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平成 30 年度  第３回中央区区政会議  会議録  

 

１．日時  平成 31 年３月８日（金）午後６時 30 分～午後７時 40 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・伊藤委員・浦野委員・岡本委員・菊地委員・

慶元委員・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・松谷委員・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・谷口まち魅力推進担当課長・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（案）について  

（２）  平成 31 年度中央区運営方針（案）について  

（３）  平成 31 年度中央区予算（案）について  

（４）  その他  

 



－2－ 

 

 

開会  午後６時 30 分  

【太田総合企画担当課長】   

 それでは定刻になりましたので、ただ今より「平成 30 年度第３回中央区区政会

議」を始めさせていただきます。皆さま、こんばんは。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いたしま

す。それでは開会にあたりまして、吉村中央区長よりご挨拶申し上げます。よろし

くお願いします。   

【吉村区長】   

 皆さん、こんばんは。大変お忙しい中、第３回中央区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。平素は中央区政の推進、そして市政の推進という

ことでご尽力賜っておりますこと、厚くお礼申し上げます。２月 13 日に前も申し

ておりましたが、中央区政 30 周年を迎えまして、盛大に記念式典も開催させてい

ただいたところでございます。このように本当に盛り上がって開催できましたのも、

地域の皆さまの、さまざまな形でご協力いただいた賜物であるということで、お礼

申し上げる次第でございます。この 30 周年の記念事業につきましては、後ほど報

告もさせていただきます。今後、私どもといたしましては、 30 周年をステップと

しまして、“にぎわい”と“ふれあい”あふれる中央区をめざして、積極的に取り

組んでまいりたいと思いますので、お力添え賜りますようお願い申し上げる次第で

ございます。  

 そうした、今後の中央区のまちづくりの指針となりますのが、中央区の将来ビジ

ョン、そして、平成 31 年度の運営方針でございまして、現在策定を進めておると

ころでございます。前回、 12 月の第２回の区政会議におきまして、この中央区の

将来ビジョンと運営方針の素案について、ご説明させていただき、ご意見も賜った
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ところでございまして、その頂いたご意見等も踏まえまして、今回、（案）という

ことで、一部修正したものをまたお示しさせていただき、ご審議を賜りたいと思っ

ております。そしてもう一つが、この 31 年度の運営方針（案）の考え方を踏まえ

まして編成いたしました、平成 31 年度の中央区の予算（案）につきましても、ご

報告申し上げたいということでございます。このたびの予算編成にあたりまして、

中央区のほうで、特定財源がだいぶ減りまして、本当に厳しい予算編成となったと

ころでございますが、なんとか、工夫また見直しを行いまして、予算案を編成いた

したところでございます。その内容についても、ご説明させていただきます。よろ

しくお願いします。限られた時間ではございますが、皆さま方から忌憚のないご意

見を頂戴し、今後の区政の展開に生かしてまいりたいと思います。本日はよろしく

お願いします。   

【太田総合企画担当課長】   

 ありがとうございました。それでは、お手元に用意しております資料をご確認い

ただきたいと思います。１枚目に次第を用意しております。本日の議題は先ほど区

長の挨拶にもありましたように、議題（１）としまして「中央区将来ビジョン（案）

について」でございます。議題（２）としまして「中央区運営方針（案）について」、

そして、議題（３）につきましては「中央区予算（案）について」でございます。

それから、「その他」といたしまして、中央区の地域福祉ビジョンの改定など、後

ほど、ご報告させていただく予定でございますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。この後、順次説明してまいります。なおこの区政会議につきましては、公

開の会議でございます。傍聴や取材の方が一緒におりますこと、また会議録作成用

の録音や写真撮影などにつきまして、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

それでは議事に移ります。これより先の進行につきましては、伊藤議長にお願いい

たします。伊藤議長よろしくお願いいたします。   

【伊藤議長】   
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 皆さん、こんばんは。ただ今より議事に入らせていただきますけども、円滑に早

く終わりますように、皆さんご協力を一つよろしくお願いいたします。それでは、

議事に入らせていただきますが、本日の区政会議につきましては、定員、委員定数

20 名のうち、今 17 名、あっ、16 名ですね。まだもう一人ちょっと遅れておられま

すので 16 名でございますので、２分の１以上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皆さまにご報告申し上げます。それでは早速でござ

います。議題（１）の「中央区将来ビジョン（案）について」、区役所のほうより

ご説明をお願いいたします。   

【太田総合企画担当課長】   

はい。それではご説明申し上げます。将来ビジョンにつきましては、前回第２回

会議におきまして、素案をご説明申し上げました。今回は前回をおさらいをしなが

ら、素案からの修正点、あるいは、変更点を中心にご説明申し上げたいと思います。  

それでは、お手元資料をめくっていただきまして、座席表、あるいは、委員名簿

の次に、資料番号１－１と右肩にあります、ビジョンの概要があります。その次に

めくっていただきますと、Ａ４横書きの資料で、「中央区将来ビジョンについて」

というふうに、ちょっとスケジュール表になったような資料がございます。こちら

のほうをご覧いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。こちらについて、こ

の資料をもちまして、将来ビジョンの流れについて、ここでちょっとご確認させて

いただきます。資料の左のほうに 12 月とありまして、これが前回第２回区政会議

12 月 18 日に開催させていただきました。こちらで将来ビジョンの素案をご説明し、

ご意見を頂いたところです。そして、その頂いた意見を踏まえまして、将来ビジョ

ンの素案を修正しまして、そちらを修正した資料をもって、１月 18 日から２月 20

日までパブリック・コメントを実施いたしました。その結果、４件の意見を頂いた

ところでございます。その後、それら意見を整理し検討し、また区民アンケート等

を踏まえまして、目標数値等を修正いたしました。その修正した内容を本日３月８
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日第３回区政会議の将来ビジョン（案）として、お示しさせていただいております。

この後は、本日のご意見をまた踏まえまして、３月の中旬、あるいは下旬までには、

将来ビジョンとして策定してまいりたいと考えております。以上が策定までの流れ

でございます。  

それからまた資料をめくっていただきまして、Ａ３の「将来ビジョン（案）のあ

らまし」とありますが、こちらは将来ビジョンの案を体系的に見やすいように、１

枚ものにまとめたものでございます。またご参考にしていただけたらと思ってます。  

 そしてまた資料をめくっていただきますと、次に、将来ビジョン（案）資料１－

２と右肩に打ってます、資料１－２としてあります、ホチキス止めの資料をご覧い

ただけますでしょうか。よろしいでしょうか。こちらが将来ビジョンの本編でござ

いまして、本日はこの資料をもとに修正点、あるいは変更点を中心にご説明させて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。  

それでは、この将来ビジョン（案）をめくっていただきまして、目次から、そし

て、１ページには「はじめに  将来ビジョンの位置づけ」というところから始まっ

ています。ここまでは修正点はございませんでした。めくっていただきまして、２

ページ目、「第１章  区の概況」としてあります。こちらデータの修正ですけども、

人口、右のほうに人口、面積とあるんですけども、人口が平成 31 年２月１日の新

しい数値として表記させていただいております。こちら変更させていただいており

ます。  

めくっていただきまして、３ページ、４ページ、５ページ、６ページと特段の変

更はございません。  

そして７ページのほうで「第３章  まちづくりの方針」とありますが、こちら、

中断に黒枠で囲ってございますのが、その中にグラフがあるんですけど、グラフの

一番、四つあるグラフの右下のグラフ、特区民泊の認定件数、あるいは認定居室数

の推移というグラフをつけてますが、こちら新しい情報が 12 月現在の数値が入っ
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てきましたので、新しいデータに置き換えさせていただいております。こちらが変

更点でございます。めくっていただきまして８ページ目、８ページ目に主な施策と

しまして、中央区の魅力情報発信というのがあるかと思います。こちらのすぐ下に

下線を引いてます。「今後、関西、大阪で国際的なイベントが相次いで開催され、

多くの人が来訪するなか、」という、こちらあの、下線を引いてる部分が、今回追

加させてもらいました文言です。これは前回の会議におきまして、委員のほうから、

来年度以降、G20 をはじめ、大きな国際イベントが続くということを踏まえて、そ

ういうご指摘を踏まえまして、文言を追加したものでございます。  

続きまして、ページまためくっていただきまして、10 ページ、そして 11 ページ

と続くと思いますが、 11 ページのほうの右側のほうに、黒い枠で用語解説という

のがあるかと思います。こちらの用語解説の下のほう、「シビックプライド」とは、

というふうにありますが、こちらも弊会委員の方から、横文字少し分かりづらいと

いうご指摘もありましたので、用語解説として、「シビックプライド」とは「まち

への愛着・誇り」のことをいいます、という解説を入れさせていただきました。こ

ちらも委員のご指摘、ご意見を踏まえて追記したものでございます。めくっていた

だきまして、12 ページ、13 ページになると思います。13 ページの真ん中、中段に、

こちらもグラフを載せています。「中央区における街頭犯罪の内訳」でございます

が、こちらも平成 30 年度の 12 月末時点の数値が出てきましたので、こちらも新し

い情報に切り替えさせていただいております。  

それから、またページめくっていただきまして、 14、 15 ページと続きますが、

15 ページ、下段のほうに点線で囲っております、「成果目標」があるかと思います。

こちらのほう、それぞれ少し下線を引いてますが、成果目標を追記、あるいは数値

の変更をしております。成果目標の（１）防災力の向上のところですけども、前回

の資料では開設運営訓練をした地域、 25 地域を維持しますというような目標を立

ててましたけど、それだけでは少し不十分だろうということもありまして、新たに



－7－ 

 

下線部引いてますところ、自助・共助が重要であると認識してる区民の割合を平成

34 年度まで 70％を維持していくこと、ということを追記いたしました。  

それからまた、（２）防犯等まちの安全対策の推進では、平成 30 年度のアンケー

トを実施したんですけれども、その結果を踏まえまして、前回は目標数値を 60％

以上としていたものを、80％以上維持というふうに上方修正させていただきました。

さらに、（３）■快適な環境づくりの推進（資料では「快適な環境づくりの促進」

00:18:30）という項目では、同様にアンケートの結果を踏まえまして、前回の素案

では 60％以上としていたものを、 70％以上を維持というふうに、こちらも同じく

上方修正させていただいております。  

それから、ページまためくっていただきまして、 16 ページ、こちらも（１）防

災力の向上のところの下線部引いてる箇所あると思いますが、区の災害対策機能の

強化という項では、こちらは前回、委員の方から、帰宅困難対策でありますとか、

あるいは、外国人旅行者の対策についてご意見を賜りましたので、そちらを踏まえ

まして、下線部にありますように、「災害時の帰宅困難者が外国人旅行者等への対

応にかかる市レベルの対策と連携し、一時避難場所等の情報提供など区として必要

な取組を行っていきます」というふうに、具体的に取り組んでいく内容を新たに追

記させていただきました。  

それから次に 17 ページ、こちら下段のほうに「介護予防・健康づくりの推進」

という項があると思いますけども、こちらも前回の会議で委員の方から、歯の問題

は健康の源ではということのご意見を頂きまして、そちらの意見を踏まえまして、

下線部にありますように、「介護予防に向け、高齢者に対し、日常的な運動やいき

がいづくり、口腔ケア等の啓発を進めるとともに、『いきいき百歳体操』など住民

主体の活動の場づくりを支援します」というふうに文言を盛り込ませていただいて

おります。  

それから、ページめくっていただきまして、 18、 19、 20、 21 と続きまして、す
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みません、 20 ページのところに、ちょっとこう、棒グラフがあって黒く枠囲みし

てるところがあるんですが、そのところに、「平成 30 年度☆☆（評価点 3.7）」と

下線部引いてるところがあります。こちらもつい先日、 30 年度のこの格付けが公

表されまして、中央区はおかげさまで平成 30 年度星二つを獲得させていただきま

した。この内容を新たに追記させていただいております。  

そして最後に 22 ページのところですけれども、22 ページめくって、ごめんなさ

い。すいません、もう一つ。 21 ページ戻ってください。すいません。 21 ページの

ところにも、用語解説として「インターフェイス機能」「総合拠点機能」とは、と

いうふうにありまして、こちらも横文字が分かりづらいということのご指摘を踏ま

えまして、用語解説掲載させていただいております。すいません。次に 22 ページ

のところですが、 22 ページ最後に「※印」で、この資料の扱いについてなんです

けども、元号表記につきましては、新元号が公表され次第、切りかえますというふ

うにさせてもらいます。ご承知のとおり、４月１日には新元号が公表されると、発

表されると聞いておりまして、この資料では、ちょっと先のほうまで、平成 34 年

とか表記してますけれども、公表された際には、新たな元号として、切りかえさせ

ていただくことをご了承いただきたいと思います。将来ビジョンについては以上で、

本編については以上でございます。  

本編の資料の次に、また資料をめくっていただきますと、Ａ４で横になった資料

が１枚付いてるかと思います。こちらは前回、委員の皆さまから、その素案に対し

て頂いた意見と、区の対応方針を一覧にまとめたものでございます。その内容は、

今、先ほど説明した内容に盛り込まれておりますけれども、皆さまから頂いた意見

を一覧にしたほうが見やすいかと思いまして、この資料を作成しております。左手

に頂いた意見、それから、変更した場所、ページをうたわせてもらって、変更点、

それから対応する区の方針というふうに一覧にまとめさせていただいております。

またご一読いただければと思います。  
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それからまた資料をめくっていただきまして、今度は「中央区の将来ビジョン（素

案）」に対する、パブリック・コメントの手続きの実施結果について、という、Ａ

４、１枚もの、縦書きの資料があるかと思います。よろしいでしょうか。Ａ４縦書

きの「将来ビジョン（素案）」に対するパブリック・コメントの手続きについてと

いうところです。そうです。Ａ４縦書きになった、そうですね、そちらの資料です

ね。すみません、ちょっと早口で申し訳ございません。こちらはですね、先ほど申

し上げましたパブリック・コメントの手続きについての結果をまとめております。

募集期間１月 18 日から２月 20 日まで約１カ月、区役所に持参いただいたり、ＦＡ

Ｘ、メールで頂くようにしておりました。実施結果は先ほど申し上げましたように

４通でした。年齢別で 40 代、50 代、60 代の方がそれぞれお一人ずつ、無回答の方

がお一人、それから、中央区在住の方が居住の方がお二人、市内在住がお一人、無

回答がお一人ということです。内容としましては、一つは「にぎわい創出について、

中央区が一層にぎわうように頑張ってもらいたい」ということ、応援のメッセージ

を頂いてます。それから二つ目は、「多文化共生に向けた環境づくりについて、中

央区特有のニーズにあった施策を実施されたい」ということでございました。三つ

目は「防災力向上について、より『実効性のある訓練』とするよう、訓練メニュー

を示すなどの検討をいただきたい」ということです。四つ目が、「待ち時間を減ら

すなどの区民サービスの向上に努められたい」というようなご指摘、ご意見を頂き

ました。こちらはいずれも素案にすでに示している通りでございますし、区として

も同様に認識しているところでございますので、今回、この意見に基づいて、修正

等は行いませんけれども、今後頂いた意見を参考に、各施策に取り組んでまいりた

いと考えておるところでございます。すみません、ちょっと資料あちこち飛びまし

て、早口でやりましたけども、将来ビジョンに関する説明は以上でございます。 議

長、すみません。   

【伊藤議長】   
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 ありがとうございました。ただ今の「中央区将来ビジョン（案）」につきまして、

ご説明を頂きましたが、ご意見のある方は挙手いただきたいと思います。   

 はい、どうぞ。藤原委員どうぞ。   

【藤原委員】   

 藤原です。意見という、この素案に対しての意見じゃないのですけども、パブリ

ック・コメントについての評価なんですが、ちょっと想像していたよりもだいぶ少

なく、という数値かなというふうに思っています。年齢的には、 40 代、 50 代、 60

代というふうに、そういった年齢のばらつきはあるものの、あまりにも数値が少な

いかなというふうに思うのですが、これは区としてパブリック・コメントに対する、

出る数の評価について、どのように思われているのか、それとどういうとこらへん

にこの、少ない、結果として少なくなっているという、前回と比べてどうかという

のは僕は分かりませんが、どういうふうにお考えなのかなと。つまり言いたいこと

は、このビジョンにしたって方針にしたって、これはもともとやっぱり区民に対し

て、区民のための施策というふうに思われますので、そういった点ではやはり区民

の皆さんが関心を持つためには、パブリック・コメントのあり方について、今後ど

ういうふうにしていくのかなということと合わせて今回の数についての評価とい

うのをどう考えられておられるか、お聞きしたいと思います。   

【伊藤議長】   

 太田さん、いいですか。はい、どうぞ。   

【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。おっしゃるように４件というのは決して

多い数字ではないかなと思っております。少ないほうかなと思っています。ただ、

この将来ビジョンは、前回５年前に策定しまして、５年にいっぺんになるんですけ

ども、前回も数件の実はパブリック・コメントの意見でございました。そういう意

味では数値としてはそう変わらないんですけど、ただ、おっしゃるようにこの数値



－11－ 

 

がすごく大きいものとは考えておりませんので、今後はこれを５年後っていうのは

まだ先の話になるんですけど、またこの将来ビジョンを踏まえまして、毎年毎年、

運営方針というものを定めてまいりますので、その中でのホームページ等でお示し

しながら、皆さんから多様な意見を賜りたいなというふうに考えておるところでご

ざいます。   

【伊藤議長】   

 藤原委員、いいですか。はい、どうぞ。   

【藤原委員】   

 すみません、年次的には長いスパンなんですけど、ちょっと僕言いたかったのは、

どのようにしてこのパブリック・コメントがあるのかという、周知徹底とか、それ

から地域住民に対して、それが地域振興会の人の役割なのか、どこの役割か分かり

ませんが、ある程度やはり、なんというんですかね、ＰＲというか啓蒙していくた

めの手立てというのは、あまり僕としては感じ取れないなというふうに思われたん

です。それと出しにくいというか、何ページのことをご意見くださいとかいうよう

な提案も多いので、一般的には区民は、全て、なんていうんですかね、読み取って

意見を出すということの作業がなかなか難しいというのがあるので、その辺で今後

どういうふうに、あり方というのがお聞きしたかったところが、私の意見の趣旨と

して受け止めていただきたいなというように思っております。   

【伊藤議長】   

 いいですか。   

【藤原委員】   

 はい。   

【伊藤議長】   

 いいですか、どうぞ。   

【太田総合企画担当課長】   
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 はい、分かりました。ありがとうございます。公表の仕方、このＰＲといいます

か、パブリック・コメントっていうのをしていますよということは広報紙とかホー

ムページを通じてお知らせはしてはまいったのですけれども、なかなかやっぱり浸

透していないというのは、結果からみて確かと思います。今後おっしゃるように地

域の場面で、積極的に説明等しながら、ご意見を賜るような努力はしてまいりたい

なというふうに考えてます。ありがとうございます。   

【伊藤議長】   

 いいですか。   

【藤原委員】   

 はい。  

【伊藤議長】   

 分かりました。ほかにないようですかね。ないですかね。   

【菊地委員】   

 ないです。   

【伊藤議長】   

 はい。ご意見がないようでしたら、次の議題に移らせてもらいます。   

 では続いて、議題（２）の「平成 31 年度中央区運営方針（案）について」と議

題（３）の「平成 31 年度中央区予算（案）について」一括して区役所のほうから

ご説明を頂きます。どうぞ。  

【太田総合企画担当課長】   

 はい、ありがとうございます。それでは続いて、議題（２）の「平成 31 年度中

央区運営方針（案）について」ご説明申し上げます。こちらの運営方針につきまし

ても前回第２回におきまして、素案のご説明をさせていただきましたので、今回は

その素案からの変更点、修正点を中心に簡潔にご説明申し上げます。それでは資料

をめくっていただきまして、資料２－１に運営方針の概要というのがありますが、
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それもまた見ておいていただきまして、次に資料２－２と右肩にしてあります平成

３１年度中央区運営方針をご覧いただけますでしょうか。こちらの資料でございま

す。縦型になってます。資料２－２としています。「平成３１年度中央区運営方針

（案）」でございます。よろしいでしょうか。こちらをもとに、変更点、修正点を

ご説明させてもらいたいなと思います。   

 資料めくっていただきまして、目次がありまして、その後１ページ、２ページと

進んでいきます。ずっと進んでもらいまして、資料 10 ページのところをご覧いた

だけますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。資料 10 ページに【戦略１－１】

にぎわい魅力の創出、発信とあります。こちらの下の戦略のところに、下線を引い

ているところがありますけれども、「 G20 大阪サミット開催により、大阪の国際的

な知名度が上昇することをステップとして」、それから「さらなる魅力向上の取組

を官民協働で推進する」としています。これも先ほど将来ビジョンでもお話ししま

したように、前回の会議で委員の方から国際的なイベントが続いていく、それらを

踏まえた取組を進めてもらいたいというようなご指摘、ご意見を踏まえまして、新

たに加筆させていただいたものでございます。   

 それから、ページをまためくっていただきまして、 16 ページのほうご覧いただ

けますでしょうか。16 ページ、「戦略２－１の具体的取組」というのがありますけ

れども、こちらに予算額が表示しているかと思います。こちら前回予算額、表記さ

れていなかったんですけれども、委員からのご指摘もございましたので、より分か

りやすい資料とするよう、新たに予算額を加筆させていただいたものでございます。  

 それから、ページまためくっていただきまして、18 ページ。18 ページ、「戦略２

－２の具体的取組」とあると思います。こちらの資料の 18 ページの右側に、【業績

目標】【撤退基準】【前年度までの実績】とありますけども、こちらに平成 30 年度

実績、生涯学習ルームの交流会１回とか、生涯学習フェスタ１回というように並ん

でおりますけれども、前回から新たに 30 年度の開催が１回、あるいは１回と増え
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ていきましたので、実績数値として新たに時点修正をさせていただいております。

それから同じ 18 ページの下のほうにも、【前年度までの実績】の欄に 30 年度の実

績というのも、新たに加えております。これはあくまで一例ですけど、こういうふ

うに所々 30 年度実績が出ているものについては、同様に新たなデータ、新たな数

値に切り替えさせていただいております。  

 すみません。それから、続きまして、ページまためくっていただきまして、 25

ページのほうに【戦略３－１】地域防災力の向上というところがございます。こち

らも下線部引いておりますけれども、「自助・共助が重要であると認識している区

民の割合 70％以上を維持」というふうに加筆させていただきました。これも先ほ

ど話、将来ビジョンのほうでしたように、成果目標として開設訓練を 25 地域を維

持というだけでは不十分かというふうな思いから、新たに項目、新たな成果目標を

付け加えたものでございます。   

 それから、またページをめくっていただきまして、 27 ページのほうに【戦略３

－２】街頭における犯罪の削減と安全対策の推進というページがありますが、こち

らも、 27 ページ中段のところに成果目標がありまして、街頭における犯罪抑止に

つながったと思う区民の割合 80%以上というふうに情報修正させていただいてお

ります。こちらも先ほど説明したように、 30 年度のアンケートを踏まえまして、

新たに情報修正、数値をさせていただいたところでございます。   

 それから、またページをめくっていただきまして、すみません、ちょっとページ

をめくっていただきまして、こちらのずっと実績等は変更あるんですけれども、30

年度の実績等を付け加えたりもしながら変更しておりますが、最後 44 ページのと

ころに、左側の中段のほうに目標で「区役所来庁者等に対するサービスの格付け結

果」においてという欄がありますけども、こちらも 30 年度の実績、先ほど申し上

げましたように、☆二つをおかげさまで頂戴いたしましたので、 30 年度実績を新

たに付け加えさせていただきまして、 31 年度も同様に☆二つ以上を目標とさせて
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いただくというふうにさせていただいております。こちらが運営方針の本編資料の

説明でございまして、その次また同様にＡ４横の表で１枚資料が入っているかと思

います。よろしいでしょうか。   

 その次の資料に、Ａ４横の資料で「前回、委員の皆さまから運営方針（素案）に

対していただいた意見と区の対応方針」というふうにまとめていただいております。

こちらも左側に、前回、皆さまから頂いた意見、そして右側に変更箇所、変更ペー

ジですね。そして、変更点、それと意見に対する対応方針というふうに記載させて

いただいてます。こちらも先ほど本編のほうで説明した内容等々、になるんですけ

ども、一覧で見やすいように取りまとめたものでございます。私のほうからは以上

でございます。  

【山下総務課長】   

 総務課長の山下でございます。ただ今の運営方針の説明を踏まえまして、私のほ

うからは、「平成 31 年度の歳出予算 (案 )の概要」についてご説明を申し上げます。

なお、大阪市の予算案につきましては、現在、開会中大阪市会における議決を経て、

内容が確定することをあらかじめご承知おきいただきまして、本日の区政会議では

概要を説明いたします。こちら、右肩資料３－１となっております、Ａ４裏表１枚

ものの資料をご覧ください。   

 まず、予算編成にかかる考え方といたしましては、中央区関連予算案の編成にあ

たりましては、中央区の特性を踏まえつつ、さらなるにぎわいの創出、地域のふれ

あいや絆づくりの推進、安全・安心で快適に暮らせるまちづくりの推進、子育て支

援、子どもの学び支援など各分野別において取り組むべき方向性を示しておりまし

て、それに基づき全体の予算案を構築いたしております。   

 ３－１表側中段より下あたりに、区長が関与する予算額というものをお示しして

おります。中央区役所で実施する事業にかかります予算であります、区長自由経費

というものが３億 9,580 万 1,000 円ございます。また、区長のマネジメントのもと
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で、局、大阪市の部局で実施する事業にかかる予算でございます、区ＣＭ自由経費

というものが、6 億 3,049 万 3,000 円ございまして、大阪市におけます中央区全体

の関連予算といたしましては、 10 億 2,629 万 4,000 円を計上いたしております。   

 裏をおめくりいただきまして、平成 31 年度予算において、重点的に取り組む事

業をここでは５事業掲載いたしております。   

 １事業目は、にぎわいの創出の分野で、まち魅力アップ推進事業という名称で、

インバウンドでにぎわう「ミナミ」及び、多くの歴史・文化資源を有する「船場」

地域におきまして、まちの魅力や回遊性を向上させる取組を官民協働で進める事業

というものを予定しておりまして、こちらに 200 万円を計上いたしております。  

２事業目も同様ににぎわいの創出の分野で、とんぼりリバーウォークにぎわい事

業でございまして、とんぼりリバーウォークを活用した中央区のイメージアップに

つながるイベントの実施に 500 万円計上いたしております。  

３事業目は、安心・安全なまちづくりの分野でございまして、犯罪抑止総合対策

における防犯カメラ整備事業でございます。防犯カメラの整備に、中央区といたし

ましても、引き続き重点的に取り組むものでございまして、平成 31 年度は、カメ

ラ 10 台分 100 万円を計上いたしております。  

４事業目は、子どもの学び支援の分野で、外国籍児童生徒サポート事業でござい

ます。ミナミエリアを中心に、日本語による学習理解が十分でない児童生徒に対し

まして、サポーターを配置する費用として、 218 万円を計上しております。  

最後５事業目は福祉の分野で、地域福祉見守り活動事業といたしまして、各地域

に配置されます、地域福祉コーディネーターの費用といたしまして、1,893 万 3,000

円を計上いたしております。   

 次に資料３－２、Ａ４横型のこの円のグラフが書かれているものをご覧ください

ませ。前方スクリーンでもカラーのものをご用意いたしております。平成 31 年度

の歳出予算でございますが、先ほどの重点事業を含めまして、事業予算全体を経営
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課題ごとに六つの経営課題に分類いたしまして、円グラフでどこにどういった割合

で予算をつけているかをお示ししております。先ほどのまち魅力アップ推進事業や、

とんぼりリバーウォークにぎわい事業を含めまして、経営課題１の内外から人が集

う、さらなるにぎわいの創出の予算といたしまして、 1,436 万円。全体の９％を計

上いたしてます。  

次に、地域活動協議会への補助等を含めまして経営課題２の地域のふれあい、絆

づくりの推進といたしまして、8,156 万 7,000 円、事業費全体の 52％を計上いたし

ております。  

次に、先ほどの防犯カメラ整備や地域福祉見守り活動事業といった、あるいは、

防災にかかる予算を含めまして、経営課題３の安全・安心で快適に暮らせるまちづ

くりの推進の予算といたしまして、3,078 万 9,000 円、事業全体の 20％の予算を計

上いたしております。  

次に、先ほどの外国籍児童サポート事業を含めまして、経営課題４の子育て支

援・子どもの学び支援の拡充の予算といたしまして、1,026 万 8,000 円、事業全体

の７％を計上いたしております。  

最後に広報紙の発行等経営課題５の区民から信頼される区役所づくりにかかる

予算といたしまして、 1,978 万円、事業全体の 13％を計上しております。  

これらの事業のほかに区役所庁舎の維持管理等にかかる予算といたしまして、 2

億 3,903 万 7,000 円を計上しておりまして、あわせて、区まちづくり推進費として

中央区長が所管している歳出予算は、全体で 3 億 9,580 万 1,000 円となってござい

ます。   

 最後に資料３－３、Ａ３縦型の予算事業一覧という表をお付けいたしております。

これは、中央区役所におけます平成 31 年度の全事業の予算額を平成 30 年度と比較

して掲載したものでございます。一つ一つの個別の事業につきましては、説明は割

愛させていただきますけれども、ご覧いただきまして、表の真ん中付近に平成 30
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年度当初予算というものがございます。その右側に 31 年度の予算案というのを掲

載しております。で、その右側のところに、増減といたしまして、 30 年度予算に

対しまして 31 年度予算案が増えてるのか減ってるのかを示した数字を掲載してお

ります。一覧を見ていただくと、額の大小というのはございますけれども、おおむ

ね平成 30 年度予算比較して、各事業におけるマイナスすなわち△の数字というも

のが多く載ってございます。これは、先ほど区長のご説明でもございました、特定

財源が削減によりまして歳入が減少したため、歳出を算定するにあたり、各事業見

直すべきところを見直しを図りながら、必要なところに予算を配分できるよう、取

り組んできた経過によるところでございます。   

 以上が私のほうからご説明させていただきます、平成 31 年度中央区役所におけ

る歳出予算の概要でございます。どうぞ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。ただ今の「平成 31 年度中央区運営方針（案）

について」および、「平成 31 年度中央区予算（案）について」ご説明を受けました

が、この点について何かご質問があれば、挙手いただきたいと思います。   

【西村委員】   

 すみません。   

【伊藤議長】   

 はい、どうぞ。   

【西村委員】   

 すみません、西村です。今、説明でね、区の全体の予算のうち、これ特定財源が

削減されましたということをおっしゃってて、それはなんでなのか、どのくらいそ

れは削減されたのか、だからこれ減額、増減のところでいうと、結構減ってるのが

多いなと、大変やなと思ったんですけど、ちょっと教えてください。   

【山下総務課長】   
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 ご説明申しあげます。Ａ３の資料３－３の裏面をちょっとご覧いただきまして、

資料の一番最後から２段目の表に「区長自由経費（区まちづくり推進費）計」とい

う欄がございまして、こちらの数字の並んでます左から右端でございますね、こち

らに△で 26,729、数字で申し上げますと、2,672 万 9,000 円、これが全体の削減額

になってございます。こちらの大きなもとが特定財源と申しまして、ミナミにあり

ます岸和田地方競輪の場外車券場でございますサテライト大阪、こちらのほうから

地元協力費として平成 30 年度までは岸和田市を通じて 3,000 万円の財源というも

のが中央区に財源としてございました。それが事業を、おそらくは事業の、なんと

言いますか、低迷と言いますか、あちらのほうの事業規模が小さくなったというこ

とでございますけれども、こちらのほうにその 3,000 万削減というお申し出がござ

いまして、種々交渉の結果、 31 年度におきましてはそちらの協力費が 500 万円と

いうことになってございます。すなわち、財源でいいますと、2,500 万円が中央区

から削減をされたということでございます。こちらのほうの削減に基づきまして、

とはいいながら必要な事業は進めていかなければなりませんので、各事業に負担を

求めまして、各事業とも圧縮をしていただいた結果、こういった数字で全体事業を

見直したところでございます。   

【伊藤議長】   

 はい、西村委員、いいですか。はい、どうぞ。   

【西村委員】   

 すみません。削減されているのと増えたのとあるのですが、ここは中央区として

必要やとか、いやこれはもう進んでるから必要ないよとかいうの、その辺たぶんあ

ったと思うので、ちょっと主なもの、特に中央区では子どもさんをお持ちの若い人

が、人口が増えてると思うんですけども、その辺への施策とか、高齢のお一人の方

が増えているとか、いろいろ介護をね、そういう問題もあるかなと思うし、で、ま

ちのにぎわいということで言いますと、隅々までなかなか行き届かないにしても、
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例えばここには力を入れてます、ここは減らしましたっていう、なんかそういう具

体的な何かお話を聞いた上で、これを見たいなと思うんですけれども、すみません。  

【山下総務課長】   

 例えば、この事業の一覧表の最後のほうを見ていただきますと、網掛けで、廃止

事業っていうのを挙げさせていただいております。こちらのほうは、これまでそう

いう特定財源を受けまして、ミナミを中心として特に行っていた事業というものの

うち、いくつか中央区全体の予算のほうに振り替えた結果、事業全体の見直しを図

ったものというのがございます。で、増えておりますのは、例えば、ここの 39 番

でいいますところの、ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業というのは、

昨年度までは、あっ、すみません、今年度です、すみません。平成 30 年度までは

517 万円を計上していたものを見直しまして、表面にもう一度戻っていたたぎます

と、例えば４番の地域安全防犯関係事業というところに、300 万円の増ということ

で、プラスマイナスでいうと 200 万円の減にはなりますけれども、中央区全体の事

業の中で引き続きミナミのほうに充てていくものがございます。  

先ほど西村委員のおっしゃられました、増やしたものというのはなかなかちょっ

と見つけるのは難しゅうございますけれども、例えば、全体の財源の縮小を加えま

したけれども、昨年度並みに、あっ、今年度並みに 31 年度も維持したものがござ

います。それが、この７番でいいますところの地域活動協議会の活動費で、活動費・

運営費補助事業でございます。こちらのほうは、 30 年度当初予算 5,905 万 7,000

円に対しまして、 31 年度も同額を維持してございます。  

同様に、下から、この表面の下から３番目、 27 番目の項目でございます、地域

福祉見守り活動事業、こちらのほうはいわゆる要保護、要援護者等への見守り事業

ということでございまして、こちらのほうは全体の予算が縮小していく中で、 30

年度当初予算 1,886 万 3,000 円に対しまして、７万円の増ではございますけども、

1,893 万 3,000 円ということで引き続き同水準を維持したものを作っております。  
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 それと、子育て支援ということでございますが、これのもう少し上がっていただ

いて、 24 番。外国籍児童サポート事業、こちらのほうは他の区にない、中央区独

自の事業でございまして、平成 30 年度予算 207 万円に対しまして、11 万円増の 218

万円を計上いたしております。   

 先ほどご説明させていただきました、重点施策の第一番目の事業でございます、

まち魅力アップ推進事業でございますが、こちらのほうはさまざまな予算を削減す

る中で財源を捻出しまして、全体の表でいいますところの 16 番、平成 30 年度まで

はこういった事業をしておりませんでしたけれども、 31 年度に新たに 200 万円を

計上して引き続き中央区の魅力アップに努めてまいりたいということでございま

す。以上でございます。   

【伊藤議長】   

 はい。西村さん、いいですか。いいですか。はい。ほかにないようでしょうか。

はい、どうぞ。藤原委員、どうぞ。   

【藤原委員】   

 質問ですけど、全体通してどちらかというと、区役所の内部的なとこら辺が削減

になるのかなと。例えば、会館の管理運営事業とかその他経費が多いとこを減らし

ておられると思うんですけども、一つお聞きしたいのですが、一番目の職員の人件

費が 1,328 万 4,000 円ですかね、予算が減ってるんですけど、これは具体的にいう

と、どういう人件費なんでしょうか。   

【山下総務課長】   

 こちらのほうは、いわゆる職員の削減、定数削減といいますか、人数も減ってお

りますし、超過勤務の厳格な運用といいますか、そういったところで、これは区役

所に限りませんけども、大阪市全体の人件費の圧縮を反映させた数字とご理解いた

だければ結構です。   

【伊藤議長】   
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 藤原さん、いいですか。ないようでしたら、次にいきたいと思います。   

【菊地委員】   

 はい、どうぞ。   

【伊藤議長】   

 どうぞ。なしですか？   

【菊地委員】   

 ないです、ないです。   

【伊藤議長】   

 はい。   

【菊地委員】   

 おおいに結構です。  

【伊藤議長】   

 ありがとうございました。それでは、次にその他の案件につきまして、区役所の

ほうから何かございましたら、ご説明いただきたいと思います。はい。吉村さん。  

【吉村保健福祉課長】   

 保健福祉課長の吉村でございます。私からは、中央区における地域福祉ビジョン

の改定について、ご説明申し上げます。  

中央区では地域福祉の取組みを推進していくため、大阪市地域福祉推進指針に基

づいて平成 29 年 12 月に、「中央区地域福祉ビジョン」を策定いたしました。その

後、大阪市では平成 30 年３月に、地域を取り巻く情勢の変化やさまざまな福祉課

題に的確に対応していくために、大阪市地域福祉基本計画が策定されました。この

中には、新たに複合的な課題を抱えていたり、制度のはざまに陥り、生活に困窮し

ている人々の自立支援の取組みや成年後見人制度に関する大阪市施策の方向性が

示されております。また、中央区では、本日の議題にもございました、中央区将来

ビジョンにおいて、新たに総合的な相談支援体制の充実や認知症施策の推進などの
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施策をお示ししております。このような福祉課題に対応するため、中央区地域福祉

ビジョンを改定し、大阪市地域福祉基本計画や、中央区の将来ビジョンを踏まえ、

取組みを進めたいと考えております。具体的な改定にあたりましては、今後、「中

央区地域福祉推進会議」を設置いたしまして検討を行い、この区政会議の場でもご

意見を頂戴しながら、平成 31 年度中の改定をめざしたいと考えております。この

中央区地域福祉推進会議につきましては、高齢、障がい、子育ての専門機関や、地

域の方々、学識経験者などにお集まりいただき、中央区地域福祉ビジョンの検討を

行うだけでなく、中央区における地域福祉の取組み全般に関する意見を頂く場とし、

誰もが安心安全に暮らせる地域福祉の充実したまちの実現をめざしてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。  

【伊藤議長】   

 続きまして、太田さん。はい。   

【太田総合企画担当課長】   

 続いてすみません、ご報告させてもらいます。中央区政 30 周年記念事業につい

ての報告でございます。Ａ４、１枚もので縦になった資料が入っているかとござい

ます。表題に、「 30 周年記念事業  事業報告」とした資料でございます。よろしい

でしょうか。  

中央区が 30 周年を迎えることを機に、中央区の良さでありますとか、魅力をあ

らためて認識し、未来へつないでいくよう、地域の各団体と区役所が力を合わせま

してさまざまな事業を実施してまいりました。  

一つは、ロゴマークの、あるいはキャッチフレーズを作成しました。それらを作

成し、のぼりでありますとか、あるいは広報紙、各種パンフレットなどで掲載する

ことで機運の盛り上げに活用してまいりました。  

それから二つ目、記念事業のＰＲイベントとして、さまざまなプレイベントも実

施しております。７月 14 日、 15 日は、大阪ミナミの夏祭り、にぎわいスクエアの
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ほうでパネル展を実施するほか、相愛大学の皆さまと協力しまして、コンサートの

実施、あるいは住みます芸人という方がいらっしゃるんですけども、その方を活用

させてもらいまして、中央区の魅力発信の実施も行ってまいりました。また、 10

月には船場まつりという、なかなかいいお祭りがあるんですけども、そちらのほう

でも地域の皆さま方からブースを提供いただきまして、パネル展の実施をしまして、

記念事業のＰＲに努めてきたところでございます。それと、10 月、同じく 10 月 13

日、 14 日には、道頓堀リバーフェスティバルにおきまして、こちらもパネル展で

ありますとか、通じてＰＲをしてまいりました。で、 10 月 21 日にはこれは盛大な

区民まつりでございますけど、こちらのほうでも同じくパネル展の実施やＰＲのほ

うに努めてきました。そして年明けて２月には、区民の文化のつどいというのをや

るのですけども、こちらも作品等において、区政 30 周年をＰＲしてきたところで

ございます。  

それから裏面めくっていただきまして、これ、 30 周年の式典記念イベントを２

月 13 日に開催しました。おかげさまで 270 名の多数の方に参加いただきました。

この区政会議の委員の皆さまにもご案内状を差し上げたところでございますが、何

人かの方にはご参加いただいたところでございます。本当にありがとうございまし

た。  

それから、 30 周年の記念メッセージも、皆さまから寄稿いただきました。中央

区の地域振興会をはじめ、各種地域団体等の皆さまから、 52 団体の方からメッセ

ージを頂きまして、現在ホームページのほうで紹介しているところでございます。  

 それから、中央区の“いいとこ”“好きなとこ”魅力百選ということで、今、お

手元にこういったカラー刷りのパンフレット入れさせて、おりますけども、こちら

も本当にたくさんの方に協力を頂きまして、総数で 1,125 通の応募を頂きまして、

票としましては 3,000 を超える票が集まっております。こちらを整理シートにまと

めまして、このお手元にありますパンフレット、リーフレットに紹介しております。



－25－ 

 

こちらも先ほどの記念式典のほうでおおいに発表させていただき、紹介させていた

だいたところでございます。   

 それから、中央区の魅力を伝える情報発信としまして、こうしたリーフレット以

外にもホームページコンテンツというものを作りました。「中央区の魅力をギュッ

とひとまとめ」というふうな題名を打ちまして、今現在、中央区のホームページの

トップページからアクセスできる、トップページに掲載しております。これまで、

ホームページでさまざまな魅力を発信してきたのですけども、いろんなところにあ

ってちょっと分かりづらいという声もありましたので、このホームページコンテン

ツからアクセスしていただくと、もういろんな魅力につながるというようなものを

新たに作成させてもらいました。   

 それから、記念誌の作成ということで、 30 周年を記念いたしまして、中央区の

歩みでありますとか、あるいは記念したメッセージを寄せていただいた内容を掲載

した冊子を 2,000 部作成させてもらいました。こちらも式典のほうでお配りし、ま

た地域の皆さまのほうにもお届けさせていただいているところでございます。   

 それから、中央区の関係団体による事業の実施としまして、実行委員会以外で、

例えば中央区のわがまち未来わがまちフォーラム推進委員会の皆さまにおかれま

しては、わがまちガイドナビという冊子をこれまでたくさん作っていただいておる

んですけども、 30 周年を機に記念号というものを発行いただいておるところでご

ざいます。こちらも、２月 13 日、ちょうど同じ記念イベントの日に発行になりま

して、式典に来られた皆さまにもお配りし、また中央区の窓口にも置いております

ので、皆さまに配布しているところでございます。   

 それから、地域女性団体協議会の皆さまにもご協力を賜りまして、女性だよりで

のＰＲでありますとか、区役所のロビーで毎年川柳展を開催していただいているん

ですけども、こちらも 30 周年を記念したテーマで川柳を募っていただきまして、

おおいに 30 周年を祝っていただいたところでございます。   
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 それから、生涯学習推進員中央連絡会の方にも、ご協力を賜りまして、ルーム交

流会というのが毎年開催されるんですけども、そちらの間でもＰＲを頂きました。

また、同様にロビー展、ロビーのほうで作品展を開催していただいてるんですけど

も、そちらもゆめまるくんのかわいいフェルトで作ったゆめまるくんを、クラフト

ですね、作品を作っていただきまして、そちらもギャラリーのロビーのほうで掲示、

あるいは紹介して、おおいに 30 周年を祝っていただいたところでございます。あ

りがとうございます。   

 それから、中央区の特別観賞デーということで、大阪松竹座の２月公園というの

があったんですけども、そちらの大阪松竹座の方とタイアップといいますか、協力

しまして、中央区の区民デーという、特別観賞デーというものを設けまして、２月

６日に実施してきたところです。こちらは、地域の方々を中心に 198 名の方にご参

加いただきまして、おおいに中央区の 30 周年を盛り上げていただいたところでご

ざいます。少し長くなりましたけれども、 30 周年記念事業の事業報告でございま

す。   

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございました。ただ今、報告が、案件が二つございましたけど、

ご意見がある方は、挙手いただきたいと思います。はい、それではないようでござ

いましたら、ただ今まで、ご意見につきましては、区役所で十分ご検討いただきま

して、参考にしていただきたいと思います。   

【太田総合企画担当課長】   

 すみません、それともう一つ。アンケートにつきまして、資料一つ挟んでござい

ます。ホチキス止めで、「区政会議に関するアンケート」というのが入っているか

と思います。こちらホチキス、左上にホチキスで留めた「区政会議に関するアンケ

ート」というものがございます。こちらは、区政会議の委員の皆さまに対しまして、

中央区だけでなく、 24 区全体でアンケートを募ってるものなんですけれども、こ
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の区政会議がより実りのあるものになりますように、運営の方向でありますとか、

あるいは改善点とか、そういったものをお聞きするものでございまして、今日の会

議、終わってからで結構ですので、この場で記入いただいても結構ですし、またお

持ち帰りいただきまして、返信の封筒、この後お配りいたしますので、そちらであ

らためて、おうちに帰ってから、ゆっくりとご記入いただきまして、ご返信してい

ただくのと、どちらでも結構ですので、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げま

す。   

【伊藤議長】   

 それではアンケートのご協力のほう、よろしくお願い申し上げます。それでは、

最後に助言者としてご出席いただいている市会議員のお二人さんから、本日の議事

に関しての助言をいただきたいと思います。まず、有本議員さん、よろしくお願い

します。   

【有本議員】   

 委員の皆さま、大変お疲れさまでございます。今日はすごくスムーズにいって、

短い時間かなというふうに思っております。私のほうからは、ちょっと地域福祉コ

ーディネーターさんのことを申し上げたいかなと思っております。中央区のほうは、

17 社協に 17 人、各社協に一人ずつ、地域コーディネーターさんがおられるんです

けれども、今日のこの戦略のところにも見守りネットワークの強化であるとか、見

守り活動の強化ということが書かれてるんですが、各社協における、その被保護者

と言うんですかね。対象者のニーズにすごく、実際はばらつきがあるんですね。少

ない地域と多い地域。だけども、そこにいらっしゃる地域コーディネーターは、お

一人ということですので、やはり、あまり多いところについては、誰か補助がつけ

るような人を、ほんとのとこはね、二人ぐらいの体制にしていただければいいんで

すけれども、それはなかなか難しいのであれば、そういう地域に対しては誰か一人、

サブでついていただけるような人材を、区役所のほうで用意していただくとか、そ
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ういうことを考えていただかないと、あまりにそのコーディネーターさんに対する

比重がかかりすぎますとね、続けられなくなるというようなことも、実際、起こっ

てくるのではないかなっていうふうに危惧しているところでございます。で、これ

から高齢者率が、どんどんどんどん、毎年毎年、対象者が増えるわけですから、減

っていくんだったらいいんですけれども、増えるわけですから、この問題は放置し

ておけないなっていうことで、是非、お考えいただきたいなっていうことを申し上

げたいと思います。   

【伊藤議長】   

 はい、ありがとうございます。ほんとに貴重なご意見をいただきまして、ありが

とうございます。それでは不破議員、よろしくお願いします。   

【不破議員】   

 今日はほんとに、皆さんありがとうございました。すみません、ちょっと花粉症

がここ最近厳しく、今日もかなり飛散しているようで、こんな声で申し訳ございま

せん。私のほうからは、区政 30 周年ということで、もう区役所、地域の皆さま、

ほんとにいろんな協力、特にね、地域の方々にご協力いただきまして、ありがとう

ございます。無事に終了ということで、区役所のほうも、ほっとしているのかなと

いうところでございますけども。この「“いいとこ”“好きなとこ”魅力百選」にも

載ってます大坂城公園なんですけども、昨年度ですかね、270 万人を超える来場者

を迎えることができております。また、270 万人ということは、大阪市民の人数よ

りも多い人数の方が、世界各国から、また日本から来られてるということで、ほん

とにこの「“いいとこ”“好きなとこ”」の１位が大阪城天守閣、２位が大阪城公園

ということで、これね、大阪だけじゃなくて、日本でも一番の究極のお城というこ

とで、ほんとにそれが中央区にあるという、我々としても非常に誇らしいこと。ま

た、この間の２月の 23 日に、大阪城の東側の公園のところに、三つのホールがで

きあがりました。そのテープカット、有本先生と一緒に出席させていただいたんで
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すけども、ＷＷホール、ＴＴホール、ＳＳホールということで、多いところで 1,100

人余り、少ないところでも 300 人入るという、そういう収容できるホールができあ

がりました。近くにピロティホールとかあるんですけれども、その四つが切磋琢磨

していたことによって、また森ノ宮界隈が、また活気づくのではないかなと。で、

皆さんお気づきだと思うんですけども、大阪城の噴水の近くにですね、子どもさん

方が遊ぶプレイルームとか、それからパン屋さん、それからコーヒーショップござ

いまして、ここ何年か前の大阪城の噴水の雰囲気とまたちょっと違うような憩いの

場所になっているということで、私もちょこちょこ行かせていただくんですけども、

非常に雰囲気が良くなってるということで、大阪城もこれからもっと集客をして、

日本の顔として、大阪城が進んでいくことを祈念、願っとる次第でございます。  

それと、防災訓練のことをちょっと中、あったんですけども、先日ですね、ある

地域の防災訓練ちょっと見学にお邪魔させていただいたときに、危機管理室からコ

ーディネーター来てるんですけどもね、地域の方々から、こんなやり方やったらあ

かんから、もっと違うことを教えてくれっていうこと、ご意見いただきまして、で、

一緒に私おったんですけども、非常に反対に心強かったんですよね。皆さま方がそ

ういうふうな心、思いをぶつけていただくというのは、ほんとに自立していただく

というのは、心強く思いました。ほんとに災害が起こった時に、やっぱり最低三日

間ね、家のほうでも何とかしてくださいっていうことがありますけども、正直、行

政が動くのは三日はかかると思います。そのあたり、皆さま方、自立していただく

っていうこと、非常に心強かったので、ちょっとこの席をお借りしまして、ご報告

差し上げたいと思います。  

それと最後に、区役所のほうに、ちょっと一つ、ご意見というんですかね、言い

たいのがあったのを。格付けで、ここずっと星が二つというので満足せずに、星三

つを必ず取りますということを、ここの紙面でも載せていただきたいなという、私

からはご要望を差し上げて、このコメントを差し上げたいと思います。ほんとに長
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時間にわたりまして、今日はどうもお疲れさまでした。ありがとうございました。  

【伊藤議長】   

 はい、どうもありがとうございました。有本議員、不破議員には、ほんとにね、

すばらしいご助言いただきまして、また、最後には、役所の人たちに星を三つをす

る努力を、お話しいただきまして、本当にありがとうございました。これをもちま

して、本日の区政会議を終了したいと思います。議員ならびに市会議員の皆さんに

は、長時間にわたり、熱心なご議論をいただきましたこと、それから、時間が、今

日は本当に皆さんスムーズに、的確な意見を頂きまして、この会議がすばらしい会

議になったと思いますので、感謝いたしまして、それでは、ありがとうございまし

た。それでは、事務局のほうにお返しします。   

【太田総合企画担当課長】   

 ありがとうございました。本日は、伊藤議長はじめ、本当にたくさん協力いただ

きまして、誠にありがとうございました。次回は、７月ないし８月ごろの開会を予

定しておりますので、平成 30 年度の運営方針の振り返りなどについて、ご意見を

また賜りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

それでは、以上を持ちまして、第３回中央区区政会議を閉会とさせていただきま

す。本日は、どうもありがとうございました。   

閉会  午後７時 40 分  

 


