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令和２年度度第３回中央区区政会議 

令和３年３月24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３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。委員の皆さまにおかれましては、年度末も近

づき何かとお忙しい中、中央区区政会議にご出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。平素は区政の推進に多大な御支援、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今年度は、コロナの感染に大きく影響を受けた 1 年であったと思います。2 月末をもっ

て緊急事態宣言が解除されましたが、その後も新規のコロナ感染者数は下げ止まり感があ

り、リバウンドをおこさないよう、引き続き感染症対策を進めていくことが重要な状況で

す。 

こうした感染拡大の波をおさえていくためにも、コロナのワクチン接種が大変有効であ

ると考えております。大阪市では、コロナのワクチン接種を市政の最重要課題と位置づけ

まして積極的に準備を進めているところです。16 歳以上の方に、集団接種および、かかり

つけ医等医療機関での個別接種などにより、無償でワクチン接種を受けていただくことに

なるが、まず、4 月中旬から 65 歳以上の施設入居者から接種が始まります。65 歳以上の一

般の方については、5 月 17 日から集団接種が始められるよう、中央区においても、J:COM

中央区民センター、中央スポーツセンターの２つの会場を確保するとともに、区の東、南

医師会にご協力をお願いし協議、調整させていただいているところです。詳細が決まり次

第、区民の皆さまにお知らせしてまいりたいと考えています。 

中央区では、これまで、“にぎわい”と“ふれあい”あふれるまちづくりを進めてきた

ところですが、コロナで区内の経済、商業活動や地域の活動が大きく影響を受けていると

ころでございます。今後、ワクチン接種が進むことで、徐々に状況も変わってくると思い

ます。区としても、ワクチン接種や感染の状況を注視し、感染症対策にも十分留意しなが

ら地域が少しでも元気になるよう活動をサポートしていくことが重要と考えています。 
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本日は、中央区の令和 3 年度の運営方針案および予算案について、また、その他の議題

として地域福祉ビジョンに基づく取組状況や地域活動協議会の取組等について、ご報告申

し上げたいと存じます。限られた時間ではございますが、委員皆さまから忌憚のないご意

見を頂戴いたしまして、今後の区政運営に反映させていただきたいと存じます。本日は、

よろしくお願いいたします。 

【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。お手元に配付しています、配

布資料一覧をご覧ください。この資料一覧に記載してありますとおり、「資料１－１」か

ら「資料３－４」までの資料は、事前に送付したものから変更はございませんので、本日、

委員の皆さま方の机上にはお配りしておりません。お手元には、本日の会議次第の他、議

題３ その他で使用いたします、「資料４－１」、「４－２」及び「資料５」。そして、その

他の資料といたしまして、別紙１「区政会議委員名簿」、別紙２、本日の「座席表」、別紙

３、「区政会議に関する条例」をお配りしております。 

会議で使用する資料は、以上でございます。事前に送付した資料も含め、不足の資料がご

ざいましたら、事務局にお申し出ください。事務局よりお持ちさせていただきます。 

 次に、注意事項を申し上げます。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。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、コロナ禍における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、通路に面した室内の扉を開放させて

いただき、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。 

 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。議長の伊藤でございます。 

 これから議事に入らせていただきますが、ご協力いただきますようお願います。 

 それでは議事に入らせていただきます。本日の区政会議につきましては、委員定数２０

名のうち、現時点で１６名でございます。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（案）について、

区役所よりご説明をお願いします。 
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【溝淵総合企画担当課長】  「令和３年度中央区運営方針（案）」について、ご説明

いたします。 

中央区運営方針につきましては、前回12月の区政会議で概要をご説明させていただきま

したので、今回は、前回ご説明した（素案）から今回、（案）へ変更いたしましたポイン

トを中心にご説明させていただきます。 

お手元の資料右肩に「資料１－１」と表示しています資料をご覧ください。 

昨年12月の区政会議で「令和３年度中央区運営方針」の（素案）について、ご説明させ

ていただきました際に、コロナ禍の区政運営に対する区の考えを問うご質問やご意見をい

ただきました。こうした、ご意見等を踏まえ、変更した箇所がございます。 

 「資料１－２」を、合わせてご覧ください。 

この資料の１ページ、「令和３年度 区運営の基本的な考え方」の冒頭におきまして、 

コロナを見据えて、『コロナ禍で実施できる手法を検討し、見直しを加えるなど、感染防

止対策を適切に講じたうえで、各施策の趣旨が生かせるよう工夫して、取組を実施する』

旨、新たに記載いたしました。 

また、同じ「資料１－２」の、18ページをご覧ください。 

前回、コロナ禍での外国籍住民の方への情報発信について、お尋ねいただきました。こ

れを踏まえ、具体的取組①のなかで「外国籍住民に向けた積極的な情報発信」に取り組む

旨、追記いたしました。 

この他、昨年12月以降に判明いたしました統計の数値や、今年度の取組実績を今回の 

（案）のなかで反映しております。 

例えば、中央区を訪れる観光客数や、中央区の常住人口であったり、今年度の、各種ア

ンケートの結果値が判明したものを、時点更新しております。 

前回の（素案）で設定いたしました、目標値にあたる「指標」を今年度達成したものに

ついて、指標の上方修正を行ったものもございます。 

例えば、「資料１－２」の９ページ上段をご覧ください。 

「現状」の欄に記載しております「地域活動協議会を知っている区民の割合」は、令和２

年度の区民アンケートで「39.8パーセント」となりました。 

このため、左隣の８ページ 中ほどに記載の、具体的取組①において、「地域活動協議

会を知っている区民アンケート回答者の割合」の指標を（素案）のときには「30パーセン

ト以上」としていたものを、今回の（案）で「40パーセント以上」に上方修正いたしまし

た。 

運営方針に関する「資料１－２」「資料１－３」いずれも、（素案）から（案）への変

更点につきましては、太字に、斜めの字体にして下線を付けております。 

各ページにわたりますので、個々のご説明は、今回は省かせていただきますが、ご確認

いただければと思います。 
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本日のご意見なども踏まえまして、４月には（案）を取り、運営方針を確定させる予定

でございます。その際、運営方針に記載の統計数値や取組実績を最新のものに時点更新い

たしますとともに、「新型コロナワクチン接種に係る情報発信」などについて、４月時点

の状況を踏まえ、運営方針に追記、反映させたいと考えております。 

議題（１）のご説明は、以上でございます。 

委員の皆さまよりご質問、ご意見を頂戴したいと存じます。 

それでは、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、「令和３年度 中央区運営方針

（案）」について、説明をお受けいたしました。いまのところで、委員の皆さんから、ご

意見やご質問をお伺いしたいと思います。ご質問等ございましたら、挙手いただきますよ

うお願いします。 

 12月にご質問された、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、皆さん、よろしいでしょうか。 

それでは、次の議題（２）に移ります。 

議題（２）の「令和３年度 中央区予算（案）」について、区役所より説明をお願いし

ます。 

【難波総務課長】  総務課長の難波でございます。よろしくお願いいたします。着席し

て、ご説明させていただきます。 

 そういたしましたら、資料２「令和３年度中央区役所歳出予算（案）の概要」をご覧い

ただきたいと思います。２ページに令和３年度予算編成にかかる考え方・全体予算の概要

ということで、大きく４つのくくりにしています。まず、「にぎわい」と「ふれあい」あ

ふれるまちをめざし、新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、従来の手法で実

施が困難な取組は見直しを加え、感染防止対策を適切に講じたうえで、各施策の趣旨が生

かせるよう工夫して、次の取組を実施するとしています。つぎの４つの柱が先ほど確認し

ていただきました運営方針の経営課題とリンクしています。 

 まず、一つ目が経営課題１とリンクしているのが、新型コロナウイルス感染症の影響で

大きなダメージを受けている、まちのにぎわいを取り戻すため、コロナ後もにらみ、より

多くの人がまちに関心をもち訪れたくなるよう、商店会や企業等と連携・協働し、商店街

や歴史的・文化的資源等の魅力情報を積極的に発信するなど、区全体がにぎわうまちづく
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りを進めます。ということとしています。２つ目が経営課題２とリンクしておりまして、

地域のふれあいや人と人とのつながり、絆づくりを推進し、地域コミュニティの育成や自

律的な地域運営の促進、生涯学習を通じた学びのコミュニティの形成、多様性が尊重され

る多文化共生のまちづくりを進めます。ということとしています。３つ目が、経営課題３

とリンクしておりまして、安全・安心で快適に暮らせるまちの実現に向け、自助や共助の

充実等、防災力の向上を図る。警察、地域と連携し、犯罪発生件数の多くを占める自転車

盗を中心に防犯意識を啓発する。高齢者や障がい者等、誰もが安心して暮らし続けていけ

るよう、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ます。

ということとしています。４つ目が経営課題の４とリンクしています。重大な児童虐待ゼ

ロをめざし、関係機関・団体とのネットワーク拡大、虐待リスクを抱える子どもや世帯を

把握し適切に相談・支援します。安心して子育てできるよう、マンション世帯へのアウト

リーチを進めるなど相談・支援体制を充実させる。様々な保育ニーズに対応した相談・情

報提供を行う。学校園のニーズに応じ、各校園の取組や子どもの学びを支援します。とい

うこととしています。最後に、区民から信頼される区役所づくりとして、区政情報の効果

的な発信、区民ニーズを的確に把握し、区民サービスの向上と効果的・効率的な区行政の

運営を推進します。という基に予算編成を進めました。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。ここに、区役所の関連予算全体がございます。

上の表は、区長の自由経費ということで、区役所が予算ということとなっています。区長

が主体的に実施する予算でございます。もう一つは、下の区シティマネージャーの自由経

費でございます。これは、区長、これは局でいいますと区シティマネージャーという位置

づけなのですが、区長が決定権を持つ局の予算です。区役所の予算ではございません。局

の予算で局が主体となって実施する予算。例えばで申しますと、道路や公園の維持管理費

や補修する経費、老人福祉センターの管理経費やごみなど環境美化経費など局の方につい

ておりまして、区長が決定権を持つという予算がございます。この二つが区役所の関連予

算となっています。この合計額が令和３年度予算は、1,069,702千円でございます。この

うち、区長自由経費、区の予算としましては、406,654千円。令和２年度と比較いたしま

すと、1,520千円増となっておりまして、トータルでいいますと、16,413千円増となって

います。これをグラフにすると下のような形となります。 

 続いて、４ページは、今、ご説明いたしました全体の予算について、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅとございますが、Ａが、先ほどの経営課題１、Ｂが、経営課題２というように、経営課
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題４までＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとなっておりまして、Ｅが総合拠点としての区役所機能の強化と

いうこととなっています。これは、先ほどの全体予算の中の百万円の単位で作成しており

まして、Ｂの地域のふれあい、絆づくりの推進が全体の事業費の約半分を占めているとい

う円グラフとなっています。こちらは、イメージで観ていただければと思っています。こ

れ以外に区庁舎の維持管理であるとか、区民センターの維持管理と事務費が237百万円ご

ざいます。純粋にランニングコストを除きますと、170百万あるということとなっていま

す。次の５ページ目ですが、これを前年度と予算比較しています。令和２年度と令和３年

度で各施策分野でどの程度増減しているかを表し、増減理由を説明しています。Ｂの地域

のふれあい、絆づくりの推進では、約２百万増加しております。先ほどの運営方針（案）

のご説明で追記もございましたが、「外国籍児童サポート事業」を「多文化共生のまちづ

くり推進事業」へ統合して整理したため、約２百万円の増となっております。一般事務費

では、コロナ対策でアルコール消毒薬など消耗品の増などございますが、事業費で申しま

すと、先ほどのＢのところと、 Ｅのところで区の広報紙で特集記事の掲載機会を増やし

たことによる増がございます。 

続きまして、６ページからは、来年度重点的に取り組む事業を五つ掲げております。一

つ目が、「ネグレクト児童等への寄り添いサポート事業～中央区「こねっと★ほーむ」強

化プロジェクト～」です。今年度から実施しておりますが、虐待防止ということでネット

ワークの拡大し、区役所で気づかないところに対して、働きかけをしていただく形で、早

期に発見して、早期に支援するということを考えております。 

二つ目の「安心子育て応援事業」は、中央区では、タワーマンションがたくさん建って

おり、マンションコミュニティーの希薄化も一つの課題であるといわれておりますが、マ

ンションに区役所から出向いて、身近な相談の場を提供するということで、「子育て応援

パンジーひろば」という事業を今年度から実施しております。今年度は、コロナの影響で

できておりませんので、来年度は実施してまいりたいと考えております。三つめは、「ま

ち魅力アップ推進事業」ということで、にぎわいを取り戻すための事業の実施ということ

で、『「ミナミ」「船場」地域などのまちの魅力発信の取組を官民協働で進める。』というこ

ととしており、来年度は、ＶＲ映像等も活用することや、まち歩き等を実施し、参加者自

らにＳＮＳ等で発信してもらう等、魅力発信を拡散させたいと考えております。 

次のページですが、「区の歴史と文化を活かした生涯学習事業」ということで、まち魅

力の再発見、中央区における伝統芸能等の歴史・文化をテーマとした講演会やまち歩き等
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を開催してまいりたいと思っています。 

五つ目は、「自律的な地域運営の支援事業」ということで、地域活動協議会の自立状況

に応じて、専門的な知識やノウハウを有した中間支援組織を活用した効果的な支援を行う

という従来から実施している事業についても重点的に取り組んでまいります。 

次の８ページ以降は、先ほど全体予算額をお示ししましたが、施策分野ごとの事業の一

覧でございます。中央区の事業の全部を記載しておりますので、後ほどご確認いただれば

と考えており、個々の説明は省略させていただきたいと思います。 

中央区の予算の編成に係る考え方、全体の事業の説明については、以上でございます。 

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、「令和３年度 中央区予算

（案）」について、説明をお受けいたしました。いまのところで、委員の皆さんから、ご

意見やご質問をお伺いしたいと思います。 

【藤本委員】  失礼いたします。藤本でございます。予算（案）のところですが、「成

人の日記念のつどい事業」について、令和２年度は、延期が続いておりまして、恐らく大

阪市規模でユニバーサルスタジオジャパンでの実施が計画されているのだと思うのですが、

令和３年度の予算が、セロになっていることについて、区として何か変化があるのかとい

うことについて、ご説明願いたいと思います。 

【難波総務課長】  委員ご質問の「成人の日記念のつどい事業」は、９ページ、Ｂの真

ん中あたりにございますが、「成人の日記念のつどい事業」は10ページにも記載がござい

ます。 

これは、令和２年度と令和３年度で施策分野の見直しを行ったためでございまして、９

ページではゼロとなっていますが、10ページに令和２年度と同額を計上させていただいて

おります。令和２年度と令和３年度では、増減はございません。 

なお、委員からご質問いただきました件、ＵＳＪでの開催について、報道等でございま

すが、それについては、この予算以外の予算ということで、現在、市議会で予算議論がな

されておりますが、補正予算として追加で上程されていると聞いておりますが、現在は、

まだ予算化されておりません。今後、本会議で承認された場合は、皆さま方にお話しでき

るかと思います。 

【竹下委員】  竹下でございます。ご説明ありがとうございます。重点的に取り組む事

業について、五つご説明いただきましたが、「ネグレクト児童等への寄り添いサポート事



－8－ 

業」や「自律的な地域運営の支援事業」の予算額が前年度と変わっていませんが、重点を

入れるので予算を増やすとかということではないのでしょうか。 

【難波総務課長】  児童虐待の防止でありますとか、地域活動協議会の支援についての

予算ですが、予算額の大小というよりも、取組の必要性であるとか、緊急性であるとかと

いうことを重点的に取り組む事業というように位置付けております。なお、一つ目の「ネ

グレクト児童等への寄り添いサポート事業」につきましては、児童虐待防止に係る市長重

点予算ということで今年度に区長自由経費と別枠で予算をつけ、３箇年の取組ということ

としております。特に予算を増額するから重点というよりも、中央区の独自課題を解決し

ていくための事業を重点と位置付けているとご理解いただければと存じます。 

【吉村区長】  補足させていただきます。「ネグレクト児童等への寄り添いサポート事

業」につきましては、区としても、重点的な事業として位置づけており、令和３年度も、

令和２年度とほぼ同様の業務のボリューム感で、予算額的には大きく増やしたりはしてお

りませんが、ネグレクト等虐待のリスクのある児童、世帯に寄り添ってサポートしてまい

りたいと考えております。 

【竹下委員】  わかりました。ありがとうございました。 

 

【伊藤議長】  ありがとうございます。他にご質問は、ございませんでしょうか。 

それでは、ないようですので、次の議題（３）の「その他」について、区役所より説明

いただく事項がございます。 

 一つ目、「中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた 令和２年度の取組状況」につい

て、区役所より説明をお願いします。 

【関口保健福祉課長】  保健福祉課長の関口です。 

それでは私の方から、資料３「中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和２年度の取

り組み状況」につきまして、説明させていただきます。着席して説明させていただきます。 

まず、申し訳ありませんが２点誤植がございます。 

Ａ３サイズの資料、右上に資料３－３とあります資料をご覧ください。 

１点目は、資料の右側、基本目標１の点線の枠囲みの中にあります（４）「介護予防・

認知所」は「介護予防・認知症」の誤りでございます。 

２点目は、同じく資料右側の基本目標２の点線枠囲みにあります、【令和２年度取組の

総括】５行目の後ろ 「関機関と連携」は「関係機関と連携」の誤りです。 
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大変失礼いたしました。恐れ入りますが加筆、修正をお願いいたします。 

それでは、改めまして説明させていただきます。 

資料につきましては、資料３－１から資料３－４までの４点でございまして、まず、資

料３－１「中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和２年度の取り組み状況について」

をご覧ください。 

中央区では地域福祉をより効果的に推進するため、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、令和２年度の地域福祉の取組みを進めてまいりました。 

しかしながら、今年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に

より、地域福祉にかかる様々な活動や取組が制約を受け、対面でのコミュニケーションが

基本となる従前どおりの活動・取組が難しくなり、住民が地域での福祉活動に参加する機

会が大幅に減少することとなりました。 

また、高齢者等が感染を恐れて外出を控えることにより、孤立化や体力の低下等も懸念

されるとともに、ステイホームの時間が増えたことで、虐待の通報につながるケースも生

じてきたところです。さらに、コロナ禍が経済活動へ与えた影響で生活に困窮する世帯か

らの相談も大幅に増えております。 

このようなコロナウイルス流行下での中央区の地域福祉活動の取組状況や、そのなかで

課題や問題となった点を関係機関に照会し、取りまとめたうえで、対応策や今後の方向性

につきまして、資料３－２の委員名簿でお示ししています、福祉分野の第一線で公益活動

を通じて活動されております方々を委員とした「中央区地域福祉専門会議」にお示しし、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から書面での会議開催となりましたが、各委員

の意見を反映して資料３－３及び資料３－４を作成して、お手元にお配りしております。 

資料３－３が「中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和２年度の取り組み状況」の

総括資料でございまして、資料３－４が「中央区地域福祉ビジョン」の項目ごとに令和２

年度の主な取り組み状況、課題・問題点、対応策及び今後の方向性をまとめました資料と

なっております。 

本日は、時間の関係もございますので、資料３－３の総括資料に沿ってご説明いたしま

す。 

それでは、Ａ３サイズの資料、右上に資料３－３とあります資料をご覧ください。 

「中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和２年度の取組状況について 

～新型コロナウイルス流行下での中央区地域福祉活動の状況～というタイトルの資料で
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ございます。 

資料の中ほどの左側にあります、「コロナ禍における地域福祉をめぐる主な動向」をご

覧ください。 

コロナ禍のもと、従来の傾向と比べまして大きな差異が出てきました動向は主に２点ご

ざいます。 

１点目といたしましては、「生活困窮者の相談件数が急増」でございまして、生活保護

相談件数は今年度１月末時点で792件と昨年同月比1.3倍となっています。 

そのうち、コロナによる営業不振、失業など、直接的な理由による相談は、全体の24％

を占めておりまして、間接的な理由、例えば、今まで子供が援助してくれていたが、コロ

ナ禍で子供の収入が減少して援助してもらえなくなったなどを含めますと、その割合はさ

らに増えると推察されます。 

生活に困窮した方の相談は、１月末時点で3,501件と前年度の260件に比べ、13.5倍と急

増しております。 

住居確保給付金につきましては、昨年度支給決定が０件だったものが、コロナ禍で支給

要件が緩和されたことで、今年度は令和３年１月末現在で635件の支給決定を行っている 

状況でございます。 

２点目でございますが、虐待に関する相談・通報件数の増加です。 

高齢者、障がい者への虐待相談・通報件数やＤＶに関する相談につきましても、12月末

で既に昨年度末の件数を上回っている状況となっております。 

コロナ禍でステイホームが長引き、家族が家で一緒にいる時間が多くなったことや、生

活に困窮し余裕がなくなったこともあいまって、介護疲れや養育疲れ等で虐待へと発展す

るケースなど、コロナ禍が一つの要因であると推察されます。 

次に、資料の右側でございますが、上段に基本目標１、下段に基本目標２の２つの基本

目標とそれぞれの基本項目ごとに６項目の取組の方向性を記載しております。 

基本目標１にかかります、今年度の取組状況、課題・問題点、対応策及び今後の方向性

を総括としまして、まとめております。 

まず、様々な地域福祉活動がコロナ禍で中止となりましたが、今後も必要な感染症対策

を示すことや、コロナ禍に対応した実践事例を共有するなど、感染拡大防止に配慮した取

り組みを実施していく環境づくりを進めてまいります。 

見守り活動につきましても、訪問活動に制限がかかる中、電話での活動を積極的に行い
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ました。今後も、コロナの感染状況に応じて、電話や訪問を使い分け、見守り活動を効果

的・継続的に実施してまいります。 

地域福祉を広げるための広報啓発や情報共有についても、イベント開催を通じた取組の

多くが中止を余儀なくされましたが、ＳＮＳの活用やオンラインでの対応等で実施できた

ものもあり、今後も、コロナ禍でも実施できるような取組の工夫を行っていきます。 

下段の基本目標２についての総括ですが、医療・介護の連携の取組としましては、感染

防止の取組状況や対策等について意見交換、情報共有を実施するとともに、多職種参加の

地域ケア研究集会もオンライン開催に切り替えて実施するなど、コロナ禍に対応した取組

が実施されました。 

認知症対策としましては、感染拡大防止の観点から、講演会は中止となりましたが、区

のホームページ等を活用しまして、情報発信を適宜行っておりまして、今後も、「認知症

のある家族を介護されている方へ」を配付するなど、関係機関と連携して情報発信を充実

していきます。 

子育て支援の取組としましては、今年度からマンションに出向いて子育て世帯の交流会

を実施していく予定でしたが、コロナ禍で個別相談会に切り替え実施したほか、相談につ

ながるよう各種子育ての情報の発信強化を進めることとしました。 

コロナ禍で急増した生活困窮者の相談には体制を増強し対応を図るなど、総合的な相談

支援体制の充実を行っており、今後も、関係機関と連携し、状況に応じて適切に対応でき

るよう取り組んでまいります。 

高齢者、障がい者等への虐待の相談や通報につきましても、迅速に関係機関と情報共有

し、必要な支援へつなげておりまして、今後も支援体制を充実していきます。 

以上が令和２年度の取組状況でございます。 

しばらくは、コロナ禍での地域福祉活動が続くと思われますが、今年度の経験をもとに、

コロナに負けることなく、行政・地域・関係機関・団体等、多様な主体と連携して中央区

地域福祉ビジョンがめざす基本理念である「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」の実現に向け取組んでまいりますのでよろしくお願いします。 

私からの説明は以上でございます。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。ただいま、「中央区地域福祉ビジョンの実現

に向けた 令和２年度の取組状況」について、説明をお受けいたしました。今のところ

で、委員の皆さんから、ご意見やご質問をお伺いしたいと思います。 
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 よろしいでしょうか。ないようですので、それでは、議題（３）「その他」の二つ目と

して、「地域活動協議会の取組の紹介」について、区役所より説明をお願いします。 

【岡田市民協働課長】  お世話になっております。市民協働課長の岡田でございます。

私の方からは、「地域活動協議会の取組の紹介」をさせていただきます。着席してご説明

させていただきます。 

 資料４－１、４－２の２つを使いまして、説明させていただきます。まず、資料４－１

ですが、毎年のことではございますが、区の広報紙「広報ちゅうおう」にて、地域活動協

議会の取組をご紹介するというコーナーを設けております。令和２年度におきましてもご

覧いただいたように、例えば、活動の内容の中でも、伝え方や取り組み方、工夫やにぎわ

い作りなど、テーマごとに分けまして、全てではございませんが、各活動を取り上げて、

ご紹介をさせていただいたところでございます。ただ、資料４－２にございますように、

令和２年度は、新型コロナ感染症の影響によりまして、各地域で頑張っていただいており

ますが、中止となった事業も少なくはございません。各地域で感染防止対策を講じた上で、

ルールを守りながら、取り組んでおられます。一部ですが、下にございますように、北大

江地域活動協議会では、毎年行われております、地域防災力向上フォーラムを今年も行う

ということで、真ん中にあります、オンライン（ＺＯＯＭ）開催という新たな手法導入し、

参加者を何とか募って、開催されるようなアイデア、右側では、南大江地域活動協議会で

は、郷塾という勉強会があるのですが、例えば、映画若しくは講師を招いた勉強会など、

一つのルールとして、大声を出さないということを定め、一方通行にはなりますが、お話

を聞いたり、見たりすることでの活動を実施されています。下にまいりまして、桃谷連合

地域活動協議会では、ふれあい食事会ということで、開催されましたが、座席を開いて、

落語を聞いていただき、お弁当は持って帰っていただくという形で実施されました。なる

べく開催時間の短縮や定めたルールをしっかりと守りながら、頑張っていただいた結果が

ございますので、一部ではございますが、ご紹介させていただきます。令和３年度も変わ

らない状況になるかと思いますが、各地域でいろいろな工夫やアイデアを出していただい

ておりますので、何とか区役所としても支援しながら、活動を盛り上げてまいりたいと思

っておりますので、また、何かございましたら、ご協力をお願いしたいと思います。 

 私の説明は、以上でございます。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、「地域活動協議会の取組の紹介」

について、説明をお受けいたしました。いまのところで、委員の皆さんから、ご意見やご
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質問をお伺いしたいと思います。 

 菊地委員いかがですか。 

【菊地委員】  ありません。 

【伊藤議長】  女性会の関根委員よろしいですか。 

【関根委員】  はい。 

【伊藤議長】  ほかに、この機会でございますので、ご質問などありましたら、よろし

くお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。ないようですので、それでは、議題（３）「その他」の三つ目と

して、「中央区長堀通り地域の路上喫煙禁止地区指定」について、区役所より説明をお願

いします。 

【谷口まち魅力推進担当課長】  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。お手元に資料５ 路上喫煙禁止地区というチラシがあるかと思います。

こちらに記載のとおり、令和３年４月１日から、中央区長堀通り地域が路上喫煙禁止地区

として指定されることになりました。これによりまして、このエリア内で路上喫煙した場

合は、過料1,000円が徴収されることとなります。この指定に先立ちまして、令和元年12

月に開催されました、区政会議の場で、委員の皆さまにご報告と取組の方向性についての

ご意見をお伺いして、コロナ禍ではありますが、区、市としてしっかりと取組を進めてま

いりました。広報ちゅうおうの１月号、３月号でも既にお知らせしておりますので、ご存

じの委員もおられるかと存じますが、重ねてご報告させていただきます。 

 この指定によりまして、中央区内では既に禁止地区指定されております、御堂筋と戎

橋・戎橋筋商店街に加えて、３か所目の禁止地区としてのエリア指定となっております。 

 コロナ禍でインバウンド外国人観光客が激減しておりますけれども、皆さま方の生活環

境の質の向上はもとより、こうした観光客の皆さまをお迎えする側、お越しになられる側、

共に快適な空間となりますように地域の皆さまと協働で、安全・安心・快適な環境づくり

を進めてまいりたいと考えてございます。 

 説明は以上でございます。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、「中央区長堀通り地域の路上喫煙禁

止地区指定」について、説明をお受けいたしました。いまのところで、委員の皆さんか

ら、ご意見やご質問をお伺いしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。それでは、本日の議題は、全て終了いたしました。 
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本来であれば、市会議員の方々からご助言をいただくところですが、コロナ禍で会議時

間を短縮するため、ご助言を省かせていただきます。ありがとうございます。 

委員の皆さまも本日、長時間にわたり、ありがとうございました。 

これをもちまして、本日の区政会議の議事を終了いたします。 

それでは、事務局にお返しします。 

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

りありがとうございました。 

 以上を持ちまして、令和２年度第３回中央区区政会議を閉会とさせていただきます。 

―― 了 ―― 


