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令和３年度第２回中央区区政会議 

令和３年１２月１４日 

 

【平田総合企画担当課長】  それでは、定刻になりましたので、ただいまより令和３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、本日の会議を進行させていただきます総合企画担当課長の平田でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 開会に当たり、稲嶺中央区長より御挨拶申し上げます。 

【稲嶺中央区長】  皆様こんばんは。中央区長の稲嶺と申します。この４月に中央区区

長を拝命いたしまして、なかなかコロナの関係もございまして、皆様と顔を合わせる機会

が少なかったと思っています。夏場に、第１回目の区政会議も予定しておったんですけれ

ども、コロナの感染拡大ということもございまして、今年度でいきますと、初めてリアル

で開催するという形になりました。その間に、メンバーも大分入れ替わっておりまして、

そういう意味では、実質的に、今回が今年度の新しいメンバーでの初回という形になりま

す。 

 また、事前に資料は配らせてもらっておりますけれども、その中で、非常に短い時間の

中でいろいろ御意見頂戴したいなと思っております。 

 まず最初に、私がどんな人間なのかと。もう何人かの方はお話をさせていただいたこと

があるんですが、初めてという方もおられると思います。私は、昭和５７年に大阪市役所

に入りまして、住之江区役所というところを皮切りにしまして、主に建設局、ハード系の

まちづくりを担当しておりました。事務職ですけれども、どちらかというと、技術系の部

署に長年おりまして、土地の区画整理事業であるとか、地域の還元施設、例えばテーマパ

ーク、ＵＳＪなんかの底地の整理もしたりしております。その後、バブルがはじけまして、

福祉局というところに参りまして、そちらで２年ほどあいりん担当、ホームレス担当とい

うのをやっておりまして、福祉の部分を主にやったのはその２年間という形でございます。

その後、平野区区長に公募で手を挙げまして、５年間ほど平野区におりました。平野区と

中央区というのは、全く状況が異なっております。ということで、今勉強中というところ

でございますけれども、皆様方のいろんな御意見いただきまして、中央区政、しっかりと

取り組んでまいりたいと思っています。 



－2－ 

 中央区に参りますと、やはり目につくのが、目につくというか、特徴的なのが、歴史・

文化もさることながら、やっぱり商業系の施設が多い。そして、タワーマンションも多い

ということでございまして、地域のつながりづくりもすごく持ってはりますし、一方では、

にぎわいづくりもせなあかんということで、後ほど申し上げますけれども、区の将来ビジ

ョンにも大きく関わっているところでございます。個人的に言いますと、私も実はタワー

マンションに住んでおりまして、そこの中でも、理事長も何年かやってきたこともござい

ます。タワーマンションのコミュニティづくり、なかなか難しいなというところも私、実

感として持っておりますので、地域の中で、タワーマンションとどうつながり合えるんだ、

何が本当に必要なのかといったことも、来年度以降に、私自身が考えていることもござい

ますので、また後ほど御説明できたらなと思っております。 

 今日は夜の時間帯に来ていただくのは、非常に厳しい状況でもございますし、寒い中で

はございますけれども、できるだけコンパクトに議事を進めまして、皆様方の御意見を頂

戴できたらなと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【平田総合企画担当課長】  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に、お手元に御用意させていただいた資料の確認をお願い

いたします。 

 まず、１枚目に本日の次第、次に、配付資料一覧をおつけしています。この資料一覧に

記載のとおり、別紙１として、区政会議の委員名簿、別紙２として、本日の座席表、別紙

３として区政会議に関する条例、別紙４として中央区区政会議のあらましをおつけしてお

ります。 

 次に、議題の資料ですが、資料１－１、運営方針の概要と、１－２、運営方針は、事前

に送付したものから変更はございませんので、お配りしておりません。 

 配付資料は以上でございます。事前にお送りした資料に加え、不足の資料がございまし

たら、どうぞ事務局の者にお申出くださいませ。お持ちいたします。お願いいたします。

あとは大丈夫でしょうか。 

 大丈夫なようでございますので、次に行かせていただきます。 

 区政会議について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写真撮影などについて、御了承いただきますようお願い申し上

げます。 

 なお、傍聴される皆様、報道機関の皆様には、これより会場内での写真撮影や録音を御
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遠慮いただくなど、中央区政会議傍聴要領の遵守事項をお守りいただきますようお願いい

たします。 

 続きまして、本日１０月１日から新たに１４名の方が、区政会議委員となられましたの

で、委員の皆さんに事務局から御紹介させていただきます。 

 まず、あいうえお順で御紹介させていただきますが、私の向かって正面の朝井委員は本

日御欠席でございます。 

 続きまして、時計周りに大林委員も本日御欠席でございます。 

 次に、小畠委員でございますが、少し遅れると御連絡をいただいております。 

 続きまして、川俣委員でございます。 

【川俣委員】  よろしくお願いします。 

【平田総合企画担当課長】  菊地委員でございます。 

【菊地委員】  よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  清田委員でございます。 

【清田委員】  清田です。 

【平田総合企画担当課長】  黒石委員でございます。 

【黒石委員】  どうもよろしくお願いします。 

【平田総合企画担当課長】  庄司委員でございます。 

【庄司委員】  よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  髙山委員でございます。 

【髙山委員】  よろしくお願いします。 

【平田総合企画担当課長】  田中委員におかれましては本日御欠席の連絡をいただいて

おります。 

 続きまして、手前から苣野委員でございます。 

【苣野委員】  よろしくお願いします。 

【平田総合企画担当課長】  富田委員でございます。 

【富田委員】  よろしくお願いします。 

【平田総合企画担当課長】  中川委員におかれましては、本日御欠席の御連絡をいただ

いております。 

 続きまして、福智委員でございます。 

【福智委員】  福智でございます。よろしくお願いいたします。 
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【平田総合企画担当課長】  堀井委員でございます。 

【堀井委員】  よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  前田委員でございます。 

【前田委員】  前田でございます。よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  三木委員でございます。 

【三木委員】  よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  次の宮浦委員におかれましては、本日御欠席の連絡をいた

だいております。 

 続きまして、水谷委員でございます。 

【水谷委員】  よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  森田委員でございます。 

【森田委員】  よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  ありがとうございます。皆様、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 続きまして、先ほど区長の挨拶にもありましたが、今回は新しく委員になられた方がい

らっしゃることから、議事に入ります前に、中央区区政会議のあらましについて御説明さ

せていただきます。 

 お手元にお配りしております別紙４、中央区区政会議のあらましを御覧ください。お手

元を御用意できましたでしょうか。 

 では、２枚めくっていただきまして、２、区政会議はというページを御覧ください。改

めての御説明になりますが、こちらにございますように、区政会議は、区行政を運営して

いくに当たって、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１つでございま

す。区がめざしていく将来の姿、将来ビジョンや、それを実現するために取り組んでいく

事業や予算、運営方針の策定、区政運営の総合的な評価について、委員の皆様より意見を

求める会議でございます。 

 議論により、会議としての単一の結論をめざすものではございません。この区政会議を

はじめ、皆様からいただきました意見は、総合的に考慮し必要に応じて、区政運営に反映

してまいります。 

 この後、委員の皆様の互選により、議長と副議長を選出いただきます。議長選出後は、

議長に議事を進行いただきます。 
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 続きまして、次のページ、３、中央区の区政会議の運営についてを御覧ください。 

 こちらでは、中央区区政会議の委員定数をはじめとする内容について記載しております。

中央区区政会議委員の定数は２０名でございまして、その内訳は公募による委員５名、地

域団体からの御推薦による委員１２名、区長推薦による委員３名となっております。 

 次に、委員の皆様の任期は、令和３年１０月１日から令和５年９月３０日までの２年間

となっております。 

 中央区区政会議の開催時期、開催頻度、それぞれの会議における議題につきましては、

記載のとおり御参照くださいませ。 

 なお、会議の開催時期が近づきましたら、別途御案内をさせていただきます。 

 次のページ、４、中央区の将来ビジョンを御覧ください。 

 こちらでは、後ほどの議事にも出てまいります中央区将来ビジョンと運営方針の関係に

ついて記載させていただいております。 

 まず、将来ビジョンでございますが、将来ビジョンは、区長が区内の基礎自治行政を総

合的に推進していく上で、区のめざすべき将来像、そして、その実現に向けた施策展開の

方向性を取りまとめ、明らかにするものでございます。現在の将来ビジョンは、令和４年

度末までの５か年の計画として策定されたもので、将来ビジョンのめざすべき将来像、

「にぎわい」と「ふれあい」あふれるまち中央区の実現に向けて、内外から多くの人が集

い、にぎわっているまち、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るま

ち、安全・安心・快適に暮らせるまち、子育てや子どもたちの学びが適切に応援されてい

るまちという４つの柱を施策展開の方向性としています。 

 次に、運営方針ですが、運営方針は、将来ビジョンで示された施策展開の方向性に沿っ

て策定するもので、年度ごとの施策事業の取組を明らかにする単年度ごとのアクションプ

ランでございます。この区政会議をはじめ、前年度の取組に対する皆様からの様々な意見

を反映し、翌年度を策定していくものとなっております。 

 次のページ、５、みなさまの任期における意見反映の流れを御覧ください。先ほど現行

の将来ビジョンは令和４年度までと御説明させていただきました。そのため、次期将来ビ

ジョンは、来年度令和４年度中に作成してまいります。図の上段で、その大まかなスケジ

ュール感をお示ししております。また、下段では、運営方針の実績評価、次の運営方針の

策定までのスケジュールを区政会議も絡めてお示ししております。今の将来ビジョンに基

づいて運営方針の策定プロセスを策定、実行するプロセスにおいて、皆様の御意見を反映
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しながら、また、次の将来ビジョンにつなげていくというサイクルになっております。 

 次のページ以降は、運営方針等用語集となっております。ぜひ、運営方針を御理解いた

だく御参考にしていただけますようお願いいたします。 

 中央区区政会議のあらましについては、駆け足になりましたが、以上でございます。 

 ただいま、小畠委員が見えられましたので、御紹介させていただきます。小畠委員でご

ざいます。 

【小畠委員】  すみません、診療がちょっと６時半までありましたので。よろしくお願

いします。 

【平田総合企画担当課長】  ありがとうございます。 

 では、本日の区政会議につきまして、委員定数２０名のうち、現時点の出席委員は１５

名でございまして、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条第５項による定

足数２分の１以上を満たしておりますので、本日の会議は有効に成立していることを御報

告申し上げます。 

 それでは、議事に移ります。 

 次第の議題１のうち、この区政会議の議長の選任について、進行させていただきます。

区政会議の運営の基本を定めております区政会議に関する条例第７条第１項において、議

長及び副議長は、委員の互選により選任すると規定されております。恐れ入りますが、ま

ず、議長について、どなたにお願いするのがよいか、御意見ございますでしょうか。前田

委員、お願いします。 

【前田委員】  僣越でございますが、意見を述べさせていただきます。先ほど区役所の

ほうから、区政会議委員２０名のうち１４名の方が代わられたとお聞きいたしました。私

も久しぶり、柏木区長の時代から出ておりまして、また、委員として出ることになりまし

たが、前回委員でありましたときの経験を踏まえますと、議長には、区政会議の円滑な議

事運営と、委員からの活発な意見を促していただく必要があると思います。そういう意味

で、前期から継続して委員をされておられまして、そして学識者である大手前大学の三木

委員が適任であると思いますが、皆様、いかがでしょうか。 

【平田総合企画担当課長】  ありがとうございます。ただいま前田委員から、議長は三

木委員が適任ではないかと御意見がありました。皆様、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【平田総合企画担当課長】  御異議がないようでございますので、議長に、三木委員を
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御選任いただきました。 

 恐れ入りますが、三木委員におかれましては、議長席へと御移動いただけますでしょう

か。よろしくお願いいたします。 

【三木議長】  皆様、改めましてこんばんは。大手前大学の三木でございます。 

 このように各界の代表のある中で、大変僭越ではございますけれども、御指名でござい

ますので、会議の進行役を務めさせていただきます。何分不慣れでございますので、皆さ

んの御協力をいただきながら、進めさせていただきたいと思いますので、どうかよろしく

お願い申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、着席させていただきます。 

【平田総合企画担当課長】  それでは、これより先の議事の進行については、三木議長

にお願いしたいと存じます。三木議長、よろしくお願いいたします。 

【三木議長】  承知いたしました。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず最初に、議題の第１号議案でございますけれども、残る分の副議長の選任について

議事に入らせていただきます。先ほど区役所のほうから御説明がありましたけれども、区

政会議に関する条例におきまして、議長を補佐する副議長も委員の互選により選任すると

規定されております。先ほど区長からもございましたように、皆さんも御承知のとおり、

中央区は、この運営方針にも記載されておりますとおり、大阪を代表するにぎわいと豊か

なコミュニティの下、地域での触れ合いがあふれるまちの実現を目標にしております。私

もそういうふうに認識しておりますので、そういう意味も含めまして、私の腹案、私案で

あって、ものすごく僭越ではございますけれども、腹案を、私案を御紹介させていただき

ます。商店会連合会の菊池委員と、地域振興会の前田委員に副議長をそれぞれお願いした

いと思っておりますけれども、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【三木議長】  よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。異議がないようで

したら、副議長に菊池委員と前田委員を選任し、以降の議事を進めてまいりたいと思いま

すけれども、よろしくお願いいたします。菊地委員、前田委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、議事を続けます。議題の第２号議案の令和４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いたします。 
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【稲嶺中央区長】  それでは、私のほうから御説明を申し上げます。資料といたしまし

ては、お手元の資料１－１という部分を御覧ください。 

 これは中央区の運営方針素案の概要といったものになってございます。実は、概要では

なくて本編のところは資料の１－２というところになりますが、これは非常に細かい字で、

またたくさんの内容が書いておりますので、こちらのパワーポイント版で御説明をさせて

いただきたいと思います。皆様、お手元にございますでしょうか。大丈夫ですか。 

 それでは、この資料の１－１に基づきまして御説明をいたします。 

 まず、ページをめくっていただきまして、２ページのところになります。そこに中央区

運営方針とはと書いてございます。先ほど平田課長のほうからありました中央区運営方針

の御説明、それから将来ビジョンとの関係といったものを少し申し上げさせていただきま

したけれども、まず将来ビジョン、どういったことが書かれているのかというのを、ペー

ジの左側のところを見ていただけますでしょうか。中央区将来ビジョンのめざす将来像と

いうことで、大阪を代表する業務・商業、観光の拠点として内外から多くの人が集うにぎ

わいとともにと書いてます。 

 まず、この部分、業務・商業、実は中央区は、大阪市２４区の中で、事業所の数が圧倒

的に多い。約３万１,０００の事業所がございます。２位は北区になりますけれども、こ

れが２万６,０００ですから、相当な開きが出ます。それ以外の区になりますと、もう１

万以下という形になってございまして、大阪市２４区の中でも、圧倒的に事業所の数が多

いということでございます。ちなみに、堺市全体といたしましては、２万１,０００でご

ざいますので、それよりも１万多いと。中央区だけでそんだけ多いということでございま

すので、これは２４区の中の特徴として、やはりにぎわいの部分というのが１つの大きな

柱になろうと思います。 

 そして、もう１つの大きな大事な柱が、人と人とのつながりが大切にされ、地域で支え

あい助け合う豊かなコミュニティが形成されるふれあいあふれるということでございます。

実は、中央区は２５の連合がございます。私、前任の平野区、人口は１番多い区なんです

けれども、そこの連合の数が２２でございますので、中央区に来て２５というのがすごい

なと思いました。また、それぞれの地域は活発に横のつながりを大切にされて、また、歴

史と文化も育んでこられたということで、大変、ふれあいあふれるまちというところに、

やはりふさわしいなと。また、これを区の将来ビジョンに据えるということが大事なこと

かなと思っております。 
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 その右側、ちょっと目を転じていただきますと、にぎわいとふれあいを実現するために

どういうふうにしていくんだということが書いてございまして、大きな柱として４つ書か

せていただきました。これはどこが上とか下とか右とかいうことではないんですが、先ほ

ど申し上げた一番上のところに書いています内外から多くの人が集い、にぎわっているま

ち、これは先ほど申し上げました２４区の中でも特徴的な部分ということで上げさせてい

ただきました。 

 そして左側に目を転じていただきますと、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ということで、これは大きな２本の柱でございます。 

 そういった部分を支えていくためには、右に目を転じていただきますと、安全・安心・

快適に暮らせるまち、こういった部分に取り組むことが大事であると。 

 そして最後に、次のまちを担っていただく次の世代、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ということで、この大きな４本柱を軸にしながら、将来ビジョンを

実現していきたい。そしてその実現していくために、毎年毎年、年次計画というのを立て

ますが、それが中央区の運営方針となってございます。 

 それでは、その次のページを見ていただきますと、３ページになります。区の運営方針

とＳＤＧｓの関連についてと。最近、ＳＤＧｓというのをいろんなところでお聞きになっ

ている方も多いかと思われますが、そこの一番上の囲みに書いてございます持続可能な開

発目標、ちょっと米印で書いてます、Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

 Ｇｏａｌｓということで、これは国連が２０１５年９月に採択された、今後１５年で世

界で取り組む目標といったものでございます。 

 具体的にどんなものがあるのかということですが、下のところを見ていただきますと、

右下、１から１７まで書かれています。たくさんの目標があるので、全てを紹介するわけ

にはいかないんですけども、基本的に例えば１番でいきますと、貧困をなくそうと書いて

ます。ちょっと印刷が白黒で見にくいんですが、そんなふうに書かれています。あるいは

４番見ていきますと、質の高い教育、教育問題をここで取り上げている。あるいは１３番

を見ますと、気候変動に具体的な対策をということで、環境問題が書かれてる。その他、

どこも非常に重要なテーマで設定をされてきておりますが、これらの１７の目標を掲げる

ことによって、持続可能な世界をつくっていこうということでございます。 

 日本、当然中央区もそうですけれども、そういった世界を支える１つの自治体という形

になりますので、区が行う運営方針も、この１７の目標のうち、どれに当たるのかなとい
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うことを明確に示したほうが取組が分かりやすいのではないかということで、それぞれの

取組方針のところに、この印、アイコンを入れております。 

 ちょっと次のページをめくっていただきますと、４ページのところになりますが、ちょ

うど右肩に、このアイコンが８番と書かれていますが、こんなふうに、それぞれのページ

の上に関連する項目を付して、これはＳＤＧｓのこの部分に当たるんだなということが分

かるように書いてございます。 

 それでは、区の運営方針、これを説明したいと思いますが、全体で、経営課題として、

５つの経営課題を掲げております。そして、経営課題の中でも個別に戦略を練っている部

分もありまして、これは１０個になっております。ですから、例えば１番でいきますと、

枝番が分かれていたりしますので、それぞれ枝番の分を合わせますと１０個と。大きな番

号でいきますと５つと分類をされてございます。 

 まず、４ページを御覧いただけますでしょうか。いいでしょうか。 

 まず、経営課題の１つ目、内外から人が集う、さらなるにぎわいの創出についてでござ

います。 

 この経営課題では、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

を掲げております。この戦略の取組の方向性としましては、下の括弧で囲われたところで

すけれども、商店会・企業等と協働し、にぎわい情報サイト「大阪中心」の積極的な活

用・ＰＲにより、２０２５年の万博の開催機運の盛り上げとも連動させながら、中央区の

魅力を総合的・効果的に発信し、ミナミ、船場などの地域のさらなる魅力向上の取組を官

民協働で推進してまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響から反転攻勢するため、アフターコロナを見据

えてという形になりますが、まちの魅力情報やまちの活性化につながる各種イベント情報

の発信を積極的に行ってまいります。 

 これに沿いまして、令和４年度は、資料の中段、主な取組内容というところを見ていた

だきますと、黒丸がございます。そこにありますとおり、「大阪中心」を活用し、まちの

魅力情報や各種イベント情報を発信、それからにぎわいスクエアを活用したにぎわいの創

出、歴史的・文化的な魅力をもつ中央区の魅力向上を図る「中央区見てある記事業」の実

施に取り組みます。写真なんかも添えておりますので、御参照ください。 

 特に歴史的・文化的な魅力を持つ中央区の魅力アップを図るためには、これまで取り組

んでまいりました道頓堀や船場の歴史や文化、伝統芸能などについて分かりやすく解説し
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た魅力発信パネル、ちょっと資料では小さ過ぎて分かりにくいんですが、そうしたパネル

も載せてございます。それから、コロナ禍においてステイホームで楽しめる魅力発信、Ｐ

Ｒ動画、これ、ユーチューブなんかでも発信をさせていただいています。また、それらと

連携させ区内名所等をリアルに体験いただくＶＲ動画、ここのページには、そこまで書い

ておりませんけれども、今年度、ＶＲ、バーチャルリアリティーの動画を今作成中、また、

次年度にも引き継いでいくというような取組を考えております。また、さらに現在、中央

区の商店街で取り組まれている音声ガイド等もございます。中央区魅力発信コンテンツの

プラットフォームとなるような仕組みを構築すべく、引き続き官民連携して取り組んでま

いります。 

 それでは、次のページ、次に、５ページを御覧ください。 

 経営課題の２つ目、地域のふれあい、絆づくりの推進についてでございます。この経営

課題では、枝番がついてございます。２－１から２－３まで、３つの戦略を掲げています

ので、５ページ、６ページ、７ページで、順に御説明いたします。 

 まず、５ページを御覧ください。戦略の１つ目は、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でございます。この戦略の取組の方向性としましては、下の枠囲

みになります。マンション流入者や若い世代等における地域への関心を高め、地域活動へ

の参加を促進してまいります。また、地域活動協議会の活動を効果的に支援し、地域コミ

ュニティの育成を図るとともに、より幅広い住民・企業・団体等の参加のもと、地域の特

性を活かしたまちづくりや地域課題等の解決に取り組む自立的な地域運営を促進いたしま

す。 

 これに沿って、令和４年度でございますが、資料中段、主な取組内容というところを御

覧ください。 

 まず、区広報誌へ地域活動協議会の取組等を掲載いたします。また、新築マンションな

ど新たな居住者に対する地域活動参加に向けた啓発の実施、それから地域活動協議会活性

化セミナーの実施、地域における担い手確保や人材育成等への助言・指導に取り組んでま

いります。 

 地域活動協議会が始まりまして１０年となりますけれども、コロナ禍における活動制限

をお願いしておりました地域活動も、今、大分感染が落ち着いてきております。次年度に

つきましては、感染症対策用品の補助率の見直しが行われたことなどから、活動の再開が

見込まれます。しかし、感染症対策を行いながらの活動となり、活動内容も変化してくる
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と思いますので、その変化に適切に対応した支援に取り組んでまいりたいと考えてござい

ます。 

 次に、次のページ、６ページを御覧ください。戦略の２つ目は、戦略２－２、学びのコ

ミュニティの形成です。この戦略の取組の方向性としましては、下の枠囲み、コロナ感染

防止に配慮した生涯学習活動の実施やその成果発表の機会を提供するとともに、生涯学習

フェスタなど、生涯学習関連施設や身近な小学校、集会所において実施される生涯学習活

動の場・機会の情報を分かりやすく、総合的に提供し、学びのコミュニティづくりを推進

いたします。 

 また、中央区には由緒ある寺社をはじめ、近代建築物等の歴史的遺産が数多く存在し、

文楽や能楽、上方芸能といった文化が息づいております。こうした区にゆかりのある歴

史・文化に関する講座やワークショップの開催など、地域に根差した学びを通して、区民

のまちへの愛着や誇りを高めます。 

 これに沿って、令和４年度は、資料の中段の主な取組のところでございますが、生涯学

習ルーム交流会、生涯学習フェスタ、生涯学習ルームギャラリー展の実施、また、ホーム

ページ等生涯学習情報を発信いたします。歴史・文化を学ぶ講座・ワークショップなどの

実施にも取り組んでまいります。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 戦略の３つ目は、戦略の２－３、多様性が尊重されるまちづくりでございます。この戦

略の取組の方向性としましては、下の枠囲みですが、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、人権啓発推進員との連携を図り、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考えてございます。 

 また、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。 

 令和４年度は、資料中段、主な取組、黒丸のところでございますが、人権啓発推進員と

連携し、様々な機会を活用して人権啓発を推進、それから多文化共生に向けた環境づくり

に取り組んでまいります。特に、この資料の中には入れてございませんが、外国にルーツ

のある子供や保護者をサポートする事業、それから小中学校における人権学習の講師派遣

等について、学校園や地域で活動していただいているボランティアの皆様方とも連携し、

引き続き取組を進めてまいりたいと考えてございます。さらに、今年度、試行中でござい

ますが、中央区内の小中学生等の表彰事業につきまして、社会を明るくする運動と連携し、
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子どもたちの頑張っている姿に光を当てて、私自身が小中学校に赴いて表彰するといった

ことを既に取り組んでおりまして、今後、学力や読解力の底上げにもつながるよう、読書

活動のさらなる活性化にも取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 次に、経営課題の３つ目、次のページになりますが、８ページを御覧ください。 

 経営課題の３つ目は、安全・安心で快適に暮らせるまちづくりの推進でございます。こ

の経営課題も、枝番がついておりまして３－１から３－３まで、８から１０ページで順に

説明してまいります。 

 まず、８ページでございます。戦略の１つ目、地域防災力の向上でございます。この戦

略の取組の方向としましては、区民等一人一人の災害への備え、自助でございますが、充

実に向けまして、防災出前講座や防災講演の実施、区広報紙への掲載などの啓発を進めて

まいります。また、大規模災害やコロナ禍にも対応し、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の取組、共助の充実に向けまして、避難所開設運営や、地

域が行う実効性のある訓練の実施を支援してまいります。 

 これに沿って、令和４年度は、資料中段、主な取組のところでございますが、防災出前

講座、防災講演の実施、防災特集記事を広報紙に掲載し、防災意識を啓発、避難所の開

設・運営や避難行動要支援者の安否確認など、地域が行う訓練の実施を支援に取り組んで

まいります。特に災害時の新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症の蔓延期にお

ける避難生活の在り方や、高層マンションが増える中、マンション特有の防災課題を抽出

し、マンションにお住まいの方々への防災力の向上に取り組んでまいります。 

 先ほど御挨拶のときに、冒頭申し上げました、中央区は、やはりタワーマンション等が

増えまして人口が急増しております。また、防災の問題というのは、マンションではマン

ション特有の課題もございます。そういった防災関係で、タワーマンションをまず、しっ

かりと取り組みながら、また地域連携も必要な場面が当然出てまいりますので、防災を取

っかかりに、地域連携、そういったものにも取り組んでいきたい。また、さらには、日常

なんかの取組も、これはタワーマンションだけで完結するものではございませんので、地

域とどういうふうに連携して、セーフティーネットを築くかと、そういったことも、私の

課題意識がございますので、そういった部分についても来年取り組んでいきたいと思って

ございます。 

 次に、９ページでございます。戦略の２つ目、街頭における犯罪の削減と安全対策の推

進でございます。この戦略の取組の方向性といたしましては、街頭における犯罪発生件数
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の多くを占める自転車盗の減少に向け、警察、地域と連携しまして、二重ロックの防犯意

識の啓発を推進してまいります。また、自転車が関連する交通事故の増加傾向を踏まえま

して、適切な自転車利用を啓発してまいります。 

 令和４年度につきましては、その下の主な取組内容のところですが、警察、地域と連携

し、自転車盗難防止等の啓発活動の推進に取り組んでまいります。特に自転車盗や車上狙

いなど、いわゆる街頭犯罪に対して様々なキャンペーンを行いますとともに、高齢者や子

どもたちの交通安全の啓発にも、紙芝居や寸劇など分かりやすい啓発に取り組んでまいり

ます。ちょっと下に写真なんかが載ってございます。 

 次に、１０ページを御覧ください。 

 戦略の３つ目、３－３、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の推進です。この戦略の

取組の方向性としましては、新型コロナ感染症に関する情報や各種支援制度など、所管す

る省庁が多岐にわたることや、その内容も日々更新されることが多いことから、広報紙、

ホームページ等を活用し、正確かつ迅速に情報の発信に取り組んでまいりたいと考えてご

ざいます。 

 令和４年度の主な取組内容でございますが、区広報紙、ホームページ等を活用し、注意

喚起や感染防止策、各種支援策等の情報を積極的に推進してまいります。 

 次に、１１ページを御覧ください。 

 経営課題の４つ目になります。健やかでいきいきと暮らせるまちづくりの推進になりま

す。この経営課題では、まず４－１、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉の取組

推進を戦略に掲げております。 

 まず、高齢者や障がい者等をはじめ誰もが安心して暮らし続けていけるよう、地域や介

護・医療機関等関係機関との連携・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まいります。 

 また、コロナ禍における高齢者等における外出控えによる孤立化や体力の低下等の懸念

にも留意いたしまして、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

できるよう支援いたします。 

 令和４年度の主な取組でございますが、見守りネットワークの強化、それから認知症施

策の推進、在宅医療・介護の連携推進、介護予防の推進に取り組んでまいります。特に、

地域や民生委員、地域福祉コーディネーターとより一層連携した見守り活動を行うなど、

見守りネットワークの強化に努めますとともに、認知症の人を地域で支える、見守り声か
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け訓練や行方不明メール配信の実施、区ホームページの認知症のことなら何でも案内サイ

トの充実など、認知症施策を推進してまいります。 

 ちょうど真ん中辺の写真がありますが、これ、声かけと書いていますね。ビブスをつけ

て、この訓練に私も参加したんですけれども、やはり中央区でこういった実践的なトレー

ニング訓練をするということは、実際に認知症の方を見かけたときにどう声をかけるんだ

ということが非常に課題でありますし、訓練をすることによって、スムーズに声かけがで

きるといったこともありますので、地域のこういった取組は、これからもしっかりとサポ

ートしていきたい。また、横連携で広げていきたいとも考えてございます。 

 また、高齢者等の健康づくりを推進するために、住民主体の通いの場である百歳体操な

どの介護予防活動の支援を行うなど、介護予防の推進に努め、気にかける、つながる、支

え合う地域づくりに取り組んでまいります。 

 次、最後のところ。最後の経営課題、５つ目は、子育て支援・子どもの学び支援の推進

です。この経営課題では２つの戦略を掲げていますので、１２、１３ページで順に説明を

いたします。 

 まず、１２ページを御覧ください。 

 戦略５－１として、地域ぐるみの子育て支援です。この戦略の取組の方向性としまして

は、下の枠囲みに示しておりますように、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、地域と関わりが少ない

マンション子育て世帯等を対象に、出向いての相談の機会づくりや、子育ての応援団体等、

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。 

 令和４年度は、資料中段、主な取組内容のところに記載しておりますが、中央区「こね

っと★ホーム」強化プロジェクト等を推進、子育て応援団と連携した相談会の開催、それ

から様々な保育ニーズに対応した相談・情報提供体制の充実に取り組みます。特に一番左

側の中央区「こねっと★ホーム」強化プロジェクトにおきましては、重大な児童虐待ゼロ

をめざし、未就学児等へのアウトリーチを強化してまいります。また、様々な子育て支援

情報の発信や相談支援の充実による保護者の悩みや不安の軽減など、安心して子供を育て

ることができる環境づくりにも取り組んでまいります。 
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 次に、１３ページを御覧ください。 

 戦略の２つ目、戦略の５－２、子どもの学び支援になります。この戦略の取組の方向性

としましては、分権型教育行政を推進し、学校園のニーズに応じ、各校園の取組や子ども

の学びを支援してまいります。ここで分権型教育と書いてございますが、これは、大阪市

全体で２７０万人の市民がいてますが、これを１つの教育委員会で賄うというのはなかな

か大き過ぎるというようなこともございまして、できるだけ地域に近いところで教育行政

をしていこうという発想で、２年ほど前から、大阪市内を４つのブロックに分けまして、

それぞれのブロックで取組をきめ細かにしていこうというところがございます。中央区に

おきましては第３ブロックというところで、隣の西区でありますとか、住吉区であるとか、

住之江区、西成区、浪速区、大正区と、こういったところと連携をしながら、分権型教育

行政を進めているところでございます。 

 令和４年度につきましては、資料の中段にありますように、保護者や地域住民の学校教

育への参画を進め、地域特性を活かした教育行政を推進、それから、学校園のニーズに応

じた教育支援に取り組んでまいります。特に、分権型の教育行政の推進に向けましては、

年度途中から中央区教育会議の開催回数を年２回に拡充します。これは、従来でしたら年

に１回、中央区の教育会議というのを開いておったわけですけれども、これを年２回、開

催することによりまして、地域の声をできるだけいろんな取組に反映していこうと改正を

させていただきました。また、学校園長等の学校にその場で関わっておられる学校園の長、

校長先生なんかもオブザーバーとして入っていただきまして、生の声を教育会議の中で意

見反映をしてもらう、そういった取組を進めてございます。 

 また、学校園のニーズに応じた教育支援については、中央区内の子どもたちの課題に応

じた体力向上支援、どうしても中央区の学校は校庭が狭いということもございまして、体

力づくりというのが１つの大きな課題となってございますので、民間事業者を活用した課

外学習支援事業などを実施し、また、一方では、区内中学校での英語力向上といったもの

にも取り組んでおりまして、これは、英検受験料の助成に関して、令和４年度より受験料

単価の増額となってございましたので、そういったものにもしっかりと対応してまいりた

いと考えてございます。 

 ちょっと走った説明になりましたが、以上、私のほうから説明をさせていただきました。

よろしくお願いします。 

【三木議長】  どうもありがとうございました。 
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 ただいま令和４年度中央区運営方針素案について御説明をいたしました。 

 この件につきまして、委員の皆さんから御意見や御質問をお伺いしたいと思います。挙

手をお願いします。川俣さん。 

【川俣委員】  私、公募委員の川俣と申します。公募委員であるにもかかわらず、最初

に意見を申し上げる、僭越ですが。といいますのは先ほど区長様のほうから中央区将来ビ

ジョンのめざすべき将来像の御説明がありまして、大阪を代表する業務・商業、観光の拠

点と。その御説明の中で、歴史あるという言葉が複数回、いろんなところでも出ておりま

したので、今は歴史あるというのは行間に隠れていると思いますので、そういう歴史ある

という言葉を明示していただけないかなと。明示していただく御検討をいただけないかな

と。 

 その理由は２つあります。１つは中央区の難波宮と。今は公園になっていますが、難波

宮が存在していました。７世紀のときに、日本の首都がある。その首都がありましたその

周りに商業が発達する。だから商業のにぎわいも綿々と大阪は続いております。それが１

点、歴史ある理由です。 

 もう１点は、生國魂神社のもともとの発祥の地を、今の大阪城のところに生國魂神社が

ありましたので、その生國魂神社の発祥を、大阪では、天満宮、住吉大社よりはるかに古

く、皆さんよく承知されてます伊勢神宮より古く、日本で探そうと思いましたら唯一、島

根県の出雲大社など極一部しかありません。そういう神社、仏閣の神社の１つの生國魂神

社、こちらのほうも、これは先ほどの難波宮よりもはるかはるか前から存在しております

ので、そういう歴史あるというのは、ほかの区に比べて中央区の最大の特徴かと思います

ので、ぜひ御検討いただけないかなと思います。よろしくお願いします。 

【三木議長】  ありがとうございます。川俣委員から貴重な御意見、御要望ございまし

たけれども、区役所のほう、いかがでしょうか。 

【稲嶺中央区長】  大変貴重な御意見いただいたと思っています。将来ビジョンは、複

数年にまたがって策定しておりまして、現行の将来ビジョン、来年度いっぱいという形に

なります。また、来年度を超えますと、また、次の将来ビジョンというのを作成してまい

りますが、今日、委員さんから御意見いただきましたことも踏まえて、私自身も、歴史や

文化が中央区にはすごいなというふうにも感じておりますので、今日のいただいた御意見

も踏まえて、将来ビジョン改定の際に検討してまいりたいと考えてございます。ありがと

うございました。 
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【三木議長】  ありがとうございます。川俣委員、よろしいでしょうか。 

【川俣委員】  ありがとうございます。 

【三木議長】  ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【富田委員】  座ったままで失礼します。富田と申します。私も、このたびから新しく

委員に呼んでいただきまして、ありがとうございます。 

 私のほうは、強い意見というよりは、今お話しなさいました歴史あるというところに少

し関連して、私自身もこの中央区にある意味やってきたわけですけども、大変な魅力を感

じてやってきたわけです。私の知り合いもたくさん中央区に外からやってきましたけども、

私も住所変更が１０回あるんですけども、ぶっちぎりでこの町が面白い。なので、今まで

２年に１回引っ越しをしていたんですけども、ずっとこの町におります。 

 意見といいますか、例えば実は資料１－２をずっと読んでいたんですけども、ごめんな

さい、小さい字のやつです。例えば、経営課題の２のとこかな、６ページなどに、中央区

は転入出が多く、マンション居住者等、新たな流入層が多いことなどから。私も流入して

まいりました。人と人とのつながりの希薄化といった問題が生じている。そのとおりなん

ですけども、私も同じ立場にいる者といろいろな資料を見たときに、もう少し表現を変え

ていただいてもいいのかなと。例えば、中央区は転入出が多く、マンション居住者と新た

な流入層が多いので、人と人とのつながりを、何といったらいいかな。新たにつくり直す

目標があるとか。 

 何が言いたいかと言うと、いろいろ繰り返しいろいろなところで、私のマンションはち

っちゃいぺったんこのマンションですけど、マンションに住んでいる人がとか、よそから

来た人たちと、ちょっと嫌みを言われ過ぎてるところもありまして、少し、この町がぶっ

ちぎりで面白いと思ってきたのに、うーんというところがあるのと、私がこの町に来たと

きは、新聞で見たときに衝撃的で、大阪市中央区が消滅危機自治体であるなんていうふう

に嫌みを書かれておりましたけども、この町に来て消滅自治体になるという印象は全くな

い。誰が消滅自治体と言ったんだという、それぐらいのところでみんな流入しております

ので、何ていうんですか、流入してきた人間に対して、もう少し温かい言葉があれば。急

に流入し過ぎても大変かもしれませんけども、絶対に消滅などしないと。歴史もあります

し、これからの歴史もあるという意味で、大変な魅力を感じてマンションに住んでいる流

入住民がいるということも何かお考えいただいて、少し検討いただく文言があればという

ことで意見を申し上げます。よろしくお願いします。 
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【三木議長】  ありがとうございます。富田委員、この件はどうですか、御要望という

形でよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。そしたら、区役所のほう、御要望という

形で、よろしくお願いいたします。何かありましたら。 

【平田総合企画担当課長】  ありがとうございます。 

【三木議長】  ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。この際ですから、何か御質問ありましたら、御要望でも結構

ですけど、よろしいでしょうか。よろしいでしょうかね。はい、どうぞ。 

【川俣委員】  何度も申し訳ございません。先ほどの将来ビジョンでお話、もっと具体

的な運用に関する改善提案としまして、御検討いただきたいのは、今回、資料の配付が１

週間前に頂きまして、先ほど富田委員もおっしゃったように、貴重ないろいろな御意見、

この場で聞いて、いろいろ付和雷同で賛成される方とかいろいろ意見もあろうと思います

ので、それでしたら資料の配付をもっと遡って、皆さんから事前に意見を出しあって、そ

の意見を全部集約したものを１週間前に頂きますと、この方はこういうようなことで、お

考えがというのも分かって、また、今の会議自体が、もっといろいろ意見が出てくるかな

と思いまして、資料の前倒し並びに委員の皆さんの意見も網羅して、２度配付していただ

きたいなというお願い事項です。 

【三木議長】  ありがとうございます。この辺、事務局のほう、いかがでしょうか。 

【平田総合企画担当課長】  総合企画担当課長の平田でございます。お答えさせていた

だきます。 

 会議資料に関しましては、御意見、御提案ありがとうございます。おっしゃっておられ

ますとおり、会議資料の送付時期については、おおむね会議の１週間ぐらい前ということ

でこれまでお送りしておりましたけれども、次回以降は、もう少し、最大限早く送らせて

いただくように努めていきたいと考えております。また、事前に質問や意見を取りまとめ

てはという御提案につきましても、事務的などうしても日程のスケジュール等の兼ね合い

もございますが、御意見も参考にしながら、よりよい御意見を言っていただきやすい区政

会議となるように検討してまいります。御意見ありがとうございます。 

【稲嶺中央区長】  すみません、大変貴重な御意見ありがとうございました。これは私

の個人的な意見でもございますので、皆様にお諮りをして、御意見頂戴できたらなと思っ

てるんですが、今、川俣委員のお話は、いろんな意見を出していただけるような、そうい

った部分が必要であろうというようなことにもつながっていると思っています。これだけ
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２０人の委員の皆様が一堂に会して議論をするということになりますと、なかなかこう、

時間の問題あるいはテーマ設定の問題があって、なかなか難しい部分もあるのかなと思っ

ておりますので、例えば、ある程度テーマを３つなりに分けて、それぞれ御希望のある分

野のところに集まっていただいて、その中で、テーマに沿った部分で御議論いただいたら、

例えば２０人を３で割りますと六、七人という形になりますので、そういった中でより自

分の一番関心のある興味のあるところに、そういった分野に入っていただいて議論すると

いうことも、意見が出やすい１つのやり方かなと思っておりますので、これは皆様方の御

意向も踏まえまして、例えば、次回なり、次々回なり、どっかでそういうことも一度やっ

てみてはという、もし御意見いただきましたら、我々区役所側としても、そういった設定

についても検討していきたいと思っておりますので、どうぞ御検討、よろしくお願いした

いと思います。 

【三木議長】  ありがとうございます。川俣委員のほうは、先ほどの件はそれでよろし

いでしょうか。 

【川俣委員】  はい。 

【三木議長】  それから、先ほど区長のほうから、ブラッシュアップといいますか、向

上的な御意見、御提案ございましたけども、委員の皆さん、いかがでしょうか。３つほど

のグループに分けて忌憚の意見を交換すると、それを区政に反映したいということでござ

いますけれども、皆さん、いかがでしょうか。もし御意見がございましたら、反対意見と

か、こうしたほうがいいという御意見ございましたら、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 そしたら、今、区長の御提案については、一応御賛同いただいという形で、具体につい

ては、区役所のほうで、さらに詰めていただくという形でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【三木議長】  そしたら、そういう形にさせていただきます。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、最後の３号議案に移ります。その他となっておりますけども、区役所のほう

から御説明いただく内容はございますでしょうか。 

【平田総合企画担当課長】  本日は、その他につきましては、特にございません。 

【三木議長】  せっかくの機会でございますけれども、何かその他事項でございません

でしょうか。よろしいでしょうか。 
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 私から１つだけよろしいでしょうか。今、新型コロナでなかなか大変な時代であります

けれども、新しい新株も出ていますけども、せっかく医師会の小畠先生が来られています

ので、何か区民、市民の皆さんにワンポイントで何か教えていただければありがたいんで

すけれども、いかがでしょうか。 

【小畠委員】  今日の議題の中では、我々地区医師会が本当に頑張ってやらないといけ

ないこと、特にこれからは第３回目接種、これをできるだけ早く皆さんに接種するという

のを頑張っていきたいと。それからオミクロン株ですね。一部、重症者が出ない、少なく

なってきているということで、本来のウイルスの進化の過程でやっぱり感染力が強くなっ

て、かつ毒性が落ちてくるということになれば、いずれインフルエンザと同じような５類

の新感染症になっていくんじゃないかなという期待を持って僕は見ております。ですから、

とにかく現時点では、とにかく早く見つけて早く治療する。それから予防のためにワクチ

ン接種を積極的に進める、こういうことをやりながら、新しい株がどんどん出てきて、い

ずれ人間と我々人類と共生できるような形の株に落ち着いたところで、今までどおりの生

活に戻るんじゃないかなと僕は思っております。 

【三木議長】  どうもありがとうございました。本当にいいアドバイスでした。ありが

とうございました。 

 特にほかに御意見等ございませんでしたら、この辺で、終了させていただきます。よろ

しいでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議題はこれで全て終了となりました。 

 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。 

 なお本来であれば、市会議員の先生方から御助言をいただくところでございますけども、

本日、コロナ禍の中でございまして、会議時間を短縮するという方針の下から助言を省か

せていただきます。市会議員の先生方には御了解いただいたということで、本当にありが

とうございます。 

 委員の皆様、本日、長時間にわたり本当にありがとうございました。 

 それでは、司会進行を事務局にお返しいたします。よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  本日は、三木議長をはじめ、委員の皆様方、長時間にわた

り御議論いただきまして、本当にありがとうございました。 

 次回は、３月の開催を予定しております。本日の御意見を踏まえまして、改めて令和４

年度中央区運営方針、本日素案でございますが、次は案という形になりますが、御意見を
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頂戴したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

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

 なお、お帰りは本日も時間外で正面玄関は閉まっておりますので、エレベーターを降り

て、東側の玄関のほうからよろしくお願いいたします。 

 本日はどうも本当にありがとうございました。 

―― 了 ―― 

 


