていただいて情報発信をする。で、ま

た、その近隣にあるビルを開けていただいて、そこへ一時滞留所という言い方しま

すが、要は、一時的に滞留いただく場所をなんとか作る。そういうことをなんとか

いただきたい。協議会を作って今、梅田が訓練終わりました、１回目。で、この間、

なんばが終わりまして、そういうかたちでどんどん、今度、京橋とか谷九含めてい

ろいろなターミナル駅でそういうもの作って、立ち上げてやっていこうとしており

ますので、それに区役所も協力をしながらやっていくんですが、そう言いましても、

中央区の場合、多分市内でも一番多く企業さんがございますので、もう早々に帰宅
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困難者マニュアルっていうのを区役所が冊子等作って、どういうふうに考えていた

だきたいということで、商工会議所も通じて配布して、いろいろな企業の防災講話

もしておりますので、そこでなんとか皆さんでよくお考えいただいて、対応いただ

くことと、区役所にできる範囲のことは最大限やっていこうかと思っておりますの

で、ご理解いただけたらと思います。長々とすみません。   

【太田総合企画担当課長】   

 市会のライブ中継のご質問いただきました。ありがとうございます。おっしゃる

ように、区政への参画の基本は適切な情報発信、情報提供だと思います。その意味

で、市会で議論されています内容等を区民の皆さんに知っていただくというのは非

常に大事なことだと思っています。今現在、市会のライブ中継はインターネットで

見られる環境に市会事務局が整えておりまして、インターネット環境をお持ちの方

は、既に市会の中継をライブで見られる状況になっています。ご意見いただいたよ

うに区役所のロビーでは、現在のところインターネットを見られる環境にはありま

せん。今後整備するとなると費用を必要とすることから、よく検討してまいりたい

と思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。   

【伊藤議長】   

 はい。いいですか。ほかに質問がないでしょうか。ちょっと時間のほうも大分経

過していますが、何かほかに質問等この機会にということがありましたら、ご質問

いただきたいと思います。はい、どうぞ。   

【藤原委員】   

 すみません。時間おしている中、申し訳ございません。来年度の活動の視点の中

でね、大きなイベントとしてＧ 20 とかラグビーのワールドカップ、この開催地は

大阪市内ではないですけれども、大阪に必ず多くの方々が来られますので、こうい

ったことを局とかに任せっきりではなくて区としても、いろんな部分で、例えばに

ぎわいの部分で、どう来られた方にＰＲしていくのかとか、それから教育の場面で
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はこういう教育していきましょうとか、そういうことも考えられるのではないかな

というのもあって、そこをぜひ、こういう中で議論をしていただきたいなと思いま

す。もう最後というお話なんで、さっきの将来ビジョンのところでもそうなんです

けど、せっかくこの間万博が決まったということもありますので、 2022 年という

ことは当然めざすんですけれど、2025 年を見据えた中での 2022 年にどう対応して

いくんだという視点で全体をもう一度、次、３月にあると思いますので、ご検討を

お願いしたいなというふうに思っています。はい、以上です。   

【伊藤議長】   

 ほかには、ないようですかね。はい、ありがとうございました。ないようですの

で、それでは、次に、その他という案件につきまして、区役所のほうから。   

【太田総合企画担当課長】   

 それでは、その他について２点説明させてもらいます。資料はクリップで留めて

ます、中央区運営方針に基づく取組評価についてというものと、 30 周年記念事業

についてのご報告という資料でございます。  

まず一つ目、取組の評価につきまして、これは前回、委員の皆さまにアンケート

を頂戴して、そのアンケート内容を取りまとめたものでございます。例えば、経営

課題１ですと、中小企業までまだまだ景気回復の実感がないとか、とんぼりウォー

クの２日間にできるだけ区全体の視点が必要とか、様々なご意見を頂戴いたしまし

た。こちらの資料については、いただいた貴重な意見でありますので、引き続き、

今年度の事業実施とか、将来ビジョン、運営方針の策定に生かしてまいりたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。  

そしてもう 1 点、中央区 30 周年記念事業についてのご報告です。前回の区政会

議でも、 30 周年記念事業の概要についてご説明させてもらいましたけれども、現

在、記念事業の取組が進んでおり、例えばロゴ・キャッチフレーズについては、の

ぼりを作成したり、区の広報紙やパンフレットに積極的に掲載するなどしまして、
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機運の醸成に向けてＰＲに取り組んでおります。また、プレイベントとして７月、

10 月と、にぎわいスクエアや船場まつり、区民まつりのような、たくさん人が集ま

るところで積極的にＰＲを図ってきたところでございます。そして、皆さんにも協

力をお願いしました「中央区の“いいとこ”“好きなとこ”魅力 100 選」について

は、現在で約 1,100 通の応募を頂いております。おかげさまでたくさんの声を頂い

ており、集計作業を経て、あらためて皆さまにご公表させていただきたいと思って

おります。以上でございます。   

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございました。今日もたくさんの意義のあるご意見を頂き、ご

質問も頂きました。これは十分区役所のほうでご検討いただきまして、よろしくお

願いしたいと思います。それでは、いいですか。それでは、最後に助言者としてご

出席いただいています市会議員のお二人から本日の議事に関しまして、ご助言を頂

きたいと思います。有本議員のほうから、よろしくお願いします。   

【有本議員】   

 もう２時間近くになりまして、本当に皆さんご熱心に協議していただきまして、

ありがとうございます。お疲れでしょうから、簡単に申し上げたいかなっていうふ

うに思います。  

私のほうから２点、防災力の向上と、それから教育環境の充実支援という点で少

しだけ申し上げさせていただきたいと思います。さっき岩﨑委員からもいろいろお

話がありましたけども、中央区は昼間人口やインバウンド人口が多いということで

ありますので、こうした人たちに対する対応というのは具体に考えていかなければ

いけないなというのが一つと、あと、特定空き家問題なんですけれども、空き家率

が、やはり大阪市は全国レベルの平均の 13.5％よりも高く 17.2％で、28 万戸の空

き家があると言われておりまして、 20 政令市中ワースト１になってるんですけれ

ども、台風でなくても地震でなくても壊れそうな家であるとか、あるいはゴミ屋敷
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になってて保健衛生的な問題であるとか、いろんなことがあろうかと思いますけれ

ども、これは地権者がいらっしゃる問題で、民間の持ち物だということでなかなか

行政がすぐには手が出せない。で、法律的にもこれに対してまだ法整備ができてい

ない部分もあるんですけれども、やはり危険であったり、不衛生であったりという

部分については、区役所のほうも事前にそういう場所を察知して、地権者を調べて、

こういう状態やからなんとかしてくださいよ、というような投げかけなんかも、ぜ

ひしていただきたいなと思います。そして、さっきタワーマンションの話もあった

んですけども、災害のとき、停電したらエレベーターは止まる、水道は出ないとい

うことがあったんですが、ほとんどのタワーマンションであっても、多分１、２階

部分ぐらいまでは水道が通ってますので、外に汲みに行かなくても、それを持って

上がるのは、エレベーターがなかったら階段で行かないといけないんですけれども、

それはあるってことは少し認識していていただけたらなと思っています。  

それと、教育の部分で申し上げたいのは、先日、開平小学校の増築の説明会があ

ったんですけれども、開平については、大阪市立の小学校の中でも一番土地が狭い、

元々狭い小学校。そこに人口増加に伴う生徒増の増、教室不足という問題が起こっ

ておりまして、これは開平だけではなく中大江、それから玉造、また南大江さんも

もう一回増築っていうようなことが起こってくると思うんですが、どういう対処方

法かというと、隣接地を購入してではなくて、運動場をいじめてそこにちょっと建

物の高いのを建てる。で、ピロティ方式にして運動場面積が狭くならないように工

夫しますとはいうものの、そこのピロティは子どもが増えれば当然そこも教室にし

ちゃうんですよね。そうなりますと、子どもの運動の機会っていうのが極端に奪わ

れてしまうということになります。そんな中で、この間の説明会でも保護者の方が

おっしゃったんですけれども、運動できないことに対する子どものストレスはすご

く大きいっていうふうにおっしゃっておりました。それで当然体育館はあるわけで、

体育館に避難所を開設ということで体育館にも空調を、ということを今、私たちは



－53－ 

 

国に対して要望をあげてるんですが、特にこの中心区であります中央区とか西区と

か北区とか、そういうところの学校増築に関しては、やっぱり体育館にいち早く空

調をつけていただいて、避難所に対してではなく、子どもが快適に運動できる場所

を少しでも作ってあげるという意味で、空調を設置していただきたいなという思い

がありまして、区のほうからもちょっと市に対してお声がけしていただけたらなと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。   

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございました。不破議員。   

【不破議員】   

 今日はどうも寒い中、お疲れさまでございます。私のほうからも少しお話させて

いただきたいと思います。まずもって先日 11 月 23 日に決まりました大阪万博。地

域の町会長をはじめ、商店会の皆さまにおかれまして、本当に絶大なる応援のおか

げで、いよいよ 2025 年大阪に万博、私も人生で２回目の万博を迎えるということ

に非常に喜んでおります。また商店会の皆さまにおかれましては、本当に戎橋に置

いてましたモニュメント、それが市役所の前にどんと置いてあり非常に心強い、本

当にありがたいなと思いながら市役所に登庁していました。本当に大阪の一つの活

気づけとして、大きな起爆剤として、大阪にたくさんのお客様を迎え入れることに

なります。先ほどもいろいろありましたインバウンドのお客様の避難所の問題。そ

ちらのほうも委員会のほうでも議論をさせていただいております。今後も安心・安

全の大阪、中央区、訪れたいまちナンバーワン中央区をもっと世界にアピールして

いけるように頑張っていきたいなというふうに思っております。  

それともう一つ、岩﨑委員からもお話ありましたＧ 20 の話がございます。来年

の６月の 28、29 とＧ 20 が開催されます。南港のインテックス大阪で開催されるん

ですけども、27 日から 30 日の間、４日間、大阪市内の交通量を 50％規制するとい

う大阪府警からの発表がありました。これは本当に商業地大阪にとっては辛い部分



－54－ 

 

はあるんですけども、やはり日本で初めて行われる大きなサミットということで、

こちらにつきましても本当に皆さま方のご協力をいただけたらというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。  

それと、今日は結構避難所開設のことでお話ありましたけども、本当に地震には

じまって９月の台風 21 号。私も皆さま方から第二室戸台風、ジェーン台風という

お話を聞くんですけど、私自身は実際体験してません。大きな台風というのは本当

に初めて体験させていただいて本当に怖かったです。で、タワーマンションの話も

ありましたけど、実際 35 階建てのタワーマンションの 34 階 35 階の窓ガラスが割

れたということもあります。実際のところ、高いところやから安心や低いところや

から安心ではないっていうことは全くありません。本当に自分の身を守るというこ

とにおいては、町会の力も本当に必要やと思います。確か 24 号の時、藤原さん、

あれですよね、玉造小学校の前で避難所の話をどうするかという話、実際したこと

があります。それは、避難所というのは、開ける勇気も必要であるということなん

です。開けて失敗はないんです。開けずに失敗することってやっぱりあります。で

も開ける勇気って本当に必要だと思います。そちらのことにつきましても、やっぱ

り区役所としっかりと議論していきながら、本当に何が一番ベストなのかというの

を今後も考えていかないかんのかなというふうに思います。  

それと今年、桃園連合の避難所開設訓練の時に、実は大阪の中央消防署の上町出

張所にＬＴ車があり、ＬＴ車って何かというと小型のはしご車でして、大阪で３台

しかない１台が実は上町出張所に置いてあります。それは何かといったら２トン車

ぐらいの大きさの車なんですけども、６階建ての高さまではしごが延びていく。上

から放水もできます。避難した、実際、そこの本町橋で火事があったときに、一人

の尊い命を助けることができ、実際にＬＴ車が活躍しました。大阪で３台しかない

１台が中央区になぜあるかというと、やはり住宅密集地が谷町六丁目界隈をはじめ

多くございます。細いところからでも上から放水ができ、これはすごい力になりま
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すので、皆さま方、こういう車もあるよということを少し覚えていただいて、避難

所開設訓練のときでも言っていただきましたら、中央消防署からでも出てきて、出

動でない限りできるだけ協力していただけるというふうに聞いておりますので、そ

のあたりも参考に覚えていただきましたらと思います。  

それと、たまたま私、今、港湾消防委員会ということで、危機管理室も担当して

おりまして、実のところ地震があった後に委員会で、もっと区長に権限を渡したら

どうかという意見させていただきました。地震が起こったとき、実際どうやってい

くのか区長の判断は重要ですし、地域の皆さま方のお力も必要です。今後、議会の

中でもっと議論させていただきますので、よろしくお願いします。それと、議会中

継と別に議会のほうも傍聴もできますので、またお越しくださいますようにお願い

申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。今日はどうもありがとう

ございました。   

【伊藤議長】   

 はい、有本議員、不破議員、どうもありがとうございました。中央区のために今

後ともご活躍いただきますようにお願いいたしまして、これをもちまして本日の区

政会議を終了いたします。委員ならびに市会議員の皆さんには長時間にわたり、熱

心なご議論を頂きましたことを感謝申し上げます。それでは事務局にマイクをお返

しします。どうもありがとうございました。   

【太田総合企画担当課長】   

 皆さま、長時間にわたるご議論ありがとうございました。次回は３月上旬頃の開

催を予定しておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。本日はこれを

もちまして終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。  

 

 


