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令和２年度度第２回中央区区政会議 

令和２年１２月１４日 

 

【溝淵総合企画担当課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和２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、御出席賜り

まして、誠にありがとうございます。 

 私は、本日の会議を司会進行させていただきます総合企画担当課長の溝淵でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、吉村中央区長より御挨拶を申し上げます。 

【吉村中央区長】  皆さん、こんばんは。区長の吉村でございます。 

 委員の皆様におかれましては、年末も近づき何かとお忙しい中、中央区区政会議に御出

席を賜りまして、誠にありがとうございます。平素は区政の推進に何かと御支援、御協力

を賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 今年は、新型コロナウイルスの影響を大きく受けた一年でした。目下、大阪府におきま

しても感染拡大の状況を受け、大阪モデルの「赤信号」点灯させ、府民の皆さんに対しま

して、できる限り不要不急の外出の自粛、そして、中央区と北区の飲食店等に対しまして

は、営業時間の短縮の要請が出されているところでございます。感染の状況は、まだ高止

まりの状況でございまして、引き続き警戒が必要でございます。委員の皆様におかれまし

ても、それぞれのお立場で感染症対策に御協力を賜りますようお願い申し上げる次第でご

ざいます。 

 本日は、令和３年度の中央区の運営方針の策定に当たりまして、条例上、委員皆様から

意見をお伺いする必要があり、感染症の対策には留意しながら開催させていただきました。

御理解賜りますようお願い申し上げます。 

 ともあれ、こうしたコロナと共存して社会活動を行っていくというのは、コロナのワク

チン、治療薬が普及するまでは、今しばらく続くと思われます。そうした中で、中央区に

おきましても、感染症対策をしっかりと取りながら、地域の活動、経済活動を続けていけ

るようにしていくことが求められているところでございます。地域の活動は、人と人との

絆づくり、また、コミュニティーづくりに欠かせません。区としましても感染状況を見な

がら、感染予防に十分配慮した活動が各地域で実施されますように支援してまいりたいと

思っております。 
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 一方で、中央区の経済商業活動、まちのにぎわいもダメージを大きく受けているところ

でございます。コロナの収束した後、アフターコロナをにらみ、再びこのまちに多くの人

が訪れ、まちに活気が取り戻せますよう、商店会の皆様、関係の企業団体の皆様とも連携

して、このまちの魅力の情報発信を積極的に行っていきたいと考えているところでござい

ます。 

 本日は限られた時間ではございますが、委員の皆様から忌憚のない御意見を頂戴いたし

まして、令和３年度の運営方針に反映させてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 以上でございます。 

【溝淵総合企画担当課長】  ありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、

本日の会議で使用します資料の御確認をお願いいたします。配付資料一覧をお手元に置い

ていただければと存じますが、この資料一覧に記載してありますとおり、議題の資料とし

ては、「資料１－１」及び「１－２」、並びに参考資料として、「令和２年度中央区運営方

針（改訂）」に係る資料３点を掲げております。これらの資料につきましては、事前に送

付したものから変更はございませんので、本日、委員の皆様方の机上にはお配りしており

ません。もし、今日お持ちでないという方がいらっしゃいましたら事務局にお申し出くだ

さい。 

 次に、別紙１として、「区政会議に関するアンケート」及び「返信用封筒」、別紙２とし

て、「区政会議委員名簿」、別紙３として、本日の「座席表」、別紙４として、「区政会議に

関する条例」をお配りしております。 

 別紙１のアンケート用紙は、本日の会議終了後に御提出いただくか、後日、添付の返信

用封筒にて郵便いただくかお願いいたします。 

 会議で使用する資料は以上でございますが、事前にお送りした資料も含め、不足の資料

がございましたら、遠慮なくお申し出ください。事務局がお持ちさせていただきます。 

 次に、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のための写真撮影を行っております。これらにつきまし

て御了承賜りますようお願いを申し上げます。 

 また、本日は、感染防止の一環といたしまして、会議中のマスクの着用をはじめ、せき

エチケットに御協力いただきますとともに、適宜、室内の換気を行いますことを御了承い

ただきますようお願いいたします。室内の温度が暑い、寒いなどございましたら、適宜、
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事務局にお申し出いただければと存じます。 

 それでは、これより先の議事の進行につきましては、伊藤議長にお願いしたいと存じま

す。伊藤議長、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  皆さんこんばんは。 

 ただいま、司会がおっしゃったように、マスク着用で失礼させてもらいます。本日の会

議がスムーズに進みますように、皆さんの御協力をお願いいたします。 

 それではまず、本日の区政会議につきましては、委員定数２０名のうち、ただいま１７

名でございますが、条例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ますことを御報告申し上げます。 

 それでは、早速でございますが、議題（１）令和３年度中央区運営方針（素案）につい

て、区役所より御説明をお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】  御説明申し上げます。座って失礼いたします。 

 お手元の資料、右肩に資料１－１と表示しております資料を御覧ください。 

 こちらは、区役所で作成いたしました「令和３年度中央区運営方針（素案）の概要」で

ございます。こちらの資料は、もう１つの資料１－２と表示しております大阪市所定の様

式で作成した資料を区政会議の委員の皆様に御理解を深めていただきやすくするため、分

かりやすくまとめたものでございます。本日は、主にこの資料１－１に沿って御説明させ

ていただきます。 

 それでは、資料１－１の１ページを御覧ください。 

 こちらでは、令和３年度中央区運営方針（素案）のあらましといたしまして、目指す区

の目標及び区運営の基本的な考え方について、お示ししております。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、大阪市の市政運営の基本方針が今年９月に改

訂されました。これを踏まえ、当区の今年度運営方針についても、コロナ禍の下、従来の

手法で実施が困難な取組については見直しを加え、感染防止対策を適切に講じた上での取

組として実施するため、改訂を行いました。 

 改訂後の運営方針につきましては、10月に委員の皆様に送付させていただきましたが、

本日の区政会議の議題に関係するため、参考資料として改めてお配りさせていただいてお

ります。こうした今年度の取り巻く状況や変化などを踏まえ、令和３年度中央区運営方針

（素案）を策定しております。 

 ２ページから５ページにかけましては、重点的に取り組む主な経営課題として、「にぎ
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わいの創出」、「ふれあい、絆づくり」、「安全・安心」、「子育て・子どもの学び」といった

４つの柱と、それぞれの経営課題の解決に向けた９つの戦略、その戦略の実現に向けた具

体的取組について、一覧にして左右見開きで記載しております。 

 ６ページ以降は、戦略ごとに必要事項を左右見開きでお示ししております。 

 この後、全体を３つに区切りまして、戦略ごとに、今年度の取組なども含め、担当課長

より御説明させていただきます。その後、説明させていただきました箇所について、委員

の皆様から御質問、御意見を頂戴したいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

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。 

 資料６ページ、７ページを御覧ください。 

 経営課題１、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

ついて御説明いたします。 

 この課題の目指す状態は、「商店会・企業等との協働により、魅力向上の取組が各所で

進められ、そうした情報が総合的・効果的に発信されることにより、内外から多くの人を

引きつけ、区全体がにぎわっている状態」です。 

 しかしながら、現在、新型コロナ感染症の影響で、まちのにぎわいは大きなダメージを

受けてございます。本年度は、道頓堀の夏のイベントとして毎年多くの来場者で活況を呈

する「にぎわいスクエア」についても、新型コロナ感染症の拡大防止に配慮し、初の試み

として、台船を使ったリアルのステージではなく、出演者によるステージパフォーマンス

や行政等のＰＲ動画などをユーチューブやにぎわいスクエア専用のホームページからＳＮ

Ｓ等を使ってライブ発信するデジタル版中央区にぎわいスクエアとして10月に開催いたし

ました。 

 また、昨年度に作成した中央区魅力発信パネルを海外の方にも御覧いただけるよう、英

語、中国語、韓国語の多言語データ版パネルを作成し、スマホを利用して御覧いただける

ようにしました。 

 さらに、中央区魅力発信パネルのうち、道頓堀のパネル30枚を道頓堀橋南側の橋の下に

も展示し、まちの魅力発信の取組を進めているところです。 

 コロナの収束後をにらみ、今後も引き続き、まちのにぎわいを取り戻すためにも、まち

の魅力やまちの活性化につながる各種情報の発信等を積極的に行ってまいります。 
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 具体的取組としまして、１つ目は、「魅力情報の効果的な発信」です。にぎわい情報サ

イト「大阪中心」の周知、ＰＲを図るなど、中央区のにぎわい情報の効果的な発信に取り

組みます。 

 ２つ目は、「にぎわいスクエアを活用した、にぎわいの創出」です。にぎわいスクエア

を開催し、中央区の様々な魅力、元気を感じられる情報を効果的に発信することにより、

ミナミの活気を区全体のにぎわいにつなげていく取組を進めます。 

 ３つ目は、「まち魅力アップ推進事業」です。中央区のまちのにぎわいを回復すべく、

ミナミ、船場地域をはじめとするまちの魅力発信の取組を官民協働で進めてまいります。 

 こうした取組を進め、戦略の成果目標としましては、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、令和４年度までに５０％以上とすることとしています。 

 私からは、以上でございます。 

【岡田市民協働課長】  皆さん、こんばんは。市民協働課長の岡田でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、８ページ、９ページを御覧ください。 

 次に、経営課題２、戦略２－１、「地域活動協議会による自律的な地域運営の促進」に

ついて御説明します。 

 この課題の目指す状態は、「防災・防犯など、安心・安全なまちづくりに係る取組及び

地域福祉、子育て支援、地域コミュニティーづくりなど、その他地域特性に即した地域課

題の解決に向けた取組が自律的に進められている状態」です。 

 現状としまして、９ページの上のほうにありますが、令和元年度の区民アンケート調査

の結果では、地域活動に参加されている区民の割合として、「参加していない」とお答え

いただいた区民の割合が63.8％、「地域活動協議会を知らない」とお答えいただいたのは

 71.1％とまだまだ高く、「参加している」「知っている」とお答えいただいた方の年齢別

や居住年数別で見ましても、若い方や居住年数の短い方で低い割合となっています。マン

ション建設などで新しい区民の増加などから、まだまだ地域にお住まいの多くの方々に 

認知いただけてない状況となっている現状が見て取れると思います。 

 令和３年度は、地域活動協議会活動への関心を高めていただけるよう、広報紙やインタ

ーネットなど、広報媒体を駆使しまして、継続的な広報を行ってまいりたいと考えており

ます。区民の方々の認知が上がることは、地域で活動を支えていただいている方々のお気

持ちの支えにつながっていくのではないかというふうにも考えておりますので、頑張って
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いきたいと思います。 

 具体的取組は、８ページの下にありますが、取組といたしまして、１つ目は、「区民の

地域活動への参加促進」です。マンション流入等、若い世代を含め、多くの住民に、地域

での人と人とのつながりや地域活動への参加の重要性について広報・啓発を進めてまいり

ます。 

 ２つ目は、「自律的な地域運営の活動支援、多様な主体による連携・協働の促進」です。

各地域の実情に応じ、地域活動協議会への支援をより効果的に行うとともに、地域のつな

がりづくりの基盤となる自治会町内会単位、いわゆる第一層への支援を行ってまいります。 

 また、多様な活動主体間の連携・協働の促進に向けて、各地域の実情に応じた支援メニ

ューの情報提供や、区役所と連携・協力協定を締結する各団体の活動の地域への活用につ

いて検討してまいります。 

 こうした取組を進めまして、戦略の成果目標としましては、地域活動協議会の構成団体

が地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律的に進められている状態にあると

思う割合を、令和５年度までに90％以上を維持し、かつ、前年度実績値以上とすることと

しております。 

 私からは以上です。 

【谷川市民活動支援担当課長】  いつもありがとうございます。市民活動支援担当課長

の谷川でございます。座って説明させていただきます。 

 10ページ、11ページを御覧ください。 

 次に、戦略２－２、「学びのコミュニティーの形成」について御説明させていただきま

す。 

 この課題の目指す状態は、「区民が自らの学びを深める中で、区民の交流が進み、学び

のコミュニティーが形成され、我がまち中央区への愛着や誇りが高まっている状態」です。 

 現状といたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響で生涯学習の活動も見直しを余

儀なくされており、コロナ感染防止に配慮した活動の実施を支援しているところでござい

ます。 

 また、区民の生涯学習活動は活発に取り組まれているものの、人とまちをつなぎ、地域

への愛着が高まるよう、新たな参加者や地域について学習する機会は、まだまだ創出して

いく必要がございます。 

 こうした状況を踏まえまして、令和３年度も引き続き生涯学習の活動や成果発表の機会
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を提供するとともに、区内の生涯学習活動の場、機会の情報を分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ーづくりを推進するとともに、区にゆかりのある歴

史・文化の講座やワークショップなどの開催などを通じ、地域に根差した学びで、まちへ

の愛着や誇りを高めてまいります。 

 具体的取組といたしまして、１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の皆様と連携して生涯学習活動を支援す

るとともに、活動の場、機会の情報を総合的に発信いたします。 

 ２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・ワークショップ等を開催することで、地域に根差した学びと行動が循環するような生

涯学習のさらなる活性化を図り、まちへの愛着や誇りを高めてまいります。 

 こうした取組を進めまして、戦略の成果目標といたしましては、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を、令和３年度までに60％以上を維持することといたしております。 

 続きまして、12ページ、13ページを御覧ください。 

 戦略２－３、「多様性が尊重されるまちづくり」について御説明いたします。 

 この課題の目指す状態は、「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。 

 現状といたしまして、外国にルーツを持つ住民が増加し、人口に占める割合は約９％と

なり、多国籍化も進んでおります。そうした中、外国籍住民の言葉の壁による孤立化が懸

念されるとともに、実際に差別落書き等の事象も起こっており、地域住民においても、多

様性を十分に理解、尊重し、共生していく意識が十分に醸成されているとは言えない状況

であると認識しております。一方、人権啓発の取組をはじめ、各種事業につきましては、

コロナ感染防止に配慮しながら実施をしているところでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、令和３年度は、区民が多文化共生など、様々な人権課題

への理解を深めるよう、人権啓発推進員の皆様との連携を図りまして、地域に根差した啓

発や、小・中学校の学齢期における人権学習を進めるとともに、外国籍住民の言葉の壁に

よる孤立化を防ぐため、様々な情報提供やサポートを進め、地域住民の理解を深めるなど、

多文化共生の環境づくりに取り組んでまいります。 

 具体的取組といたしまして、１つ目は、「地域に根差した人権啓発の推進」です。人権

啓発推進員の皆様と連携し、人権週間、区民まつりや、学校教育など、様々な機会を活用



－8－ 

いたしまして人権啓発を推進いたします。 

 ２つ目は、「多文化共生に向けた環境づくり」です。外国籍住民の言葉の壁による孤立

化を防ぐため、日本語学習の支援や、やさしい日本語、多言語による生活関連情報の提

供・発信を引き続き行うとともに、学校園に通っている外国にルーツのある子ども、その

保護者に対する支援を充実させてまいります。 

 こうした取組を進め、戦略の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を、令和３年度までに60％以上とすることとしております。 

 私からは以上でございます。 

【溝淵総合企画担当課長】  ただいま、戦略１－１から戦略２－３まで御説明をさせて

いただきました。 

 ここで一旦区切らせていただき、委員の皆様より御質問、御意見を頂戴したいと存じま

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す。 

 ただいま、令和３年度の中央区運営方針（素案）について、戦略１－１から戦略２－３

までの御説明をお受けいたしました。 

 ここまでのところで委員の皆さんから御意見や御質問がございましたら挙手いただきた

いと思います。 

 黒石さん、どうぞ。 

【黒石委員】  これを見ていたら、昨年度のコロナの流行する前と大体同じような形の

計画ですけれど、恐らく、来年もコロナは収束しないと思いますが、その場合、この中の

行事は、大半が中止になるという可能性が出てくると思います。ある面では、コロナを中

心に考えて、中止になったらどうするかというようことも検討すべきであると思う。コロ

ナがなかったら、これは全ていい形の流れとなると思うけれど、こういう状態で、今年も

後半に、かなりコロナが流行ってきて、多分、来年も収束しないと。そうしたら、そのと

き中止の代わりに何をするのかというようなことを示すべきである。全部ボツにするとか、

その辺を検討されたらどうかと思います。 

【伊藤議長】  ありがとうございます。 

 ただいまの黒石委員の意見について、区役所から何か御意見はございますか。 
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【溝淵総合企画担当課長】  黒石委員、御質問、御意見、ありがとうございました。 

 委員おっしゃるとおり、今年度におきましても、コロナの急速な拡大により、中止とせ

ざるを得ないようなものが確かにたくさんございました。令和３年度に向けまして、コロ

ナの状況は正直分からないということもありますが、委員がおっしゃったとおり、コロナ

を見据えて、中止するときはどうするのかということもお示しすべきというのは、本当に

私どもとしてもきちっと踏まえてしていきたいと思っております。この後、また御説明を

させていただくかもしれませんが、例えば、区民まつりも今年は難波宮での開催は中止し、

代わりに、インターネットを活用し開催いたしました。そういった風に、コロナ禍でもで

きる手法を探りながら、できるだけ地域のにぎわいや、ふれあい、絆づくりに少しでも支

援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。 

【伊藤議長】  黒石委員、よろしいですか。 

【黒石委員】  はい。 

【伊藤議長】  それでは、他に何か御質問はございますか。 

 ないようでしたら、池永副議長とか、にぎわい創出とか、菊地さんの地域活動とか、そ

れから苣野さんの生涯学習のことについても御意見がありましたら、この際ですのでお聞

きになっていただきたいと思います。どうですか。別にないですか。 

【池永副議長】  はい。別にないです。 

【伊藤議長】  菊地委員、何か御意見はないですか。 

【菊地委員】  地域活動や生涯学習について、例年と同様のパターンでの活動状況を報

告していただいているのですが、コロナ感染症が起きてから、コロナについて区役所はど

ういうふうに活動していこうというメッセージが、この資料の中には、何も載っていない

ですよね。例えば、消毒薬を配るとか、今後こういうふうにしていきたいとか、こういう

体制で区役所はコロナに対して活動していきたい。行事ごとに活動するのではなくて、コ

ロナに対してどうするのかというメッセージが今のところ聞かれないので、その辺をお聞

きしたいと思っているのですが。 

【伊藤議長】  菊地委員、ありがとうございます。 

 区役所から、ただいまの菊地委員の意見に対して、何か意見はございませんか。 

【吉村中央区長】  御意見ありがとうございます。 

 この資料は概要版ということで作成しておりまして、運営方針素案には、委員の御意見

のメッセージについては、当然、感染防止対策をしっかり適切に実施した上で、できるこ
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とを行うように書いてはいるのですが、個々に具体的にどういう形で実施するかについて

までは、この概要版では、書けていないことは申し訳ないと思います。 

 資料の１ページ目で、大きな意味合いとしては、今までは全然書かれていなかったので

すが、令和３年度区政運営の基本的な考え方におきまして、「にぎわい」と「ふれあい」

あふれるまち、中央区をめざして、新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、感

染防止対策を適切に講じたうえで、慎重に実施していくということを記載しています。 

 また、①では、特に経済商業活動、「にぎわい」がダメージを受けておりますので、コ

ロナ後をにらみながらの対策を進めたいと考えています。②、③、④につきましては、従

来どおりできるということではないと考えておりますが、工夫しながら、少しでも施策の

趣旨が生かせるように実施していきたい、感染防止対策を適切に講じた上で実施していき

たいと考えているところでございます。以上でございます。 

【伊藤議長】  菊地委員さん、よろしいですか。 

【菊地委員】  はい。 

【伊藤議長】  分かりました。 

 よろしいですか。ほかに御意見はございませんでしょうか。 

 ないようですので、引き続き、区役所のほうから、次の御説明をお願いいたします。 

【岡田市民協働課長】  よろしくお願いいたします。 

 続きまして、14ページ、15ページを御覧ください。 

 経営課題３、戦略３－１、「地域防災力の向上」について御説明をいたします。 

 この課題の目指す状態は、「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」でございます。 

 具体的取組としまして、１つ目は、「自助の啓発強化」です。自助による取組推進を図

るため、区民への啓発を行います。特に中央区は、事業所、高層マンションが多いことか

ら、事業所、マンション住民向けの啓発を推進してまいります。 

 ２つ目は、「地域における共助の取組推進のための支援」でございます。地域による避

難所の開設運営や避難行動要支援者の安否確認等、大規模災害やコロナ禍にも対応した共

助の取組の充実に向け、自主防災組織等が行う訓練の効果的な実施を支援するとともに、

区内事業所等との災害時の連携・協力を強化していきます。 

 ３つ目は、「区災害対策機能の強化」です。大規模災害やコロナ禍にも対応した訓練等

を充実させ、区職員及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にす
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るとともに、各防災関係機関等の連携強化に努めてまいります。 

 現状としまして、令和元年度の区民アンケートの結果では、自助・共助による防災の取

組が重要であると思う割合が高い一方で、これまでに地域の防災訓練に参加したことがあ

る区民の割合は低い結果となってございます。 

 新型コロナ感染症の影響で、地域全体での避難所開設運営訓練については、中止となっ

ている地域が多数ございますが、コロナ禍の避難所運営手法について説明を行うなど、コ

ロナ禍での避難所運営についても各地域で実践できるよう支援を行ってきているところで

ございます。 

 こうした状況を踏まえ、令和３年度も引き続き、区民と一人一人の災害への備え、自助

の充実に向け啓発を進めるとともに、実効性のある訓練の実施を支援してまいります。 

 また、区役所の災害対策本部の機能につきましても、訓練や研修を行い、本部各班のさ

らなる機能向上に努めてまいります。 

 こうした取組を進め、戦略の成果目標としましては、避難所開設運営訓練25地域での実

施、自助・共助が重要であると認識している区民の割合について、90％以上を維持するこ

ととしています。 

 続きまして、16ページ、17ページを御覧ください。 

 戦略３－２、「街頭における犯罪の削減と安全対策の推進」について御説明をいたします。 

 この課題の目指す状態は、「区民の防犯意識が高まり、街頭における犯罪が発生しにく

い環境が整備され、まちの安全性の向上が図られている状態」です。 

 現状として、令和２年９月末時点ですが、犯罪発生件数は前年より減少していますが、

自転車盗の件数を中心に依然として多い状態です。また、交通事故に占める自転車関連の

事故の比率も高い状況にあります。 

 本年度は、街頭犯罪等削減につなげる取組として、街頭における啓発キャンペーンや防

犯教室の開催、広報紙、ホームページ、ツイッターを活用した広報周知を積極的に行って

おります。 

 令和３年度も引き続き、自転車等をはじめとする街頭における犯罪発生件数の減少に向

けた取組や交通事故をなくす運動など、警察、地域と連携し、啓発活動を推進してまいり

ます。 

 具体的取組として、「警察、地域と連携し、自転車盗難防止等、啓発活動の推進」です。

街頭における犯罪発生件数の約８割を占める自転車盗を中心に、防犯意識の啓発を進め
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てまいります。 

 また、自転車の交通事故防止の啓発、放置自転車対策など、自転車利用のマナー向上に

向けた取組も総合的に実施してまいります。 

 こうした取組を進め、戦略の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、80％以上を維持することとしております。 

 以上でございます。 

【関口保健福祉課長】  お世話になっております。保健福祉課長の関口でございます。

座って説明させていただきます。 

 18ページ、19ページを御覧ください。 

 戦略３－３、「住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉の取組推進」について御説

明いたします。 

 この課題の目指す状態は、「要援護者に対し、見守りや多方面から包括的な支援が行わ

れる体制が構築されている状態」です。 

 19ページの現状に記載のとおり、中央区の人口に占めます65歳以上の高齢者人口の割合

は15.9％で、市全体の割合25.7％に比べまして低いのですが、中央区の世帯で65歳以上が

含まれる世帯のうち、独居高齢者世帯の割合は47.7％と、市全体の42.4％と比べまして５

ポイント強高い状況にございます。 

 独居高齢者世帯は、孤独死に関しまして身近に感じると意識される割合が、同居者のい

る世帯と比べまして非常に高くなっております。また、日常生活におきましても、病気に

対しての不安や認知症に対しての不安を感じておられます。 

 このような現状を受けまして、本年度は、「だれもが自分らしく安心して暮らし続けら

れる地域づくり」を基本理念とし、令和２年３月に改訂しました「中央区地域福祉ビジョ

ン」に基づき、高齢者や障がい者など、誰もが安心して暮らし続けていけるよう、地域や、

介護・医療機関など、関係機関等との連携・協働により、要援護者の把握に努め、見守り

活動や認知症対策、介護予防の取組を進めているところですが、新型コロナウイルス感染

拡大の影響で、特に緊急事態宣言時などはそれぞれの活動に制限がかかり、本来の見守り

活動ができにくい状況でございました。しかし、要援護者の孤立を防ぐために、それぞれ

が電話やポスティングを活用するなど、工夫しながら情報共有を図りまして、感染拡大防

止に努めながら活動に取り組んでいるところでございます。 
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 このような状況を踏まえまして、令和３年度も引き続き、特にコロナ禍にあっては、高

齢者などが感染により重症化しやすい傾向にあるため、区民に対し、感染しない、感染さ

せないよう注意喚起の情報を積極的に発信するとともに、高齢者などにおける外出控えに

よる孤立化や、体力の低下などの懸念にも留意しつつ、感染防止対策を適切に講じながら、

見守りや介護予防活動が実施されるよう支援してまいります。 

 具体的取組としまして、１つ目は、「新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた区民へ

の広報・周知」でございます。高齢者などがコロナ感染により重症化しやすい傾向にある

ことから、感染拡大防止に向け、区民に対し、自ら感染しない、人に感染させないよう、

広報紙、ホームページ、ツイッターなどを活用し、感染拡大の注意喚起や感染防止策、各

種支援策などタイムリーな情報を積極的に発信するとともに、区民からの問合せ、相談な

どへの対応を行います。 

 ２つ目は、「見守りネットワークの強化」です。感染防止対策を適切に講じながら、高齢

者や障がい者などの要援護者を把握するとともに、見守り相談室による専門的支援や地域福

祉コーディネーターの見守り活動を一体的に実施し、見守りネットワークを強化します。 

 20ページ、21ページを御覧ください。 

 ３つ目ですが、「認知症施策の推進」です。関係機関との連携を図り、認知症の予防に

努めるとともに、初期段階での対応促進や徘回による行方不明時の早期発見のためのメー

ル配信、認知症カフェなど、認知症の人を地域で支える活動の支援などを推進いたします。 

 また、これら認知症施策の取組について、コロナ後を見据え、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。 

 ４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・効果を示し、必要性を啓発するとともに、「中央区在宅あんしんマップ」によ

り、区内の関係施設など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

う取り組むとともに、コロナ禍での医療・介護関係機関の対応や課題についても情報交換

を行うなど、状況に応じた取組を進めます。 

 ５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、

医師会などの関係機関と連携・協働して、ポストコロナを見据え、感染対策を講じた上で、

健康展、健康講座を開催するなど、区民の啓発に取り組みます。 

 また、高齢者などにおける外出控えによる孤立化や体力の低下などの懸念にも留意しつ

つ、コロナ感染防止対策を適切に講じながら、介護予防や健康づくりに資する住民主体の
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通いの場である、「いきいき百歳体操」、「かみかみ百歳体操」などにより多くの人が参加

し、効果を実感できる活動の支援を行います。 

 こうした取組を進め、戦略の成果目標としましては、高齢者、障がい者などが安心して

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お

ります。 

 私からは以上です。 

【溝淵総合企画担当課長】  ただいま、戦略３－１から戦略３－３まで御説明させてい

ただきました。 

 ここで一旦区切らせていただき、委員の皆様より御質問、御意見を頂戴したいと存じま

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す。 

 ただいまの戦略３－１から戦略３－３までの御説明を受けました。 

 今までの説明に対して何か御意見とか質問がございましたら、この際でございます。挙

手いただきたいと思います。 

 石井委員、どうぞ。 

【石井委員】  すいません。中央区に住んでおられる外国人の方、13ページでは、かな

りの方が住んでおられるのですけれども、この方たちに対してのコロナの情報とか、その

辺は発信しておられるのでしょうか。お伺いしたいと思います。 

【伊藤議長】  ただいま石井委員の意見に対して、区役所から御説明いただきたいと思

います。 

【溝淵総合企画担当課長】  お答えさせていただきます。区のほうで広報も担当させて

いただいておりますので、私から御説明させていただきます。 

 外国人向けで、特にコロナについてということでございますけれども、当然言葉の問題

もございます。区としても情報発信のときの多言語化というのは一つの課題だと思ってい

るところですが、区独自で外国語を訳して発信するというのは、一定限界があると思って

おります。代わりに私どもでやりましたのは、大阪国際交流センターが隣の天王寺区内に

あるのですが、そこで外国語での様々な相談事業を行っています。そういったところを、

広報するなどして、場所も比較的中央区から近うございますので、そういったところで母

国語での相談もできるところを御紹介することで、コロナや、日々の生活のお困り事につ

いての解決に少しでもつながればということでご紹介させていただいております。 
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 また、13ページのところで記載させていただいておりますが、中央区では、コロナだけ

ではないんですけれども、幅広く中央区内にお住まいの方に少しでもお役立ていただきた

いということで、中央区ホームページで、「やさしい日本語」を使った情報発信を今年10

月からスタートさせていただいております。様々な手続や行政サービスなどを「やさしい

日本語」という形に置き換えて、居住歴が長い方が対象になってくるかもしれませんが、

少しでもそういった方に必要な情報をお届けしたいということで、「やさしい日本語」に

よる生活ガイドの情報発信を今年10月から進めさせていただいております。 

 以上でございます。 

【伊藤議長】  石井委員、よろしいですか。 

【石井委員】  これからの課題として、やっぱり僕達の子ども会でも、高津などの小学

校では、もう半分以上の児童が外国人の方だということも聞いております。天王寺区に任

せるのもいいですけれども、中央区としても、これだけの方がいらっしゃるんですから、

その辺も少し考えて、もしできるのであれば、中央区としての情報発信をしていただけた

らなと思います。 

【溝淵総合企画担当課長】  ありがとうございます。 

 できる限り中央区にお住まいの外国籍の方に役立つ情報発信に努めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。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。石井委員、よろしいですか。 

 その他に地域福祉の民生委員として黒石委員、何かございますか。 

【黒石委員】  別にないです。 

【伊藤議長】  それから、社協の庄司委員、いかがですか。 

【庄司委員】  いえ、特にないです。 

【伊藤議長】  よろしいですか。 

【庄司委員】  はい。 

【伊藤議長】  すいません、急に御指名して申し訳ないのですが、他の皆さんよろしい

でしょうか。 

【菊地委員】  いいですよ。 

【伊藤議長】  それでは、引き続き区役所のほうから御説明をお願いいたします。 

【三島子育て支援・保育担当課長】  子育て支援・保育担当課長の三島でございます。

いつもお世話になりありがとうございます。座って説明させていただきます。 
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 冒頭、大変申し訳ないのですけれども、こちら、資料の22ページ、23ページを御覧いた

だきまして、１か所誤植がございます。申し訳ございませんが、訂正をお願いいたします。 

 右側、23ページの下、「令和２年度の取組（予定を含む）」というところの２つ目の囲み

になりますけれども、こちらの一番下の行の「『パンジーひろば』の開催」というところ

がございますが、こちら、「20か所以上」となっておりますが、正しくは「２か所以上」

となりますので、恐れ入りますが訂正をお願い申し上げます。 

 それでは、改めまして、22ページ、23ページを御覧いただきまして、経営課題４、戦略

４－１、「地域ぐるみの子育て支援」について御説明させていただきます。 

 この課題の目指す状態は、「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軽減され、安心して子育てができると感じられている状態」

です。 

 現状として、中央区では、子育て世帯が増加傾向にあり、子育てや虐待などの相談も増

えております。 

 また、中央区には、夜間就労を目的とした転入者の方も多く、そうした世帯におきまし

ては、児童がネグレクト状態に陥るリスクも懸念されます。しかしながら、現状としては

十分に状況を把握できていない状況にございます。 

 また一方で、大規模マンションの増加などによりまして、新たに転入してきた子育て世

帯においては、身近に相談相手がいないなど、孤立感や不安を抱えていることなどが想定

されます。 

 また、共働き世帯も増え、保育ニーズが大変高まってきており、保育所を確保できるか

どうかが保護者の切実な心配事となっております。 

 今年度は、新型コロナの影響により、集まりや交流が控えられる中、子育ての不安を抱

え込まずに少しでも相談してもらえるきっかけをつくるため、子育て支援室の相談窓口の

情報発信を強化、また、行事におきましては、例年、各認可保育施設に参加していただき

開催しております「保活応援ひろば」につきましては、通常の開催は中止し、その代替と

しまして、インターネットでの情報提供や区役所２階に展示スペースを設け、認可保育施

設や幼稚園のパンフレット等の配布、施設を紹介する掲示物などによる情報提供を行う形

に改めるなど、感染防止に配慮しながら実施してまいりました。 

 こうした状況を踏まえ、令和３年度も引き続き重大な児童虐待ゼロを目指し、関係機

関・団体とのネットワークを広げるなど、体制を強化し、これまで以上にネグレクトなど
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の児童虐待のリスクを抱える子どもや世帯を把握し、適切に相談支援を行ってまいります。 

 また、子育てについて、いつでも気軽に身近で相談できるよう、コロナ感染防止に十分

配慮しながら、地域と関わりが少ないマンション子育て世帯などを対象に、アウトリーチ

による相談の機会づくりや子育て応援団等地域主体の活動の支援を行うとともに、子育て

支援の情報発信や、認可保育所をはじめとする様々な保育ニーズに対応した相談支援の体

制を充実してまいります。 

 具体的取組としましては、１つ目は、「重大な児童虐待「ゼロ」に向けた取組」でござ

います。行政機関、学校、保育所などだけではなく、民生・児童委員などの地域の方や、

外国籍の支援団体やこども食堂運営団体などの民間団体と連携するなど、ネットワークの

拡大・強化を図り、ネグレクトなどの児童虐待のリスクを抱える子どもや世帯を把握し、

適切な相談・支援を行う中央区「こねっと☆ほーむ」強化プロジェクト等を推進してまい

ります。 

 また、児童虐待通告を受理した際には、緊急度や重症度に応じて適切に対処してまいり

ます。 

 ２つ目は、「区、地域が連携した子育て支援」です。人口増の下、新たに転入したマン

ション子育て世帯をはじめ、身近に相談相手が見つからず、子育てに関する不安や悩みを

抱えている世帯は少なくなく、こうした世帯の子育ての孤立感や不安、悩みを軽減し、安

心して子どもを育てることができる環境づくりを推進します。 

 ３つ目は、「多様な保育サービスの提供」です。教育・保育施設や地域の子育て支援事

業等をスムーズに御利用いただけるよう、区役所の窓口や地域の身近な場所におきまして、

個別のニーズに応じた相談や情報提供を実施するなど、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いたしまして、保育所の待機児童ゼロを目指し取り組んでま

いります。 

 こうした取組を進め、戦略の成果目標としましては、ネットワーク拡大などによる発見

したネグレクト等、児童虐待リスクを抱え継続的にフォロー、支援していく児童、世帯数

を令和４年度までに40件以上、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％以上を維持すること、待機児童が解消される状態を維持す

ることとしております。 

 私からの御説明は以上となります。 

【谷川市民活動支援担当課長】  続きまして、24ページ、25ページを御覧ください。 
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 戦略４－２、「子どもの学び支援」について御説明いたします。 

 この戦略の目指す状況は、「学校園と連携しながら、区内学校園、子ども、保護者や地

域住民のニーズが把握できており、子どもの教育支援が適切に行われている状態」でござ

います。 

 現状といたしまして、本年度は、各事業の実施に当たり、コロナの感染の状況を注視し

ながら感染防止対策を講じて適切に実施していく必要があり、学校園をはじめ、各組織や

団体とも丁寧に連携を行いつつ、慎重に実施しております。 

 また、学校協議会での意見の把握につきましても、書面による実施など、コロナ禍に配

慮した形で進めているところでございます。 

 さらに、人口の増加に伴い、区内の子どもの数が増加するとともに、外国にルーツを持

つ児童生徒等、支援の必要な子どもたちも増えてきており、各学校共通の課題として、そ

の対応が急務となっております。 

 こうした状況を踏まえつつ、令和３年度も引き続き分権型教育行政を推進し、学校園の

ニーズに応じ、各公園の取組や、子どもの学びを支援してまいります。 

 具体的取組といたしまして、１つ目は、「分権型教育行政の効果的な推進」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し、地域の特性を生

かした教育行政を推進いたします。 

 ２つ目は、「学校園のニーズに応じた教育支援」です。区の特性に基づいた教育を推進

できるよう、学校園のニーズに応じた子どもの学びを支援する事業を、コロナ感染防止対

策を講じ適切に実施してまいります。 

 こうした取組を進め、戦略の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、教育内容がより充実したと考える区内

小・中学校長のうち、大いにそう思うと回答する小・中学校長の割合を、令和５年度まで

に70％以上とすることといたしております。 

 私からは以上でございます。 

【溝淵総合企画担当課長】  ただいま、戦略４－１及び戦略４－２を御説明させていた

だきました。 

 今、御説明した箇所に加えまして、令和３年度中央区運営方針（素案）全般につきまし

て、委員の皆様より御質問、御意見を頂戴したいと存じます。議長、よろしくお願いいた

します。 
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【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 ただいま、戦略４－１及び戦略４－２の説明をお受けいたしました。今の説明に対して、

委員の皆さんから御意見や質問をお聞きしたいと思います。挙手のほう、よろしくお願い

します。 

【竹下委員】  竹下でございます。御説明ありがとうございました。 

 先ほど区長の御説明にもありましたけれども、今年度のところ、新年度のところで、コ

ロナウイルスの状況を見ながら取組を検討されていますというところがありました。また、

各戦略で、令和２年度の予算額と３年度の算定見込額の記載があり、多少増減があります

が、これはやはりコロナの状況があるので、こういう取組はやっぱりやめておこうとか、

ちょっと控えておこうとか、むしろこちらに回そうとか、そういう検討はされているので

しょうか。 

 例えば１－１、にぎわいのところ。ここは、インバウンドの方が戻ってこないと、どう

してもできない部分もあろうかと思うのですけれど、そこの部分をちょっと控え目にして、

こっちに回そうとか、先ほどパネルのところ。英語版、中国語版、韓国語版を作られまし

たということですけれど。それよりは、コロナの情報を外国籍の方に発信するとか、そち

らのほうに力を入れたほうがいいのではないかというような議論がされたのかどうなのか

というようなことをお聞かせいただければと思います。 

【吉村中央区長】  予算につきましては、これから調整に入りますので、次回の区政会

議で詳細について、２年度との比較も含めて御説明させていただきたいと思っております。 

 基本的に、コロナの影響で、経営課題のうち、あるものを大幅に減少して、それをどこ

かに回しているというようなことは、今回の予算編成ではしてはおりません。基本的にそ

れぞれの事業を、感染症対策を取りながら工夫して実施していくということで、基本的に

は前年度予算を踏襲した形で編成しております。 

 ただ、変化が若干あるものもございます。それについては、例えばですけど、先ほど説

明させていただきました子育てのところで、ページでいうと、23ページ。若干減っている

のは、子育て支援の仕方について、事業の中身を見直しているところでございます。 

 25ページ、子どもの学びの支援の関係ですけれども、２年から３年と比べて増やしてい

ます。これは、外国籍児童サポートや発達障がいのサポートについて、対象者の、特に外

国籍の児童数が増えてきているとか、あるいは、発達障がいの児童数も増えてきていると

いうようなことを含めて、これに対応するため増額しているといったようなことで、個々
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の状況に応じた増減はいたしておりますが、総じてコロナで大きく増減しているというよ

うなことではなく、それぞれで見直すところはありますけれども、基本は何とか工夫して

施策の趣旨が生かせるような形で事業を実施していきたいということで、おおむね横ばい

で編成しているところでございます。 

 また、次回の区政会議で、前年度との比較も含めて詳細に説明させていただきたいと思

います。 

【竹下委員】  分かりました。ありがとうございます。 

 例えば先ほどの児童虐待の対応のところでもお聞きしていて、分からないのですけれど、

コロナでずっと自宅にいないといけない、外出できない、経済的に厳しくなってきたとか

で、やはりストレスがたまってきて児童虐待のケースも増えたりということも、あるのか

ないのか分からないんですけれども、そういう観点でも、もし見ていただければありがた

いと思います。御説明ありがとうございました。 

【伊藤議長】  竹下委員、よろしいでしょうか。 

【竹下委員】  はい、ありがとうございます。 

【伊藤議長】  ありがとうございます。 

 その他、石井委員から子どもの育成に関して、子ども会として、何か御意見はございま

すか。 

【石井委員】  いや、先ほど言いましたのでないです。 

【伊藤議長】  分かりました。 

 よろしいですか。他に御意見はございませんでしょうか。 

 菊地委員、どうぞ。 

【菊地委員】  御説明していただいたのですけれども、中央区役所から、毎年度、項目

を挙げていただいていますが、今年はこれに特に重点を置こうという、そういう基本方針

的なものはあるのですか。いろいろな項目を挙げていただいていますけれども、区として、

区役所として、今年は一番にこれを。重点的にやっていこうとか、そういう方針はあるの

ですか。 

【吉村中央区長】  ありがとうございます。 

 １ページの①から⑤まで挙げているものが、区として重点的に進めていく項目でござい

ます。この①から④で特にどれが一番だというようなことを考えているのかということに

ついてですが、区で実施している事業は、この①から⑤以外にもたくさん実施しておりま
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す中で、この運営方針において、特に重点的に実施していきたい事項を挙げて整理したも

のでございます。この①から④の中でどれが一番だということが、今の御質問だと思うの

ですが、それぞれ分野が異なります。①では、まちのにぎわいを何とか取り戻すこと、②

では、地域で活動していただいて、コミュニティーづくりを進めていただくこと、③では、

防犯あるいは防災の推進、あるいは地域福祉の推進、④では、子どもの虐待ゼロ、あるい

は子育て支援といった取組で、それぞれ分野が多岐にわたっております。区としては、こ

の４つはどうしても重点的に進めていきたいということで取り上げさせていただいており

ますので、どれが重要だということはなく、基本的にいずれも進めていきたい取組として

考えているところです。 

 以上でございます。 

【伊藤議長】  ありがとうございます。 

 菊地委員、よろしいですか。 

【菊地委員】  はい。 

【伊藤議長】  よろしいでしょうか。ほかに御意見はないでしょうか。 

 ないようでしたら、議題（２）のその他についてでございございますが、今回はその他

について、区役所からお聞きする案件はございません。 

 せっかくの機会でございますので、委員の皆さんから中央区の区政全体に関し、何か御

意見、御質問があるようでしたら、挙手をお願いしたいと思います。 

 どうぞ、三木委員。 

【三木委員】  大手前大学の三木でございます。御苦労さまでございます。 

 私どもの大学は、ちょうど大阪城の目の前の府庁の横、大手前高校の横にございまして、

現在、管理栄養士の養成と看護師の養成の学部２つを抱えております。 

 そういう中で、例えば20ページに「介護予防の推進」というところで、医師会さん等々、

関係機関との連携・協働として区民の啓発に取り組むという大きな重要な課題がございま

す。私らの学生もそういう形で、部活で健康教育を受けていまして、いろんな活動をやっ

ております。それから、教員も、医師、それから管理栄養士、私は薬剤師とか、そういう

医療系の教員もおりますので、どうかうまく連携して使っていただければと思っています

ので、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  役所のほう、どうですか、御説明。 

【吉村中央区長】  ありがとうございます。 
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 この間、学園のほうにはいろいろ連携していただいて、健康づくりの講座ですとか、あ

るいは食育の講座でいろいろと学生さんも来ていただいて、一緒になって啓発を進めさせ

ていただいております。 

 そういうことで、次年度におきましても、そうした関係をさらに、コロナの影響でどう

かという状況ありますけれども、許される限り発展的に啓発を行っていきたいと思います

ので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

【三木委員】  よろしくお願いします。 

【伊藤議長】  よろしいでしょうか。 

【三木委員】  はい、ありがとうございます。 

【伊藤議長】  ありがとうございます。 

 ほかにございませんでしょうか。 

【池永副議長】  私から船場のことでちょっと。 

【伊藤議長】  どうぞ、どうぞ。 

【池永副議長】  池永です。すいません。 

 私のほうからちょっと報告と、また、御協力のお願いという形で、我々今、船場域全体

のことは、にぎわい創出と、まちの魅力アップ推進というのに当たると思うんですが、こ

のたび国の観光庁のほうから、誘客多角化、魅力ある観光コンテンツの実証実験というの

を申告しましたら採用されまして、採択されましたので、これを今練っているところで、

来年の１月、２月に実証実験をさせていただきます。 

 これは２０２５年、やはり中央区、船場地域が非常に活気あるまちになっていく、その

段階で、国はコロナ禍の中で何ができるかというものを実証実験でしてほしいという要望

に当たって、我々は船場地域の中で何ができるかということを今考えてやっております。 

 大体具体的なところは出てきましたので、来月の皆さんの中央区の広報に、１月号、２

月号の１面に説明させていただきますので、またそれを見られたら分かると思うんですけ

ども、その中で１つ大きな広報の中で、コロナ禍の中においていろいろ観光コンテンツを

つくらないかんということで、船場地域には今、９０軒のホテルがあります。そのホテル

の中に１万５,０００室という観光客、ビジネス客がお泊まりになるホテルがあるんです

が、それをネットワーク化しようということでしております。そこにまたたくさんの新住

民が、今たくさん、３万人、４万人増えてきている。その地域で船場地域には、夜間人口
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は約４万人から５万人の人たちがいてる。それをいかにアーバンツーリズム、そしてホテ

ルから周りのマイクロツーリズムというものを提案していって進めていこうと。 

 具体的に、今ちょうど五代友厚さんの映画も始まった中で、そのまち歩きをしようと。

そしてまた、足の不自由な方もあったらいかんので、観光バスでまち歩きをさせていただ

こうというようなコンテンツをまた出します。そういうふうな船場の中の大変魅力のある

ところをバスで移動しながら、ホテルをぐるぐる回りながら、昼食を食べ、また、お茶を

飲んでいただくまち歩きコンテンツ、これも一応、実証実験ですので、観光バス、２７人

乗るところを１７人にしてやろうというので実施します。 

 そこにガイドブックというものを作らせてもらって、そのガイドブックには、その地域

の魅力のあるお店、そして飲食を１００件ぐらい載せた大きな地図を作ります。それをＡ

４、Ｂ５ぐらいのサイズで各ホテルに置いてもらいます。それと、ホテルのお部屋にも置

いてもらうというように、また、今こういうコロナ禍ですので、印刷のインクが抗菌のイ

ンクを使った印刷物を配布しようというように考えております。 

 その中で、もう１つ面白いのが、船場マスクを作ろうというので、船場の中船場は繊維

のまちですので、その線維を使ったマスクを作ろうと。そして、南船場はいろいろジュエ

リーのまちでもありますので、マスクにつけるアクセサリー、そういうものを作り、そし

て、北船場の神農さんで御祈祷していただいたマスクを皆さんに持って帰ってもらうとい

うような体験を考えております。 

 非常に面白いんですけども、そして１つ最後に、地域クーポンを発行させていただきま

す。特に、実験ですので、心斎橋商店街、せんば心斎橋商店街で発行します３,０００円

のクーポンを、４,０００円のお買物ができるというのを一応１,０００部作らせていただ

いて実証実験をさせていただきます。これも非常にお買い求めにくくなるかもわかりませ

んけども、中央の広報紙を１面、見ていただいて、すぐにお申込みいただけたらと思いま

す。 

 そして、３月にはその報告を国にさせていただいて、この実証実験は終わるんですけど

も、持続可能な事業につきましては、これから事業化というのを考えております。 

 ぜひそういうことで、中央区の方、また、中央区の応援、御指導をぜひお願いしたいと

思いまして報告させていただきます。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 今、池永副議長からいろんな本当に大変なこのコロナの時期にすばらしいアイデアで今
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から御活躍されるということで期待しておりますので、一つ成功されるようにお願いしま

す。これは中央区のため、大阪のためによろしくお願いします。 

 ほかにないでしょうか。 

 ないようでしたら、それでは、本日の議題は以上となります。 

 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。 

 本来であれば、市会議員の皆様方から御助言をいただくところでございますが、本日は

コロナで時間を短縮するために御助言を省かせていただきます。市会議員の先生方には御

御了承いただきまして、本当にありがとうございました。 

 委員の皆様も、本日、長時間にわたり、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ので、よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】  本日は伊藤議長をはじめ、御出席の皆様、長時間にわたり

本当にありがとうございました。 

 次回は、年明け３月の開催を予定しております。 

 最後に、委員の皆様にはアンケート用紙の御記入をお願いしたいと存じます。記入を終

えられましたら、机の上に置いたままお帰りください。また、後日郵便で御提出をいただ

く方におかれましては、添付の返信用封筒を御使用いただき御送付をお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、令和２年度第２回中央区区政会議を閉会とさせていただ

きます。本日はありがとうございました。 

―― 了 ―― 

 


