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１．はじめに

区政会議委員のみなさまへ

この度は中央区区政会議委員にご就任いただき、心より感謝申し上げます。
さて、初めて委員となるみなさまは、区政会議というと、何かとても堅苦しい
イメージをお持ちではないでしょうか。「運営方針」や「予算」等について意見
を・・・と言われると少々ハードルが高く感じられるかもしれません。
でもご心配には及びません。区政会議は、みなさまが普段の暮らしの中で感じ
ておられる「これってなんでこうなん︖」「こうした取り組みがあったらいい
な」といったざっくばらんなご意見をお伺いする場です。
区政会議の運営においては、皆様にご意見を言っていただきやすい場となるよ
う工夫してまいります。ぜひ積極的なご参加を期待しております。

中央区長 稲嶺 一夫



２．区政会議とは
区政会議とは
・区の行政を運営していくにあたって、計画段階から幅広い区民の方々に参画
いただく仕組みのひとつです。
・区がめざしていく将来の姿（区の将来ビジョン）、それを実現するために取
り組んでいく事業や予算（区の運営方針）の策定、区政運営の総合的な評価
について意見を求めるものです。
・互選により議長と副議長を選出し議事を進行（※議論により会議としての単一
の結論をめざすものではありません。

※資料４ 区将来ビジョンと区政運営方針イメージ参照

意見の反映について
・区長は、区政会議を中心として伺った区民の方々からの意見などを総合的に考
えて、区が取り組んでいく事業やその予算を考えます。



３．中央区の区政会議の運営について
 委員定数︓20人

・公募により選定5人
・地域団体の推薦により選定12人
・学識経験を有するものその他区長が適当と認めるものから選定3人

 任期︓2年（委員は連続して3回目の選任はできません）
※皆様の任期は令和３年１０月１日～令和５年９月３０日

 開催時期︓年3回
・第1回（7月～8月）⇒前年度の区政運営方針の取組み結果に対しての意見交換

↓
・第2回（11月～12月）⇒翌年度に向けた区政運営方針（素案）についての意見交換

↓
・第3回（2月から3月）⇒翌年度運営方針（案）についての意見交換



4.中央区の将来ビジョン
平成３０年度
（２０１８）

令和元年度
（２０１９）

令和２年度
（２０２０）

令和３年度
（２０２１）

令和４年度
（２０２２）

その実現に向けた施策展開の方向性「４つの柱」

①内外から多くの人
が集い、

にぎわっているまち

②人と人の絆、ふれ
あいを大切にするコ
ミュニティが

育まれているまち

③安全・安心・快適
に暮らせるまち

④子育てや子どもた
ちの学びが適切に
応援されているまち

将来ビジョン＝めざすべき将来像
❝にぎわい❞と❝ふれあい❞あふれる中央区

運営方針（各年度）
将来ビジョンで示された施策展開の単年度ごとのアクションプラン
前年度の取組に対する意見を反映し、翌年度を策定するPDCAサイクルを繰り返す

平成３０年度
運営方針

令和元年度
運営方針

令和２年度
運営方針

令和３年度
運営方針

令和４年度
運営方針



５．みなさまの任期における意見反映の流れ



付録︓運営方針等用語集



索引 用語 説明

アウトリーチ
援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人々に対して、公共機関などが積極的に働
きかけて支援の実現をめざすこと。出張・訪問型事業。

大阪市市民活動総合相談窓口 市民活動や社会貢献活動に関するあらゆる相談、問い合わせ窓口。

外国籍児童生徒サポート事業
小中学校内において、学習面で日本語の支援が必要とされる児童生徒に対し、教職員と連携しながら適
切な支援を日常的に行う外国籍児童生徒サポーター（有償ボランティア）を配置する。

学校協議会
平成24年7月の大阪市立学校活性化条例の制定に伴い、保護者や地域住民等の学校運営への参加を促進す
るとともに、保護者等の意向を反映するため、すべての学校園に必ず置くこととされた組織。

区政推進基金
区のまちづくりに活用するための寄附金。寄附者が支援したい区や取組を指定して寄附いただくことが
できる。また、税の優遇措置も受けることができる。（寄附金額のうち2,000円を超える部分について、
所得税と住民税から原則全額が控除される）

子育て応援団
区内で子育てをしている人たちを身近な地域で支える環境を整えていくために区長を団長として結成さ
れたもので、団員は地域の民生委員や主任児童委員などで構成されている。

こども相談センター
（児童相談所）

18才未満の子どもに関わる家庭、その他からの相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものにつ
いて、総合的な調査、診断、判定等に基づき、必要な助言指導や施設入所等の援助を行う。市内には３
か所。児童福祉法に基づいて設置。

子どもの居場所 学校・家庭以外で小学生・中学生などがひとりでも気軽に立ち寄ることができる場所。

５S・標準化
５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・習慣化）を通じて、職場のムダを取り除き、業務執行の効率化
を図るとともに、更なる定着化・習慣化の徹底を図る。

あ

か



索引 用語 説明

在宅あんしんマップシステム
中央区民の在宅医療・介護を支える中央区内（近隣含む）の医科・歯科・薬局・看護・介護の関係施設
情報等をさがすことのできる中央区ホームページ内にある検索システム。

在宅医療・介護連携推進協議会
中央区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題に対して関係者が意見交換を行い、
対応策を検討する組織。

識字日本語交流教室
「だれもが人間として尊重され。だれもがいきいきと暮らし。だれもが楽しく学ぶ」ことを目指して策
定された「大阪市識字施策推進指針」に基づき、学習者とボランティアが日本語の会話や文字の読み書
き等を共に学び交流する。

自主防災組織 大規模災害時に防災活動をする目的で構成される地域の団体や住民、企業等による組織。

自助・共助・公助
「自助」とは、自分や自分の家族の命は自分や家族で守るための行動のこと。「共助」とは、隣近所や
町内会など地域で協力して助け合う活動のこと。「公助」とは、警察や消防をはじめ公的機関による災
害活動のこと。

生涯学習

人が生涯にわたり学び・学習の活動を続けていくこと。
一般的には、学校教育、家庭教育、社会教育、文化・スポーツ・ボランティア活動、企業内教育、趣味
などの場や機会において行う学習。
大阪市では「多様な全ての市民一人一人が、誰一人取り残されることなく、その生涯にわたって、あら
ゆる場所で自らに適した手段や方法で学ぶことができ、心豊かな人生を送ることができること。また
『市民力』を身につけ、学びや活動の成果を生かすことにより、ひとやまちとつながり、支え合い、共
に成長していくこと」としている。

さ



索引 用語 説明

生涯学習推進員
生涯学習の振興に関し、各種生涯学習事業への参画と協力や市民に対する学習相談や情報提供、生涯学
習についての啓発やネットワークづくりを行う。

生涯学習ルーム
日常生活にとって身近な施設である小学校を、「地域」における市民の生涯学習活動の拠点とし、地域
住民への学習機会の提供と充実を図るとともに、コミュニティづくりに寄与する。

人権啓発推進員
市民一人ひとりの人権が真に尊重される社会の実現に向けて、地域における市民主体の人権啓発活動を
推進する。

人生会議
自分が万が一のときに備え、自分の大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるか
などについて自分自身で考えたり、それを家族や信頼する人たちと話し合ったりすること。

SNS（ソーシャルネットワーキング
サービス）

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）とは、登録された利用者同士が交流できるWebサイトの
会員制サービスのこと。LINE・Twitterなど。

第１層 第１層とは、自治会・町内会単位といった身近な生活圏域。

多文化共生
国籍や民族などの異なる人々の多様な価値観や文化を理解し、すべての市民の人権が尊重され、誰もが
安全に安心して暮らせる状態のこと。また、互いの文化的な違いを認め、対等な関係を築こうとしなが
ら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。

地域活動協議会
おおむね小学校区を範囲として、地域団体やNPO、企業など地域のまちづくりに関するいろいろな団体
が集まり、話し合い、協力しながら、さまざまな分野における地域課題の解決やまちづくりに取り組ん
でいく組織。

地域公共人材派遣制度
地域活動のさらなる活性化への支援を目的に、団体からの要請に応じてさまざまな専門知識やノウハウ
を持った人材を派遣する制度。

地域福祉コーディネーター
高齢者や障がい者等支援が必要な人への定期訪問等の見守り活動や、福祉の相談を受け関係機関と連携
する人。

さ

た



索引 用語 説明

地域福祉ビジョン
少子高齢化、核家族化の急速な進展などにより、見守りが必要な一人暮らしの高齢者や子育てに不安や
悩みを持つ世帯が増加するなど、複雑化・多様化・深刻化していく福祉課題に対応するために策定され
た計画。

地域包括ケアシステム
高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、「住まい」
「医療」「介護」「予防」「生活支援」が切れ目なく一体的に提供される体制。

中央区オリジナル動画

中央区のにぎわい再生に向け制作した動画
・中央区の魅力どころを“夢幻旅”できる動画
「幻視大阪～MUGEN旅in中央区～」
・天然痘から人々を救った医師・緒方洪庵から未来の私たちに向けた力強いメッセージ動画

中央区オレンジチーム
認知症専門相談窓口として医療機関や福祉サービスと連携し、区民が安心して今の生活を続けることが
できる支援を行うチーム。

中央区「こねっと★ホーム」
児童（こ） に対する支援の網（ねっと）を広げ、適切な支援につなぎ（こねくと）、こどもや保護者の
居場所（ほーむ）を増やしていこうとするプロジェクトの総称。

中央区保活応援ひろば 各認可保育施設の情報提供を行う場。

中央区まちのすぐれもん
区内の歴史や伝承などについて豊富な知識を持つ方、趣味や経験などを活かした得意分野や技術を持つ
方、これらの知識や経験を伝えたい方、伝えることができる方。

中央区見てある記事業
関係団体等と連携し、地域資源を生かしたまちの歴史的・文化的魅力を体感できるイベントを実施し、
区民の地域への関心を深め、自発的なまちの魅力発信に繋げていくことを目的とした事業。

てくてくナビ 子育て中の方々を対象に子育てに役立つ情報をひとつにまとめたもの。

た



索引 用語 説明

た 寺子屋ちゅうおう
民間事業者を活用した課外学習支援事業として少人数制個別指導を実施するとともに、大阪市塾代助成
事業の利用促進を図る事業。

にぎわい情報サイト
（大阪中心）

中央区からのお知らせ・にぎわい情報・イベント情報等を掲載した中央区のオフィシャル地域情報ポー
タルサイト。

にぎわいスクエア
当区がミナミの商店会、企業、地域団体、ボランティア団体の皆様と連携し、中央区全体のにぎわい創
出に繋げることを目的に、道頓堀川遊歩道（とんぼりリバーウォーク）で実施するイベント。

認知症カフェ
地域の中で認知症の方やその家族が気軽に立ち寄ることができ、悩みごとの相談や情報交換等を通じて
孤立予防や介護負担感の軽減を図ることができる場。

認知症高齢者支援
ネットワーク連携会議

医療・介護に携わる専門職や区民の方向けの認知症に関する研修の企画・推進をするための会議。

認知症施策推進会議
中央区内の関係機関で認知症にかかる課題を協議し、区全体で認知症高齢者等の支援の取り組みを一体
的に推進する会議。

ネグレクト
ネグレクトとは、幼児・児童・高齢者・障害者などに対し、その保護、世話、養育、介護などを怠り、
放任する行為。

発達障がいサポート事業
幼稚園に在園する発達障がいやＡＤＨＤ等と診断された園児、並びにコミュニケーション面や意思疎通
に問題のある行動などを繰り返す園児等に対し、発達障がいサポーター（有償ボランティア）を配置す
る。

パンジーひろば
子育て支援室【区役所の職員（保育士）】が、マンション集会室や地域などへ訪問し、お子さま（未就
学児童）の育児相談や子育てのいろいろな情報を提供する場。

PDCAサイクル
成果を意識した区政運営の実現に向けて、施策及び事業において、Plan(計画)・Do（実施）・Check
（点検）・Action（改善）を繰り返すマネジメントサイクル。

避難行動要支援者
災害時の避難等に支援が必要な高齢者や障がい者等のこと。妊婦や日本語がわからない外国人なども含
まれる。

な

は



索引 用語 説明

避難所開設運営訓練
大規模災害時に避難所の開設や運営が円滑に行えるようにする目的で、実際の避難所施設を使用して行
う訓練。

百歳体操

何歳になっても元気で楽しく生活するための体操。高知市が開発し、今では全国に体操の輪が広がって
いる。
体操には3種類ある。①手首足首におもりをつけ、DVDを見ながら手足を動かす筋力強化の体操（いきい
き）、②会話と咀嚼力を鍛える体操（かみかみ）、③注意力や判断力を鍛える体操（しゃきしゃき）。

VR動画
VRとは、仮想現実のこと。ゴーグルやタブレット、スマホ端末などを用いてユーザーの五感を刺激し、
本物そっくりの仮想現実を体験できる動画。

分権型教育行政

教育行政のうち、市全体として一元的に実施することが必要な事務等は教育委員会事務局が分担し、区
における教育に関するニーズを把握し、学校への支援を推進する部分は、住民に身近な区が分担する。
大阪市では、より学校現場に近いところから把握したニーズを教育行政に反映することをめざして進め
られている。

ペアレント・トレーニング
ペアレント・トレーニングとは、子どもの「行動」に注目して、行動療法に基づく効果的な関わり方を
学ぶプログラム。

保育コンシェルジュ
（利用者支援専門員）

教育・保育施設（幼稚園・認定こども園・保育所（園）・地域型保育事業所など）や地域の子育て支援
事業等をスムーズにご利用いただけるよう、情報の提供や相談を受けることができる専門員。

まちづくりセンター
（まちセン）

若い世代など幅広い市民参画の促進、地域における担い手育成や人材育成への助言・指導など新しい地
域自治の仕組みである地域活動協議会の形成および運営の支援を行うために開設された中間支援組織。

見守り相談室
高齢者や障がい者等支援が必要な人が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、地域での見守り
活動の支援や社会福祉の専門職による対応を行う機関。

は

ま



索引 用語 説明

見守りネットワーク
高齢者や障がい者等支援が必要な人に対して、地域と行政が一体となって、日頃からの見守り活動や住
民間のつながり、地域の社会資源のネットワークの強化を図り見守る仕組みづくり。

魅力発信パネル
道頓堀・船場地域の発展の歴史や、まちが育んできた芸能・文化などまちの魅力を伝えるパネルを地元
団体・商店会・企業等のご協力のもと作製したパネル。

民生委員児童委員
地域を知る住民の中から選ばれ、厚生労働大臣から委嘱を受けた特別職の地方公務員。地域の身近な相
談相手として、無報酬のボランティアとして活動している。

やさしい日本語
難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のこと。外国の方をはじめ多くの方
に日本語を使ってわかりやすく伝えようとするもの。

行方不明メール配信
認知症の疑いのある人が行方不明になったときに、早期発見・保護するため、見守り相談室が地域の協
力者へ発見協力依頼のメールを配信すること。

ゆめまちロードOSAKA
（ゆめまちロードキャンペーン）

市民の皆さんの協力を得ながら「放置自転車対策」「道路不正使用対策」「違反広告物対策」や道路清
掃をはじめとする「ごみのポイ捨て防止対策」など、道路の適正利用、まちの美化に向けた官民連携に
よる大阪市の取組み。

要援護者 障がい者や高齢者等、日頃の見守りや災害時において支援が必要な人。

要保護児童対策地域協議会
（要対協）

虐待を受けている子どもをはじめとする支援対象児童等の早期発見や適切な保護を図るために、関係機
関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で、対応していくための組織。

わ ワークショップ
学びや創造、問題解決やトレーニングの手法の一つであり、参加者が自発的に作業や発言をおこなえる
環境が整った場において、ファシリテーターと呼ばれる司会進行役を中心に、参加者全員が体験するも
の。
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