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令和元年度 第１回中央区区政会議 会議録 

 

１．日時 令和元年９月３日（火）午後６時30分～午後７時41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・伊藤委員・浦野委員・岡本委員・荻野委員・慶元委員・関根

委員・千田委員・西村委員・平田委員・藤本委員・藤原委員・前久保委員・松谷委

員・牟田委員・山本委員 

（市会議員） 

有本議員・不破議員・野上議員 

（中央区役所） 

吉村区長・木口副区長・山下総務課長・溝淵総合企画担当課長・ 

岡田市民協働課長・谷口まち魅力推進担当課長・谷川市民活動支援担当課長・柴﨑

窓口サービス課長・田島国保収納担当課長・難波保健福祉課長・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） 平成 30 年度中央区運営方針の実績・評価について  

（２） その他 
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令和元年度第１回中央区区政会議 

令和元年９月３日 

 

【溝淵総合企画担当課長】  それでは、定刻になりましたので、ただいまより令和元年

度第１回中央区区政会議を始めさせていただきます。本日、大変お忙しい中ご出席を賜り

まして、誠にありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます区役所の総合企画担当課長の溝淵と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 開会に当たりまして、吉村中央区長よりご挨拶を申し上げます。 

【吉村中央区長】  皆さん、こんばんは。皆さん、大変お忙しい中、令和元年度の第１

回の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。平素は皆様方には

区政の推進にご尽力賜りまして、この場をお借りし厚くお礼申し上げます。 

 令和の時代がスタートして早４カ月が経ちました。６月にはＧ２０大阪サミットも開催

され、成功裏に終えられたのかなと思います。そういうことで、大阪の発展にも弾みがつ

いたと思われるところでございまして、今後、大阪、そして中央区のほうにも多くの観光

客をはじめたくさんの方がこのまちを訪れ、にぎわいも増していくものと推察されるとこ

ろでございます。また、人口につきましても、この間、中央区におきましてはマンション

の建設が進みまして、この７月に１０万人を突破したという状況でございます。 

 そうした状況の中で、皆様方にご審議いただき、この３月に策定いたしました中央区の

「将来ビジョン」に基づきまして、目下“にぎわい”と“ふれあい”あふれる中央区をめ

ざしまして、取組を進めているところでございます。 

 本日は、平成３０年度の中央区の運営方針に基づく取組の実績、成果について評価いた

だくということが大きな趣旨でございます。評価の結果を踏まえまして、今後の施策の展

開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。 

 また、委員皆様方の任期が９月末で終了ということになります。そういうことで、今回

の開催が現任期中でおそらくラストの開催となる見込みでございます。任期中２年間、皆

様方には真摯にご議論賜り、誠にありがとうございました。お礼申し上げたいと思います。 

 本日も限られた時間ではございますが、皆様方から忌憚のないご意見を賜りまして、今

後の区政に生かしていきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 
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 以上です。 

【溝淵総合企画担当課長】  それでは、議事に入ります前に、まず、会議資料の確認で

ございますが、お手元に、別紙１、平成３０年度中央区区政会議委員評価シート及び別紙

２、区政会議に関するアンケートを配付させていただいております。事前にお送りしたも

のから訂正等ございましたため、区政会議に関するアンケート集計結果とともに新たにご

用意をさせていただいております。その他事前にお送りしている資料とあわせてご確認を

いただければと存じます。 

 なお、本日お持ちでない資料など不足の資料がございましたら、遠慮なく事務局までお

申し出ください。事務局よりお持ちさせていただきます。 

 また、この区政会議は公開の会議でございます。傍聴や取材を許可しておりますこと、

また、会議録作成用の録音や記録写真の撮影などについてご了承いただきますようお願い

を申し上げます。 

 それでは、議事のほうに移らせていただきます。これより先の議事進行につきましては

伊藤議長にお願いをいたします。伊藤議長、よろしくお願いをいたします。 

【伊藤議長】  皆さん、こんばんは。それでは、議事に入らせていただきます。 

 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、現時点における出席委

員は１７名でございます。条例第７条に基づく定足数である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いることをご報告申し上げます。 

 それでは、早速ですけども、議題１の平成３０年度中央区運営方針の実績・評価につい

て、区役所より説明をお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】  それでは、ご説明申し上げます。 

 お手元資料の右肩に資料１－１と表示しておりますＡ４横長の資料をご覧ください。こ

の資料が、区役所で行いました平成３０年度中央区運営方針に関する自己評価結果の概要

でございます。 

 この資料の２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 自己評価結果の総括を１枚にまとめておりまして、このページの左側に５つの重点的に

取り組む主な経営課題、ここでは重点経営課題と記載しております。また、中ほどにそれ

ぞれの課題解決に向けた１３の戦略を掲げ、右側にその戦略の有効性に対する自己評価を

まとめております。 

 ２ページ目の上段に記載しておりますとおり、区役所における自己評価といたしまして、
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重点経営課題の実現に向けた各戦略の取組はおおむね順調に進捗し、中期的にめざす状態

の実現に向けた戦略の有効性は、全項目で「有効であり、継続して推進」とさせていただ

いております。 

 ３ページ目以降につきましては、戦略ごとに１ページでまとめております。上段で戦略

によりめざす状態を示し、中段のところで平成３０年度の取組の実績とその取組による成

果をまとめ、下段で自己評価を記載しております。 

 なお、資料１－２、平成３０年度中央区運営方針は、先ほど申し上げました５つの経営

課題ごとに最終的にめざすべき将来像をはじめ、大阪市が指定いたします項目を全て網羅

した資料でございます。必要に応じてご確認願います。 

 本日は、先ほど申し上げました資料１－２のポイントをまとめまして、資料１－１に基

づきまして戦略ごとにご説明をさせていただきます。 

 次に、別紙１をご覧願います。平成３０年度中央区区政会議委員評価シートでございま

す。 

 大阪市では、区政運営について、区政会議委員の皆様からこのシートにより評価をいた

だくこととなっております。これから区役所から説明をいたします戦略がめざすべき将来

像の実現に有効であったかどうか、シートの評価欄にございます「思う」「やや思う」「思

わない」など、該当する評価に丸印をおつけください。また、評価欄の右側に評価理由欄

がございますが、こちらのご記入は任意となっております。この後、戦略を５つまたは４

つごとに説明を区切りまして説明部分のご質問と評価シートへのご記入をお願いしたいと

考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、戦略ごとに担当課長よりご説明をさせていただきます。 

【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３ページをご覧くださいませ。 

 経営課題１、「人が集い、にぎわうまちづくりの推進」についてご説明申し上げます。 

 この経営課題のめざすべき将来像は、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、より多くの人が集い、

区内全域がにぎわっている状態でございます。 

 この将来像の実現に向けて、戦略１－１、「人が集い、にぎわうまちづくり」という戦

略を立て、めざす状態、中央区内のイベントを効果的に連携させるとともに、にぎわい情
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報サイトを活用して積極的に発信することにより、区内のにぎわいが創出されている状態

の実現に向けて取組を進めてまいりました。 

 平成３０年度の主な取組として、１つ目は、にぎわいスクエアを開催いたしました。ミ

ナミのとんぼりリバーウォークにおいて、平成３０年７月１４日、１５日に開催し、２日

間で約４万２,０００人もの多くの方々にお越しいただきました。 

 ２つ目の取組として、官民協働の情報サイト「大阪中心」を活用したにぎわい情報の発

信です。これは、スマートフォンなどから簡単に中央区の観光名所やイベント情報、グル

メ情報などの最新情報をご覧いただける多言語対応の情報サイトでございます。平成３０

年度は月平均で４万を超える閲覧ページ数となり、国内外の多くの方々にご利用いただき、

好評を得ております。 

 こうした取組により、資料右側に記載のとおり、にぎわいスクエアの来場者数は、指標

の３万１,０００人を超え、４万２,０００人となっております。また、大阪を訪れた海外

旅行者数は７年連続で増加しており、１,１４２万人となっています。また、このうち８

割もの方々が大阪ミナミ・心斎橋エリアを訪問したという調査結果もございます。 

 こうしたことから、資料の下段にあるように、自己評価としましては、戦略１－１に掲

げる商店会や企業等との連携・協働による戦略の取組は、にぎわいの創出に寄与しており、

有効であると考えます。今後も、中央区の持つ商店会の魅力や歴史的・文化的資源等の情

報を発信し、区全体でのにぎわい創出につなげてまいります。 

【岡田市民協働課長】  こんばんは。市民協働課の岡田でございます。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 次に、経営課題２、「地域社会における住民自治の拡充」についてご説明をいたします。 

 この経営課題のめざすべき将来像は、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を形成し、区民等による自律的な地域

運営が進められている状態です。 

 この将来像の実現に向けまして４つの戦略を立て、めざす状態の実現に向けて取組を進

めてまいりました。 

 まず１つ目としまして、その下、２－１、「豊かなコミュニティづくりの促進」につい

てご説明させていただきます。 

 めざす状態は、大きな公共を担う活力ある地域社会づくりを構築するため、人と人とが

出会いつながる機会をつくり、地域コミュニティの再生を促進することにより、身近な地
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域の中で「声かけ」「見守り」「助け合い」「支え合い」を実感できる状態です。 

 この３０年度の主な取組としまして、各地域の防災訓練において身近な地域でのつなが

りづくりの大切さについての啓発や、地域のイベントや活動情報の区広報紙への掲載、ツ

イッター等の媒体を活用した地域情報の発信など、人と人とのつながりづくりの取組を行

ってきております。 

 こうした取組の成果は、資料右側の記載のとおりとなっております。 

 こうしたことから、地域の活動情報の広報やつながりづくりを進めるといった取組は、

成果指標の状況から見ますと、長い居住年数や年齢の高い層の方々では浸透してきており

ます。一方で、新規の居住者の方や若い年齢層の方では低い水準となっていますが、こう

した層でも地域のイベントなどの情報が届いている割合が上昇していることから、一定有

効であると考えております。今後も引き続き、成果指標の達成に向けて、新規の居住者や

若い年齢層の方々をはじめ多くの方がつながりづくりの大切さに気づき、興味を持っても

らえるよう、さまざまな機会・媒体を活用し、積極的に広報・啓発を行ってまいります。 

 続きまして、５ページをご覧ください。 

 ２つ目としまして、２－２、「地域課題の解決に向けた多様な協働の促進」についてご

説明をさせていただきます。 

 めざす状態は、地活協をはじめ、市民、ＮＰＯ、企業などのさまざまな活動主体が互い

に協働し、また、これらの主体と行政とが協働して地域課題の解決に向けた活動が行われ

ている状態でございます。 

 平成３０年度の主な取組としまして、１つ目は、地域カルテを更新するなど、地域実情

に応じたきめ細かな支援を行いました。 

 ２つ目は、地域のイベント、活動情報を区広報紙に掲載するなど、地活協の認知度の向

上に向けた支援に取り組みました。 

 ３つ目は、地活協の意義と補助金に関する説明会を開催し、地活協の準行政機能、総意

形成機能の趣旨についての理解度向上に取り組みました。 

 ４つ目は、地活協活性化セミナーを開催し、地域活動の好事例を紹介するなど、多様な

ネットワーク拡充への支援に取り組みました。 

 こうした取組の成果は、資料右側に記載のとおりでございます。 

 こうしたことから、地活協の認知度向上に向けた支援等、多様な協働の促進の取組は、

成果指標も上昇し、地活協をご存じである区民の割合が上昇してきていることからも有効



－7－ 

であると考えています。今後も引き続き、地域事情に応じたきめ細かな支援を実施する一

方、地域と情報を共有し、地活協等の活動紹介については、さまざまな機会・媒体を活用

し、積極的に周知広報を行ってまいります。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 戦略の３つ目としまして、２－３、「地域に根差した活動の活性化」についてご説明を

させていただきます。 

 めざす状態は、身近な地域課題をより多くの住民間で共有し、その解決に向けた活動が

活発に行われている状態です。 

 平成３０年度の主な取組としまして、１つ目は、各地域の防災訓練において身近な地域

でのつながりづくりの大切さを啓発するなど、自治会・町内会単位の活動への支援に取り

組みました。 

 ２つ目は、地活協紹介パンフレットの作成支援など、担い手不足の解消に向けた支援に

取り組みました。 

 ３つ目は、市民活動総合ポータルサイトに関する情報提供を行うなど、負担感の解消及

び活動の充実に向けた支援に取り組みました。 

 こうした取組の成果は、資料右側の記載のとおりでございます。 

 こうしたことから、地域活動活性化の取組は、各地域で地域の特性を踏まえたさまざま

な事業が活発に実施されていることや成果指標が上昇していることから、有効であると考

えております。ただし、成果指標の状況を見ると、年齢の高い層の割合に比べまして若い

年齢層の割合が低い状態にあるため、今後も引き続き、成果指標の達成に向け、幅広い層

の人たちが活動に参加できるよう、地域団体等に対しても誰もが気軽に参加できるための

仕組みでありますとか工夫についての情報提供を行い、各団体の持続的な活動を促進して

まいります。 

 続きまして、７ページをご覧ください。 

 戦略の４つ目としまして、２－４、「多様な市民活動に対する支援」についてご説明を

させていただきます。 

 めざす状態は、地活協を核としてさまざまな市民活動団体が幅広く参画し、自律的に地

域運営がなされている状態です。 

 平成３０年度の主な取組としまして、１つ目は、区内全２０団体に対して、地活協の運

営及び活動に対して、まちづくりセンターによる支援を行ってきております。 
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 ２つ目は、派遣型公共人材の活用事例を収集・整理しまして、活用方策とともに情報発

信を行っております。 

 ３つ目は、ＣＢ／ＳＢ化、社会的ビジネス化の機運を高めるため、全２０団体の地活協

を対象に説明会を開催いたしました。 

 こうした取組の成果は、資料右側の記載のとおりでございます。 

 こうしたことから、多様な市民活動に対する支援といった取組は、それぞれの地活協に

おきまして地域課題に応じた取組を行っており、成果指標が達成されていることからも有

効であると考えております。今後も引き続き、市民活動団体が求める地域資源情報や支援

メニューについて随時適切な情報を一元的に提供することで、自律した地域運営を支援し

てまいります。 

【溝淵総合企画担当課長】  それでは、以上、戦略１－１から戦略２－４までご説明さ

せていただきました。ここで一旦区切りたいと思います。 

 議長、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 ただいま戦略１－１から戦略２－４まで説明をお受けいたしました。 

 それでは、ここでご意見や質問のある方はお伺いしたいと思いますので、それとあわせ

て、お手元にある評価シートにご記入のほど、よろしくお願いいたします。 

 質問がないようですので、それでは、引き続き、区役所から説明をお願いいたします。 

【岡田市民協働課長】  それでは、続きまして、８ページをご覧ください。 

 次に、経営課題の３としまして、「安全・安心で快適なまちづくりの推進」についてご

説明をいたします。 

 この経営課題のめざすべき将来像は、市民・商店会・企業等の連携・協働により、全て

の区民等に対して安全・安心で快適な生活環境ができている状態でございます。 

 この将来像の実現に向けまして３つの戦略を立て、めざす状態の実現に向けて取組を進

めてまいりました。 

 まず、１つ目としまして、３－１、「地域防災力の向上」についてご説明をさせていた

だきます。 

 めざす状態は、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

いる状態です。 

 平成３０年度の主な取組としまして、１つ目は、区内全２５地域において避難所開設運
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営訓練を実施していただくなど、地域の自主防災組織の強化に取り組みました。 

 ２つ目は、区役所全職員による全体訓練を実施するなど、区防災力の強化に取り組みま

した。 

 その他、中央区防災関係機関連絡会の開催や、防災パートナー登録事業所等の確保など

に取り組みました。 

 こうした取組の成果は、資料右側の記載のとおりでございます。 

 こうしたことから、全地域での避難所開設訓練等の取組は、防災力強化につながってい

ると感じている区民の方々の割合が高いことからも、有効であると考えております。しか

しながら、訓練への参加者の広がりが十分でなく、マンション住民の参加が課題となって

きております。今後も、防災関係機関と連携した取組や事業所・マンション住民への出前

講座等による啓発を通じて、自助・共助による防災力向上を進めていくとともに、区役所

全職員参加の訓練等の実施など、公助の強化にも取り組んでまいります。 

 続きまして、９ページをご覧ください。 

 ２つ目の戦略としまして、３－２、「街頭における犯罪の削減」についてご説明をさせ

ていただきます。 

 めざす状態は、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

犯意識の向上が図られている状態でございます。 

 平成３０年度の主な取組としまして、啓発キャンペーンの開催やひったくり防止カバ

ー・車内カラッポ宣言車シートの配布や防犯カメラの整備など、街頭における犯罪発生件

数の削減に取り組みました。 

 こうした取組の成果は、資料右側の記載のとおりでございます。 

 こうしたことから、防犯啓発活動の実施や防犯カメラ整備等の街頭犯罪削減の取組は、

防犯意識が向上したと感じている区民の割合が上昇してきておりまして、街頭における犯

罪及び自転車盗の発生件数は減少してきていることからも、有効であると考えております。

今後も引き続き、地域や関係団体と連携し、区民の防犯意識の向上を図ることで、安全で

安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。 

【谷口まち魅力推進担当課長】  続きまして、資料の１０ページをご覧ください。 

 ３－３、「快適で魅力ある環境の創出」についてご説明をさせていただきます。 

 めざす状態は、まちの清掃・美化活動、放置自転車に対する啓発活動に地域住民や企業

等が取り組んでいる状態でございます。 
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 平成３０年度の主な取組として、１つ目は、「橋洗いブラッシュアップ大作戦」を実施

し、まちの美化の促進に取り組みました。 

 ２つ目は、街頭における交通安全キャンペーンを実施し、自転車利用の適正化に取り組

みました。 

 ３つ目は、新たに戎橋筋・心斎橋筋地域を路上喫煙禁止地区に指定し、路上喫煙対策の

強化に取り組みました。 

【岡田市民協働課長】  ４つ目は、緑化講習会等の開催による人材育成など、緑化の推

進に取り組みました。 

 ５つ目は、通報・相談のあった全案件を調査し、必要な指導を実施し、特定空家対策の

推進に取り組みました。 

 こうした取組の成果は、資料の右側に記載のとおりでございます。 

 こうしたことから、まちの清掃・美化活動や橋洗い、放置自転車対策等の快適で魅力あ

る環境の創出への取組は、魅力ある環境創出のための活動を行っている団体数が増えてい

ることや、環境悪化の要因となります放置自転車の台数も減少してきていることから、有

効であると考えております。しかしながら、依然として放置自転車が多いことや、路上喫

煙などの課題があることから、今後も引き続き、地域住民や商店会・企業等と連携し、取

組を進めてまいります。 

【難波保健福祉課長】  保健福祉課の難波でございます。 

 １１ページをご覧ください。 

 経営課題４の「子育て環境・教育環境の充実」についてご説明申し上げます。 

 この経営課題のめざすべき将来像につきましては、安心して子育てできる環境が整備さ

れて暮らしやすいまちだと感じている状態、学校園の実情や地域の特性を踏まえまして子

どもの学びや成長が適切に応援されている状態としております。 

 この将来像の実現に向けまして、３つの戦略を立てまして、それぞれのめざすべき状態

の実現に向けて取組を進めてまいりました。 

 まず、４－１、「乳幼児期の子育て支援」につきましてご説明させていただきます。 

 右側上段にありますめざすべき状態につきましては、子育てに課題や不安、悩みを抱え

る人たちが、地域において、いつでも気軽に相談できる状態としております。 

 左側の真ん中の平成３０年度の主な取組といたしましては、１つ目は、子育てに関する

相談受付や個別ケース検討会議の開催など、相談援助による子育て支援に取組をしてまい
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りました。 

 ２つ目は、保育サービス専門相談員による相談対応や保活応援広場の開催など、待機児

童解消に向けた保育サービスの充実に取り組みました。 

 ３つ目は、保育サービスの情報発信や子育て情報紙「てくてくナビ」の作成など、子育

て情報の発信に取り組みました。 

 ４つ目は、子育て応援団の子育て支援活動をサポートし、子育てしやすい環境づくりの

支援を行いました。 

 こうした取組の成果は、右側の真ん中の記載のとおりでございます。 

 このようなことから、乳幼児期の子育ての取組につきましては、成果指標を達成すると

ともに、待機児童数が解消している状態を維持できていることからも、有効であると考え

ております。一方で、子育てに不安を抱える保護者が増えておりまして、子育てに関する

相談件数が増えているということから、今後も引き続き、地域と十分に連携しまして、子

育て支援活動を充実させるための取組を進めてまいります。 

【溝淵総合企画担当課長】  以上、戦略３－１から戦略４－１までご説明をさせていた

だきました。ここで一旦区切りたいと思います。 

 議長、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 ただいまの戦略３－１から戦略４－１まで説明をお聞きいたしましたが、それでは、先

ほどと同じ要領でご意見や質問のある方はお伺いしたいと思います。あわせて、お手元の

評価シートにご記入のほうもよろしくお願いいたします。 

 浦野委員、どうぞ。 

【浦野委員】  これ、戦略３－４については何も触れてないけど。 

【溝淵総合企画担当課長】  お答えさせていただきます。 

 事前にお送りした評価シートにおいて、誤って戦略３－４まで記入欄を設けていたため、

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。重点経営課題３の戦略は、恐れ入ります、正しく

は３つでございまして、戦略の３－１から３－３までございます。今ご説明させていただ

きましたのは、プラス戦略４－１までの４つの戦略についてご説明をさせていただきまし

た。 

【伊藤議長】  浦野委員、おわかりですか。ということで、今はそこまで。 

 ほかに。 
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 藤原委員、どうぞよろしく。 

【藤原委員】  質問ですけども、経営課題４の子育て環境・教育環境という関係で、ち

ょっと次のほうにも含めるような内容なんですけど、ちょっと質問なんですが。 

 今月の中央区の広報紙にも保育所等の一覧表が載っていたと思うんですけども、お聞き

したいのは、地域型の保育所までは載っているんですけど、企業型の保育所は中央区内で

どれぐらい今なっているかということと、以前は認定保育園というのが中央区内ではない

と聞いていたんですけども、一番新しい情報としては認定保育園があるのか、ないのかと

いう点と、それと、子育て、次に入るんですが、ついでに言うときますと、学校教育の中

で、中央区内で、今いろいろ話題になっていますが、登校拒否という言葉は嫌いですけど

も、登校できていないお子さんがどれぐらい実情としてあるのか、把握されているのかと

いうことをお聞きしたい。 

 もう１点、これだけ保育所が増えてきますと、当然小学校へ上がりますと放課後の、

我々の子どものときは鍵っ子、鍵っ子と言っていましたけども、放課後の生活を子どもの

居場所といいますか、そういった点では「いきいき」とかあるんですが、学童保育も含め

て今かなりのお子さんが増えている放課後の状態と思っていますけど、大体どういうぐら

いのイメージで今、学校でさらに放課後で暮らしておられる方とか、学童保育すら民間の

経営で共同保育的な学童保育がありますけど、そこすらなかなか入れないということもち

ょっと近所のほうから聞いていたので、その辺の保育関係と学校の放課後の対策について

の現状把握というのをお聞きしたいと思います。 

【伊藤議長】  いいですか。 

【難波保健福祉課長】  保健福祉課の難波でございます。 

 まず、１つ目の企業型保育所の数なのですけども、中央区で申し上げますと１９カ所ご

ざいます。ですので、相当数あるかと思っております。やはり中心区ですので、企業さん

によるご開設が多いのかなと思っております。 

 ２つ目の認定保育園の数でございますが、ゼロ、なしでございます。ですので、認定が

ゼロで、企業型が１９ということになってございます。 

 あと、不登校児童、申しわけないのですが、ちょっと今、保健福祉課では把握しており

ませんので、ちょっと数字的なものがありません。市民活動のほうで把握しておりました

ら報告をさしあげたいと思います。それと放課後についても、この２つについては、もし

把握しておりましたら報告させていただきます。 
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【谷川市民活動支援担当課長】  市民活動支援担当の谷川でございます。 

 先ほどご質問のありました登校拒否の児童の数ということですが、こちらは、教育委員

会のほうで一応学校からの調査ということで把握されている内容につきましては、区の教

育担当のほうにもお知らせをいただいております。ただ、人数については公開をできない

ものでございますので、ご了承いただければと思っております。 

 放課後にどれくらい子どもさんがいらっしゃるかということであったかと思うんですけ

れども、児童いきいき放課後事業のほうに登録されていらっしゃる人数はいただいており

まして、今、合計人数を計算しておりますので、ちょっとお待ちいただいてよろしいでし

ょうか。 

 すいません、お待たせしました。合計の人数といたしましては、今その事業者のほうか

ら伺っている人数といたしまして、今年の６月２６日現在では約１，７３０人の子どもさ

んがご登録いただいているということでございます。これは全ての学校の合計の人数でご

ざいます。 

 ちなみに、在籍数はその時点で約３，１３０名ということですので、３分の１強という

ぐらいになっておるかと思います。 

 以上でございます。 

【藤原委員】  ありがとうございます。学童保育、大体把握されておられますでしょう

か。 

【谷川市民活動支援担当課長】  申しわけございません。学童保育につきましては、こ

ちらで把握ができておりません。申しわけございません。 

【伊藤議長】  いいですか。それでいいですか。 

【藤原委員】  はい。 

【伊藤議長】  ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、ないようでしたら、引き続き、区役所から説明をお願いいたします。 

【谷川市民活動支援担当課長】  市民活動支援担当課長の谷川でございます。 

 １２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ４－２、「子どもの学びと成長の応援」ということでご説明をさせていただきます。 

 めざす状態につきましては、区内学校園、子ども・保護者や地域住民のニーズを把握し、

学校園と連携しながら、子どもの教育支援、健全育成が行われている状態でございます。 

 平成３０年度の主な取組といたしまして、１つ目は、教育会議の開催や区教育行政連絡
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会の開催に取り組みました。 

 ２つ目は、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、「寺子屋ちゅうおう」の実施など、学校園

のニーズに応じた教育支援に取り組んできました。 

 ３つ目につきましては、青少年指導員によるスポーツ体験活動の実施など、青少年の健

全育成に取り組みました。 

 こうした取組の成果につきましては、資料右側に記載しておりますので、ご覧ください。 

 これにより、自己評価といたしましては、学校園のニーズに応じた教育支援の取組は、

成果指標を達成しており、区が独自に行っている発達障がいサポート事業や外国籍児童生

徒サポート事業に対する区内学校園長からの評価はいずれも９０％以上と高いものでござ

いますので、有効であると考えております。今後も引き続き、学校園のニーズに応じまし

て、区の特性や強みを生かした教育支援を行いまして、学校園の取組や子どもの学びを支

援してまいりたいと考えております。 

 続きまして、１３ページをご覧くださいませ。 

 ４－３、「『ひと・まち・まなび』をつなぐ生涯学習の推進」についてご説明をさせて

いただきます。 

 めざす状態につきましては、区民がみずからの学びを育むことにより、まちへの愛着や

誇りが高まるとともに、多様性が尊重されるまちづくりが進んでいる状態でございます。 

 平成３０年度の主な取組といたしましては、１つ目は、伝統芸能の実演・解説・体験、

連続講座などを実施しまして、まちの歴史・文化を生かした生涯学習の推進に取り組みま

した。 

 ２つ目は、生涯学習ルーム交流会や生涯学習講座の開催など、市民力を育む生涯学習の

推進に取り組みました。 

 ３つ目は、憲法週間パネル展や人権週間パネル展の開催、人権講演会や子ども・親子向

け人権啓発事業の実施など、多様性が尊重されるまちづくりに取り組みました。 

 こうした取組の成果は、右側に記載してございますので、ご覧ください。 

 こうしたことから、自己評価といたしましては、さまざまな区民の学び・交流・啓発の

機会の提供による取組は、区内での生涯学習活動が活発に行われており、いずれも成果指

標を達成していることから、有効であると考えております。今後も引き続き、さまざまな

体験学習の機会の提供を通じまして、子どもの生きる力を育み、自己肯定的な意識を持っ
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て前向きに成長できるよう支援するとともに、「ひと・まち・まなび」をつなぐ生涯学習

を推進し、地域への愛着やコミュニティづくりに役立ててまいりたいと考えております。 

【難波保健福祉課長】  続きまして、１４ページをご覧いただきたいと思います。 

 次に、経営課題の５、「いきいきと健やかに暮らしやすいまちづくりの推進」について

ご説明申し上げます。 

 この経営課題のめざすべき将来像につきましては、高齢者や障がい者などの支援を必要

とする方々が自分らしく安心して暮らせるまちだと感じている状態としております。 

 この将来像の実現に向けました、２つの戦略を立てて、それぞれのめざすべき状態の実

現に向けて取組を進めてまいりました。 

 まず、５－１、「要援護者の把握・見守りの強化」についてご説明申し上げます。 

 めざすべき状態、右の上ですね。囲みの中にありますように、高齢者や障がい者をはじ

めとします要援護者について、多方面から包括的に見守りができている状態としておりま

す。 

 ３０年度の主な取組、左側真ん中でございますが、１つ目は、要援護者名簿に掲載され

ている新規対象者のうち、同意を得た方につきましては地域や関係機関へ情報提供いたし

ました。また、孤立世帯等への見守り相談室による訪問等による対応や、「認知症高齢者

見守りネットワーク」構築による徘徊者保護の強化など、地域における要援護者の見守り

ネットワークの強化の取組を行いました。 

 ２つ目は、地域福祉コーディネーターによる相談受付や地域福祉コーディネーターによ

る新規見守り対象者の把握など、地域福祉見守り活動の強化に取り組みました。 

 こうした取組の成果は、資料の真ん中右側に記載をしているとおりでございます。 

 こうしたことから、要援護者の把握・見守りの強化の取組につきましては、区内の見守

りネットワークが機能しておりまして、成果指標も目標の８０％をほぼ達成しているとい

う状況でございまして、ここ数年は順調に高くなっているということからも、有効である

と考えております。ひとり暮らしの高齢者等が増加しているという中ですけども、今後も

引き続き地域と連携いたしまして、地域における要援護者の見守り活動に取り組んでまい

ります。 

 以上でございます。 

【楠保健担当課長】  保健担当課長の楠でございます。 

 １５ページをご覧ください。 
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 ５－２、「地域で健康に暮らせる環境づくりの充実」について説明いたします。 

 めざす状態でございますが、健康的な生活が維持でき、高齢になっても安心して地域で

暮らせる支援体制が充実している状態としております。 

 平成３０年度の主な取組といたしまして、１つ目は、在宅医療・介護連携マップの更新、

区民向け講演会や関係者向け研修会の開催など、在宅医療･介護ネットワークの充実に取

り組みました。 

 ２つ目は、健康展の開催や「いきいき百歳体操」の普及支援など、健康づくりの促進に

取り組みました。 

 ３つ目は、がん検診・特定健診について、区広報紙での日程案内をはじめ、総合がん検

診の実施、健康展での啓発のほか、電子申請システムによる予約方法の導入などを通じて

受診率の向上に取り組みました。 

 こうした取組の成果は、資料右側に記載のとおりでございます。 

 「いきいき百歳体操」については、地域での実施グループが着実に増加するとともに、

がん検診受診率も向上し、区民モニターアンケートによると、健康面での支援体制が充実

してきていると思う区民の割合も目標を超えて上昇していることから、取組は有効である

と考えます。引き続き、介護予防、疾病の早期発見、医療・介護連携を進め、区民が健康

で安心して生活できるよう取組を進めてまいります。 

 以上でございます。 

【溝淵総合企画担当課長】  以上、戦略４－２から戦略５－２まで４つの戦略につきま

してご説明をさせていただきました。 

 それでは、議長、よろしくお願いいたします。 

 なお、評価シートにつきましては、会議終了後に回収をさせていただきますので、あわ

せてよろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 ただいま戦略４－２から戦略５－２まで説明をお受けいたしました。 

 それでは、先ほどと同じ要領で、ご意見や質問のある方はお伺いいたします。あわせて、

お手元の評価シートにご記入のほう、よろしくお願いします。評価シートの最後の質問２

の評価記入もよろしくお願いいたします。 

 西村委員、どうぞ。 

【西村委員】  経営課題５番のところにありますけれども、高齢者や障がい者等をはじ
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めとする要援護者であるんですが、例えば、ひきこもりの高齢者も増えている。子どもさ

んもそうなんですけど、こういう方はこの要援護者の中に入っているんでしょうか。先ほ

どもちょっとお聞きしたかったんですが、子どもさんのところで、そういうひきこもりの

子どもさんについても調査とかされているのかどうかとか、もしされていたら、どのぐら

いらっしゃるのか、どういう施策をとってこられるのか、ちょっとお尋ねしたいんです。 

【難波保健福祉課長】  今のご質問、高齢者と子どものひきこもりですよね。正直、そ

こまで情報が入ってないということもありますので、なかなかそこの支援までは行き切れ

てないというのが現状です。ただ、情報が入りましたら何らかの支援をするような相談体

制をとったりとかいうことは考えていきますけども、正直、今、委員がおっしゃったよう

なところで支援をし切れてないというのが現状ですので、そこは今後の課題と思っており

ます。そういう方がどのぐらいいてるかということは、やはりリサーチがどういう形でで

きるのかということも課題になっていると思いますので、どうしても行政は受け身になっ

てしまっていますので、その辺が抜けている可能性が十分あると思っております。そうい

う認識は今ありますけども、なかなか追いついていないという状況になっております。 

 ただ、就労支援であるとか、そういうところについては、そういう方に大阪市としては

実施をしているところもございますので、そういうとこも少し考えていかなければとは思

っております。 

 実績の数字については把握をできてないという状況です。 

【西村委員】  今後、何かそれに対する対応策、やっぱりちょっと考えていかなあかん

のと違うかなと思いましたね。ひきこもりの人が自分から言ってくることはないので、家

族も言いにくかったり、周りの人とかね。もちろん不登校の子どもさんについては把握で

きるでしょうけれど、多くの年代にわたってひきこもりが多いというのはもう全体的にも

言われていることですし、それこそ地域で支えるとか、公的なものと一緒に何かセットで

できることがあればと思いますしね。よろしくお願いします。 

【難波保健福祉課長】  はい。検討させていただきます。 

【伊藤議長】  いいですか。 

 それでは、藤原委員、よろしくお願いします。 

【藤原委員】  たびたびすいません。経営課題５にかかわることで、いきいきと健やか

に暮らしやすいまちづくりの推進の中で、ここには区の事業としては取り上げられないと

思うんですけども、質問としてお聞きしたいんですが。 
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 いわゆる介護保険の関係で、以前に要支援１と２の軽度と言われる方の訪問介護サービ

スと通所介護サービスが介護保険の給付から外して大阪市の総合事業のほうに移行したと

いうことの後、区としてそういった方々のサービスといいますか、介護保険を使うサービ

スじゃなくて、市の総合事業としてのサービスとしてどういう進捗になっているのかなと。

大阪市が２日の研修で、そういう専門の大阪職員独自の相互事業のヘルパーをする仕事と

してやる研修が２日間で１２時間ですかね。やられて、研修を受けて、そういう人たちが

地域のそういう要支援１、２の介護保険の給付から出して総合事業に移行した人にどの程

度サービスに関与しているのかなということを把握していたらお聞きしたいなと。 

 というのは、次の次期改定で要介護１、２も大阪市の総合事業に移すということを国の

ほうで既にもう出ておるのでね。今後ますます、軽度といえども要介護２ぐらいになって

くると、かなり不自由な方が介護保険を使われないとなってしまうので、あえて大阪市の

総合事業として移すとなっていることからいえば、これは区としてもいろいろ対応を考え

ていかなあかんのかなという思いがありますので、その辺もちょっと把握をしていただい

たほうがいいかなということなんですけど。 

【難波保健福祉課長】  移行した後の結果ですよね。申しわけございません。今、手元

に数字がないので、本庁も含めて数字が出るようでしたら、調べまして情報提供させてい

ただこうと思いますので、申しわけございません、今手元に数字がございません。その要

介護１、２のところの移行後の数字については、少しお時間をいただければと思います。 

【伊藤議長】  それでは、いいですか。よろしくお願いします。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ないようでしたら、それでは、次の議題、２のその他に入ります。 

 本日はその他で特定の議題はありませんので、区政運営に関してご意見や質問のある方

はお伺いいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ないようでございましたら、本日の議題は以上となっております。 

 最後に、助言者としてご出席いただいている市会議員の３人の方から本日の議事に関し

まして助言をいただきたいと思いますので、まずは、有本議員からよろしくお願いいたし

ます。 

【有本議員】  委員の皆様、長時間にわたりましてお疲れさまでございます。 

 ちょっとさっきから咳なんかして、うるさくして申しわけございません。ちょっと風邪

を引いておりますので、ご容赦いただきたいと思います。 
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 ご承知のように、大阪のまちは、ここ７年連続でインバウンドのお客さんがたくさんお

見えになっています。京都あたりでは、やはりインバウンドが増えることによる弊害も一

定出てきていると聞いているんですけれども、特にこの中央区は、民泊の数、部屋数が24

行政区の中でトップなんですね。そういった中で、民泊新法が出るまではいろいろと苦情

を私もお聞きはしているんですけれども、それ以降、住民の方からそういうものに、イン

バウンドに来られるお客様方のもたらす問題点とか地域で困っているなということを区の

ほうはご存じですかね、何か。連長会とかそんなのでそういう意見が出てきているのかな

とちょっとお聞きしたら、あんまり聞いてないということも聞いているんですけども。一

定民泊に対しての苦情窓口が大阪市にはありますので、そちらのほうに言っているのかも

わからないんですけども。 

 何が言いたいかというと、今後やはり基幹産業としての観光というのは重要な、大阪の

経済を復興していくためにも必要なものだと思うんですね。そんな中で、やはり来られる

方、そして、住んでいる人間、その両方がやはり良かったなと思えるような状態をつくっ

ていくことが今後継続して続けていけることかなと。だから、ぜひ区役所におきましても、

そういうインバウンドに対する地域とのつながりを大事にするような、そういったものを

今後少し考えていただけたらどうかなと思います。 

 大阪が安心・安全で住みたいまちの世界６０都市の安全ランキングで３位ということに

なったらしいです。この間Ｇ２０大阪サミットがありましたときの、これ、裏話なんです

けれども、全国から数万人の警察官がお手伝いに来ていただきました。地方から来られる

警察官の方々はみんな、大阪は怖いまちだとインプットして来はったみたいで、かなり緊

張もしていらしたらしいんですけれども、もう予想に反して市民の皆さんが本当に協力的

で親切で、お疲れさんでしたとかご苦労さんですねとか、いろんな声をかけていただいた

り、ジュースをもらったりとか、何かそんなこともあったみたいで、大阪の町に対する印

象が一変しましたという感想を述べて帰られたと聞いております。大阪市民として大変う

れしいことですし、大阪は危ない町から大阪は安全な町へとやっていただけることがいい

ことかなと思います。これが１点なんですが。 

 もう１点、前回も申し上げましたけれども、やはり小学校７校しかない中で人口が10万

を超えました。特定の学校においては、すごく児童数が増えて教室不足、今回も玉造小学

校も増築工事をされますし、近々また開平小学校も増築ということになるんですが。その

ときに、全国ランキングで学力、体力ともに大阪はべべから数番目という状況の中で、特
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に運動したくてもできない子どもたちの教育環境が生まれてしまっているということに対

して、やはり運動場をいじめないと校舎は建たないのも理解できますけれども、だったら、

体育館にせめて空調を入れて、小学校の体育館でも空調を入れていただいてやっていただ

けるような状況をつくっていただきたいということを前回も申し上げました。 

 今回、国のほうは防災緊急事業対策債というのでお金をちょっと出してくださるという

ことで、実は２４区、各行政区１校しか中学校に空調がつかへんと言うてたのが、あとプ

ラス４８ですか、つくようになったんですよね。中央区におきましては中学校が３校しか

ありませんので、全部の中学校の体育館に空調がつきます。これは避難所を開設するとき

のためのものという、入り口はそうなんですけれども、今日、危機管理室と話をしました

ら、それだけではなく、やはり子どもたちが６月から９月の間、体育であるとか、それか

らクラブ活動であるとかを快適に過ごせるように使ってもらったらいいんです、そのため

にもつけたんですとおっしゃるから、だったら、中央区、もうちょっと小学校も考えてよ

ということは一定申し上げてはいるんですけれども、その対策債があるからできる事業だ

という言いわけがあるんですけれども。 

 ぜひとも中央区、西区もそうなんですけれども、本当に子どもたちに全部押しつけてい

る、我慢させているというところがありますので、ぜひ、中央区の区長は教育委員会に対

しても物を言える立場でいらっしゃいますので、ちょっとここは考えてほしいよというこ

とを強く言っていただけたらなと思っております。 

 以上です。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。本当にそうしていただきたいなという、区民

としてはそういう思いがございます。ありがとうございました。 

 それでは、不破議員、よろしくお願いします。 

【不破議員】  どうもお疲れさまでございます。委員の皆様におかれましては、２年間

本当に出にくい時間帯にもかかわらずお越しいただきまして、ありがとうございます。お

疲れさまでございました。 

 また、先生からも話がありましたが、Ｇ２０、無事に終わったということで、私のほう

からも皆様方にご協力のお礼ということで、ありがとうございます。 

 また、こぼれ話というんですかね。トランプ大統領が大阪にも来られましたということ

で、実は大阪市の消防局のほうにもかなり敬意を払っていただいたということで、協力的

にやっていただいたということで、非常に喜んでアメリカに帰られたということをちょっ
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とこの場でご報告さしあげたいと思います。 

 私のほうからは、まず、インバウンドのお話をさせていただきたいなと思います。今ち

ょっと日本と韓国のほうでいろいろな問題が起こっておりますが、やはりこの７月の時点

で訪日の韓国の方のお客様が７.６％前年比で減少しているという、こういった現状が起

こっております。やはりインバウンドだけで特化するのもちょっといかがなものかな。 

 ちょっといかがなものかなという言い方はあれなんですけども、非常にやはり日本全国

からこのＧ２０の、先ほど有本先生もおっしゃいましたけども、安心・安全であるという

ことを世界各国だけではなく日本全国にもアピールできたということで、本当に大阪とい

う魅力あるまちをもっと前面に出して、特に中央区というのは非常にいろんな資源という

んですか。商店街もそうです。大阪城もそうです。歴史、文化、そしてまたショッピング

にもたけている。この船場センタービル、昭和４５年ですか、万博のときにできて、もう

５０年近くなりますけど、そういった建物、いろんなものがあるというのをもっとアピー

ルして、外国からのお客様だけではなく、やはり日本全国からたくさん来ていただけるよ

うなまちにしていけたらなと。また、これも行政だけではなく、皆様方のご協力がないと

できないということで。インバウンドのほうになりましたら、３０年度が１,１４２万人

というお客様が大阪に来られたということで、非常に喜ばしいことであります。しかしな

がら、やはりそういった問題も起こったときには、外国人だけではなく、日本のお客様が

たくさん来られるこういったまちにしていかないかんのかなと思っております。 

 これは、商店街の皆様方におかれましては、本当にいろんな努力をしていただいた結果

が今大きな成果になっていると私もすごく頼もしく思っておりますので、また今後もよろ

しくお願いしたいなと思います。 

 それと、区長からもお話ありましたが、人口が７月時点で１０万人を超えたということ

で、やはりそれ以上に各種団体に入っておられる方の数並びにそれに見合うお手伝いいた

だける方の数がやはり減ってきているという大きな問題にもなってきているのかなと感じ

ております。 

 向こう三軒両隣という言葉があるとおり、やはり隣近所が皆様方一緒になってやってい

く、何かのイベントをやっていく。そのために、やはり「広報ちゅうおう」といういいＰ

Ｒ材料があります。また、パワーアップしていただいて、いろんな情報発信、これは全戸

配布されていると思うんです。今まででしたら新聞に折り込みが入っていたのがポスティ

ングで配布ということで、たくさんの情報発信できるということでございますので、それ
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をもっと活用していただいて、区役所のほうも力を入れていただいて、区民の皆様方にイ

ベントに来ていただける、そのことによってまた担い手をつくっていける、そういったま

ちづくりをしていっていただけたらなと私も考えておりますので、皆様方もいろんな忌憚

のない意見を今後も区役所等々に寄せていただきまして、いいまち中央区というものをつ

くっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私のほうから以上でございます。ありがとうございます。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 それでは、野上議員、よろしくお願いします。 

【野上議員】  皆様、こんばんは。遅い時間に本当にお疲れさまでございます。 

 この９月で任期２年ということで、皆様は約２年前から委員として、その以前からも活

動されている方、多くいらっしゃるかと思いますが、私のほうはこの４月からこの中央区

選出の市会議員として活動させていただいておりますので、まだまだご助言というそんな

立場にはなく、皆様から学ぶことも本当に多く、勉強させていただいている日々でござい

ます。 

 この評価結果について、人が集いにぎわうまち、中央区は本当にその名のとおり大阪市

の中心地であり、大阪市を引っ張っていく区だと思っておりますが、人が集うことによっ

て抱える問題もたくさんあるかと思います。私もこの数カ月ではございますが、市会議員

として地域の皆様から陳情をいただいたりしまして、やっぱり人が集まるのでさまざまな、

インバウンドもそうですが、ごみの問題であったり観光客がごみを捨てていったりだとか、

あと、路上で生活をされる方だとか、人が集うまちならではの問題もたくさんあります。

そういった問題にも取り組んでいきたいとは思っておりますが。 

 私もまだまだ小さい子どもを育てていて、子育て真っ最中なんですね。なので、この資

料に関しても、待機児童がゼロにはなってはいるんですが、地域のお母様方から、幼稚園

の抽選に落ちてしまったという問題であったりとか、入りたい保育園に入れなかったとい

うお声もたくさんお聞きしております。大阪市のほうでも今やっぱり中央区、北区などは

特に保育園を募集するんですが、なかなか、家賃も高く経営するのが困難だと言って事業

者が見つからないという問題もあるとお聞きしております。非常に子どもは宝といって地

域の方々も子どもたちにいつも優しく温かく見守ってはいてくださっているんですが、そ

ういった問題にも私自身も今後力を入れて取り組んでいけたらと思っております。 

 なので、いろいろとまだまだ未熟なところはございますが、今後とも区とも地域の方と
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も寄り添って、中央区を盛り上げていきたいと思っておりますので、どうぞ今後ともよろ

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】  ありがとうございました。 

 先ほどの有本議員、不破議員、野上議員から、地域も一体となって本当に魅力ある中央

区にすることで、区役所と相談しながら皆さんと努力しなあかんということで、ありがと

うございました。貴重なご意見をいただきました。 

 それでは、これをもちまして、本日の区政会議の議事を終了いたします。委員並びに市

会議員の皆さん、長時間にわたり熱心なご議論ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。ありがとうございました。 

【溝淵総合企画担当課長】  伊藤議長はじめ委員の皆様、長時間にわたりご議論いただ

きまして、ありがとうございました。 

 それでは、お手元に区政会議に関するアンケートがございます。 

 １つは、今年３月に実施をいたしましたアンケートの集計結果でございます。この結果

を踏まえ改善したものも記載しておりますので、ご確認いただけましたらと存じます。 

 もう１つが、本日の区政会議を踏まえたアンケートとなります。恐れ入りますが、別紙

２のアンケート用紙にご記入をいただきまして、書き終えられましたら机の上に置いてい

ただきますようお願いをいたします。 

 最後に、区長をはじめ皆様方からご発言ございましたが、今月９月末で委員の任期が満

了となります。現在のメンバーによる区政会議は本日が最後になる見込みでございます。

これまで会議で貴重なご意見を賜りましたこと、この場をおかりしてお礼を申し上げます。

誠にありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、令和元年度第１回中央区区政会議を閉会させていただき

ます。 

― ―  了 ― ―  


