
－1－ 

令和３年度第３回中央区区政会議 

令和４年３月24日 

 

【平田総合企画担当課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和３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御出席賜りま

して、誠にありがとうございます。 

 本日の司会進行をさせていただきます、私、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を申し上げます。 

【稲嶺中央区長】  皆様、こんばんは。中央区長の稲嶺でございます。 

 皆様方には、年度末の大変お忙しい中、時間外にこうしてお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。ようやくまん延防止等の重点措置期間も２１日で明けまして、少し

ずつ日常が戻りかけているのかなというふうにも思いますが、先ほどネットで見ますと東

京都は８,８７５人ということで、前週より増えているというようなことで、なかなか予

断を許さない状況でございます。一方、桜の季節にもなってまいりまして、今朝、大阪城

公園を歩いておりますと、昨日までつぼみやったのがちらほら咲き始めているということ

で、少し良い方向に、桜前線とともに、良い方向に向かえばいいのになというふうに思っ

ております。 

 今日は、皆様方には、次年度に関わる話、今後の中央区区政に関わるお話を議題として

上げさせていただいています。 

 １つ目が、運営方針（案）ということでございます。これも以前御説明をさせていただ

いているところですが、その修正案という形でございます。そして、予算案ですね。もう

市会のほうでも議論が大分進んでおりますので、この中の説明を少しさせていただきたい

というふうに思っております。そして、もう１つ、今後、この区政会議をどういうふうに

進めていこうかということで、先般、皆様方の忌憚のない意見を受けられるような形の進

め方は何か良い方法はないかなということでお諮りもさせていただいていまして、ちょっ

と我々のほうでまとめた案を御説明させていただきたいというふうに思っています。あと、

その他案件でもございますが、地域福祉ビジョンというのが来年度改定をして、再来年度、

それを進めていこうというようなこともございます。様々な地域の福祉課題もございます

ので、そういったところも着実に進めていきたいというところでございます。 



－2－ 

 最後に、春を迎えるに当たりまして、少し嬉しいお話もさせていただきたいと。皆様方

のお手元の中にこういう資料が入っているかなというふうに思っておりますが、これは、

「幻視大阪」という４分ほどのＰＲ動画を昨年度、中央区役所で作りまして、それが、そ

こにちょっと書いておりますかね、日本国際観光映像祭というところにエントリーをさせ

ていただきまして、第４回ということなんですが、国内部門２００本、それから国際部門

で１,５００本余りの観光映像に関わる映像祭がございます。この中で、優秀作品賞とい

うのを今般、３月１５日に受賞することになりました。 

 この観光映像祭と申しますのは、従来でしたら大都会に、都市部に観光が集まっていた

んですが、やっぱりそれを地域のいろんな自然であったり、文化であったり、そういった

ところに目を向けようということで、どうやら発足をした映像祭ということでございます

が、中央区、大都会の真ん中でございますが、そこに書いていますようにグランプリは宇

久島、それから準グランプリが奄美大島ということで、かなり自然豊かなところではござ

います。その中にあって、大都市でありながら、やはりまちの魅力があるというようなこ

とも評価されたと思いますが、この中央区のＰＲ動画が３番目に評価されたということで

ございまして、アフターコロナ、あるいはウィズコロナの世界の中で、にぎわいであった

りつながりであったりを取り戻したいという思いも込めまして、皆様にお伝えしたいとい

うところでございます。 

 今日はまた忌憚のない御意見を頂戴できたらなと思っておりますので、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。 

 では、議事に入ります前に、本日の区政会議に御出席いただいております市会議員の先

生方を御紹介させていただきます。 

 有本純子先生でございます。 

【有本議員】  こんばんは。いつもありがとうございます。 

【平田総合企画担当課長】  野上らん先生でございます。 

【野上議員】  よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  塩中一成先生でございます。 

【塩中議員】  こんばんは。よろしくお願いします。 

【平田総合企画担当課長】  本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の会議で使用します資料の確認をお願いいたします。 
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 お手元にお配りしております配付資料一覧を御覧ください。資料１－１から資料２まで

の資料は、事前にお送りしたものから変更はございませんので、本日はお配りしておりま

せん。お手元には本日の会議の次第のほか、議題（３）令和４年度以降の区政会議の運営

（案）についてで使用します資料３、議題（４）その他で使用します資料４－１から４－

４と資料５、また、資料６として、地域活動協議会の取組紹介についてをお配りしており

ます。この資料６は、こちらは、当区の広報紙「広報ちゅうおう」にて地域活動協議会の

取組を御紹介した記事をまとめたものでございます。 

 また、御紹介の順序が後先になりましたが、資料番号はつけておりませんが、先ほど区

長のほうから御紹介させていただきました、Ａ４横、カラー刷りの、中央区まち魅力ＰＲ

動画「幻視大阪」が第４回日本国際観光映像祭で優秀作品賞を受賞しましたので、御紹介

の資料をつけさせていただいております。本日ちょっと映像等を見ていただけませんので、

ぜひ、お帰りになられてから、もしまだ御覧いただけていなければ、ぜひぜひ御覧いただ

ければと存じます。 

 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手元に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が、事前にお送りした資料も含め、不足な資料

がございましたら御遠慮なくお申出くださいませ。事務局よりお持ちいたします。大丈夫

でしょうか。また途中でも何かございましたら、お声かけくださいませ。 

 次に、注意事項を御説明させていただきます。 

 この区政会議は公開の会議でございます。一応、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。 

 また、コロナ禍における感染防止の一環として、会議中、マスクの着用など、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ので、御了承いただ

きますようお願い申し上げます。 

 それでは、これより先の議事の進行について、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】  皆さん、こんばんは。三木でございます。今日はよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、早速でございますけども、議事に入らせていただきます。 
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 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の

委員は１６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おりますことを御報告申し上げます。 

 それでは、議題（１）の令和４年度中央区運営方針（案）について、区役所より御説明

をお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  令和４年度中央区運営方針（案）について御説明いたしま

す。 

 中央区運営方針については、前回１２月の区政会議で概要を御説明いただきましたので、

今回は、前回御説明した素案から今回案へ変更したポイントを御説明させていただきます。 

 お手元の資料、右肩に資料１－１と表示している資料を御覧ください。 

 昨年１２月の区政会議で、令和４年度中央区運営方針の素案について御説明させていた

だきました際に、「経営課題２ 地域のふれあい、絆づくりの推進」「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（改革の柱４－１）」の記載について、御意見を

いただきました。御紹介いたします。 

 中央区は転出入が多く、マンション居住者等新たな流入層が多いので、人と人とのつな

がりを新たにつくりなおすなどといったように、少し表現を変えることはできないでしょ

うかという意見をいただきました。 

 それを踏まえまして、今回、素案から案で、資料１－１に記載のとおり、下線箇所を変

更させていただいております。 

 また、「戦略２－２ 学びのコミュニティの形成」と「戦略２－３ 多様性が尊重され

るまちづくり」の成果指標について、修正をしております。 

 資料１－２並びに資料１－３につきましても、その修正点を踏まえまして、それぞれの

箇所の修正をしております。それにつきましては、太字、斜体字、下線で記載しておりま

すので、御確認のほどよろしくお願いをいたします。 

 議題（１）の御説明は以上でございます。委員の皆様より御質問、御意見を頂戴したい

と思います。 

【三木議長】  ありがとうございます。 

 ただいま、令和４年度中央区運営方針（案）につきまして、御説明をいただきました。

これにつきまして、委員の皆様から御意見、御質問等をいただきたいと思いますけども、

いかがでしょうか。川俣さん、お願いします。 
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【川俣委員】  私、公募委員の川俣と申します。 

 案で全て成果指標が提示されているんですが、この成果指標のほとんどがアンケートの

結果、何々以上という表現がありまして、本来でしたらアンケートに答えられない方のほ

うが批判的な意見をお持ちで、相関関係が非常に高い指標などをぜひ次回に御検討いただ

いて、採用いただけないかなという案です。 

 以上です。 

【三木議長】  ありがとうございます。 

 これにつきまして、区役所のほうからはいかがでしょうか。 

【平田総合企画担当課長】  お答えいたします。 

 令和４年度の運営方針の成果指標につきましては、現在の中央区将来ビジョンに沿った

内容で定めているものでございます。次年度中には次期将来ビジョン及び運営方針を、後

ほど御説明いたしますが、策定してまいりますことから、ただいまいただきました貴重な

御意見を参考にさせていただきながら検討を進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

【三木議長】  ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【富田委員】  公募委員の富田と申します。 

 お礼です。前回、思いつきで申し上げたようなマンション流入者についていろいろと御

検討くださり、大変恐縮でございます。私のように来て日の浅い者が喜んで資料を読める

かなと思いました。御検討いただき、感謝申し上げます。お礼です。 

【三木議長】  ありがとうございます。今のは御感想ということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。ございませんかね。せっかくの機会ですから、もしよければ、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この件につきましてはこれで終了させていただきまして、次の議題に移りた

いと思います。 

 議題（２）の令和４年度中央区予算（案）につきまして、区役所より御説明をお願いい

たします。 

【難波総務課長】  総務課長の難波でございます。 
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 資料２を御覧いただきたいと思います。令和４年度の中央区歳出予算の概要という資料

があるかと思います。 

 それのめくっていただいて裏面ですけども、令和４年度予算編成にかかる考え方・全体

予算の概要というのがございます。これにつきましては、先ほど運営方針のほうで説明し

た内容が中心になって書いておりますが、一応、読み上げて確認をさせていただきたいと

思います。 

 「にぎわい」と「ふれあい」あふれるまちをめざしまして、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、感染症対策を適

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、次の取組を実施したいという

ふうに考えております。 

 まず１つ目ですけども、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、商店会や企業等と連携・協働し、より多くの人がま

ちに関心を持ち、繰り返し訪れたくなるよう、商店街や歴史的・文化的資源等の魅力情報

を、ＩＣＴ技術を活用し積極的に発信するなど、区全体がにぎわうまちづくりを進めてい

くというふうに考えております。 

 ２つ目ですけども、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ていくというふうに考えておりま

す。 

 ３つ目ですけども、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、地域防災力の向上に努める。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と。高齢者や障がい者等、誰もが安心して暮らし続けて

いけるように、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

てまいりたいというふうに考えています。 

 ４つ目ですけども、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の

拡大、虐待リスクを抱える子供や世帯を把握し適切に相談・支援する。安心して子育てで

きるよう、アウトリーチを含む相談・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。また、学校園のニーズに対して、各校園の取組や子供の学びを

支援してまいりたいというふうに考えております。 

 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
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ズを的確に把握し、区民サービスの向上と効果的な、効率的な行財政の運営を推進してま

いりたいというふうな全体の考え方であります。 

 その次のページが、３ページ目ですけども、これが令和４年度の全体の概要ということ

で、上の表にありますように予算項目で３つございます。 

 まず１つは、区長自由経費と言われている経費です。これは、横に説明でありますけど

も、区役所で実施する予算というふうに考えてください。区長が主体的になって実施する

予算、これが来年度、令和４年度は４億２,３１３万３,０００円という形になっています。 

 予算項目の３つ目のところに区ＣＭ、これは区シティー・マネージャーといいますけど

も、区シティー・マネージャーの自由経費ということについて、これにつきましては区長

が決定権を持つんですけども、局の予算です。区役所の予算ではなしに、局の予算という

ことで、実際決定権を持つんですが、局が主体となって実施をします。例えば道路の維持

管理であるとか公園の維持管理、あと、老人福祉センター等の管理運営などという経費に

なっています。これが令和４年度は６億２,７５３万９,０００円ということで、あと、区

長自由経費の還付金と真ん中にあるんですけども、これは、コロナで区民センターとか中

央会館に申込みされて、例えば今、申込みされたら、先にお金を払います。ただ、６月と

か７月に申し込んでいる方がコロナで中止になった場合に、その分をお返しするというふ

うな形で対応したいというふうになっていますので、その分を７８万４,０００円計上し

ているということで、令和３年度は計上していなかったんですが、こういう状況なのでこ

ういう予算がついているという形で、前年度比較でこの分が純粋に増えているんですが、

トータルで、令和４年度の予算でいいますと１０億５,１４５万６,０００円ということで、

今年度の予算と比べますと、区長自由経費は１,６４７万９,０００円増えています。ただ、

局の予算が３,５５０万９,０００円減っているということで、区長の決定権、裁量の予算

が１,８２４万６,０００円減っていますよというような形になっております。 

 それを下に、棒グラフにしますとこの形になるんですが、今申し上げた区長自由経費の

還付金が令和３年度ゼロで、７８万４,０００円という数字なので、億単位のお金と比べ

ますとグラフがほとんど見えない形になりますので、申し訳ございません、その辺、意図

的にグラフを取っておりますので、そういう御理解をお願いしたいと思います。お金は上

の表で表現しているというふうなことで、見せ方の問題なので、こちらのほうで意図的に

こういうふうにしていると御理解ください。 

 これが今の予算の説明になります。３ページ目です。 
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 ４ページ目に行きますと、全体の中で、実際に事業費と、区役所の例えば維持管理光熱

水費であるとか、あと、一般の事務費、鉛筆を買うとか、紙を買うとかというお金もある

ので、事業費だけでどのぐらいの割合になっているかというのを比べています。 

 このＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという項目については、後で御説明しますけども、後ろのほう

に項目的に取りまとめた分がありますので、Ａでいうと「内外から人が集う、さらなるに

ぎわいの創出」ということで、一番最初に申し上げた運営方針とリンクした形で、どうい

うふうなお金がどのぐらいあるかということで、これは１００万単位になっています。な

ので、Ａでいうと１４なので、１,４００万円ということになります。１,０００円を四捨

五入しています。トータルで、実際に１７６と書いていますので、１億７,６００万ある

と。そのうちで、先ほどの「にぎわい創出」が１,４００万、率でいうと８％ほど、「地域

のふれあい、絆づくりの推進」というのが大体全体予算の半分、５１％と。Ｃで「安心・

安全なまちづくり」というのが２０％ほどですね。Ｄの「子育て支援」のところが１０％、

あと、「区役所の機能強化」というのが１０％ぐらいというふうになっています。 

 ただ、これでしたらこういう分け方なんですけども、今パワーポイントで前に出してお

りますけども、スライドを見ていただきますと、これを違う観点でちょっと組み替えます

と、オレンジ色のところが市民協働課の予算なんです。市民協働課の予算は大体、安心・

安全、地域活動、まちづくりというところになっていまして、率でいうと６７％。その横

の３６％と書いているんですけども、そこが保健福祉課です。福祉関係が主になります。

それが大体２０％。総務課でいいますと、広聴広報。例えば区の広報紙、お配りしている

毎月分、そういう分とか、今回の区政会議の運営費なども含めて１３％というふうな形に

なりますので、ちょっと区切り方を変えますとこういう感じになるというふうなことで、

福祉関係、全体に、区役所の事業費だけでいいますと２０％ぐらいという形になります。

ちょっと切り口を変えますとこんな形になるということになります。 

 続きまして、ページでいいますと５ページ目ですね。 

 ５ページ目から、先ほどのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅというところで１,０００円単位の、予

算は１,０００円単位で提示していますので、１,０００円単位で書かせていただいていま

すということで、先ほどの１００万単位の分の１,０００円単位です。それが３年度と４

年度、何が増えていますかというところの増減説明になっています。 

 Ａでいいますと１００万増えているんですけども、これは先ほどのＩＴＣ活用のまちの

そういう創出、先ほど賞もいただいたような、ああいうVR動画を作るとかいうふうな形の
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予算になっております。これが全体的に１００万増やしたということになっています。 

 Ｂの地域のふれあい、絆づくり推進事業については、これは３４５万５,０００円増え

ているんですけども、地域防災アドバイザー事業がもともと区役所になくて、局にあった

んですが、区役所に移管されましたので、その分が増えましたというのと、コロナの感染

対策、地域活動、地活協の補助金ですよね、それがコロナ対策で増えているというふうな

ところの予算が若干増えていますということです。 

 Ｃのところにつきましては、障がい者スポーツ振興推進事業ということで、オリパラの

２０２０がありましたけども、それを受けて、区役所でも、障がい者スポーツの推進を図

りたいということで、新しく予算をつけています。 

 あと、子どもの推進のところが、４歳児訪問事業といいまして、実際に３歳児健診とか

５歳児健診はあるんですけど、４歳児がちょうど隙間になっています。そういうところに

対して、例えば虐待のリスクがないかとかということで、あえて絵本を配って家庭訪問し

ていくというふうなことで、行政とつながりのない、そういう御家庭に対してアクション

を打つというふうな事業なんですけども、それが局から区に来ましたので、その予算が１

７６万２,０００円増えていますよというふうな形になっています。 

 あと、区役所の維持管理であるとか、あと、一般事務費でいいますと住民情報関係の業

務が増えていますというふうな、主な予算の増減説明になっております。 

 あと、重点的に取り組む事業ということで、６ページ目からあります。 

 １つはまち魅力アップの推進事業。先ほどの、１つ目の、そういうＩＣＴ活用した官民

協働の分で、来年度はＶＲであるとかＡＲ、地域体験アプリをつくりましょうというふう

な形になっています。 

 ２つ目の自律的な地域運営の支援、これが地域活動協議会の自律状況に応じた支援をし

ますというお金になっていますので、マンション住民への防災をきっかけにした絆づくり

を来年度ちょっとしていきたいというふうなところもございます。 

 ３つ目がネグレクト児童等への寄り添いサポート事業。これは児童虐待防止ということ

で、重点事業として今年度も取り組んでおりますが、来年度も実施していきたいというこ

とで、特にネットワークの拡大ということで、認可外保育所施設との連携を強化したいと

いうふうに考えております。 

 ７ページ目ですけども、先ほど申し上げた障がい者スポーツ振興推進事業ということで、

障がい者スポーツの周知・広報に努めたいというのがあります。 
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安心子育ての応援事業につきましては、子育て支援ということで、今行っている事業を

きっちり取り組んでいくという形にさせていただいています。 

 その後からは、先ほどの細かい事業、一覧表、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで区分をかけているとこ

ろの、例えばＡでしたらとんぼりウォークパークにぎわい事業であるとかということが１

０ページ目。こういう３つの事業をまとめて１,４１７万７,０００円ですよという形です

ので、この事業については中を御覧いただいて確認をいただきたいと思います。 

 私からは、予算の御説明は以上です。 

【三木議長】  ありがとうございます。 

 ただいま、令和４年度中央区予算案につきまして御説明いただきました。 

 これにつきまして、委員の皆さんから御意見、御質問等をいただきたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。なかなか役所の予算というのも難しいですけれども、もし、忌

憚のない御意見、御質問がありましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。 

 そしたら、この件につきましてはこれで終了させていただきます。 

 それでは、次の議題に参ります。次の議題（３）の令和４年度以降の区政会議の運営

（案）ということについて、区役所より御説明をいただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  では、令和４年度以降の区政会議の運営（案）につきまし

て、本日２点、御説明をいたします。 

 まず１つ目、お手元の資料、右肩に資料３と表示しております資料を御覧ください。大

丈夫でしょうか。 

 こちらは、昨年１２月の区政会議で、区役所から区政会議委員の皆様に、よりよい御意

見をいただきやすいように、令和４年度よりグループ別の意見交換を実施させていただく

ことを御提案させていただきました。それを踏まえまして、この間、他区の事例も参考に

しながら検討案を進めてまいりましたので、その案について御案内いたします。 

 まず、グループの設定でございますが、資料に書かせていただいておりますとおり、現

在の将来ビジョン等の柱立てを踏まえたものでございまして、日常の生活に深く関係する、

まず、防災・防犯・地域コミュニティで１つのグループに。少し資料と順番が。下３つで

すね。次に、福祉グループ。教育・子育てのグループ、さらに上の１つ目、中央区はやっ

ぱり、難波宮跡や大阪城などをはじめといたしまして、重要文化財の指定を受けている建

築物や施設など数多くの文化資産を有しておるところでございますので、そこが特に他区
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等と比べて特徴的なところでございますので、４つ目のグループとして、一番上にありま

すようにまち魅力・にぎわいをテーマに御意見をいただくグループを置きまして、資料に

記載のとおり、全部で４つのグループに分けてはどうかというふうに考えております。な

お、委員の皆様には今後、御希望されるグループについてお伺いをさせていただきたいと

考えております。 

 続きまして、では、その意見交換会をどういった形でやるのかというところなんですが、

今後の区政会議の時間配分についてに記載しておりますとおり、この全体会議の進行の１

つとしてグループ別意見交換の場を設定し、その後、意見交換で出た意見を御報告すると

いう形にしたいと思っております。そちらに書いてありますように、まず開会をしまして、

区役所から議案の御説明を、要点を簡潔にさせていただき、そこからグループ別に分かれ

ていただきまして、意見交換。それが終了した後、どういった意見が出たよというような

ことを全体会議の中でお伺いしまして、閉会という形にさせていただくのはいかがかなと

思っておりまして、全体にかかる時間としては今と変わらないという案に、まずは考えて

おるところでございます。 

 その後でございますけれども、次に２点目でございます。資料は特に御用意していない

んですけれども、この間、区政会議に係る委員等のオンライン参加について、全市的な確

認が進められているところでございました。今般、全市的な取扱いが取りまとめられまし

て、委員の皆様の御意向等も踏まえながら対応していくこととされましたので、御説明を

いたします。 

 まず前提として、委員がオンライン参加を行う場合は、その必要となるＰＣやタブレッ

トなどの通信機器は、御参加される委員の皆様自ら、もしくは団体でお持ちのものを使っ

ていただく。また、オンラインではなく、当然、実際にこの会議の場へ参集して参加され

る委員の方もいらっしゃるわけでございますので、従前と同様、会議場はこのようにして

しつらえさせていただきまして、傍聴の希望がありましたら傍聴もいただくということを

基本とされております。その上で、今後、オンラインでの御参加を御希望される委員がお

られましたら対応できるように、機器等の準備を進めてまいりたいと考えております。 

 議題（３）の御説明は以上でございます。委員の皆様より御質問、御意見を頂戴したい

と思います。議長、よろしくお願いいたします。 

【三木議長】  ありがとうございます。 

 委員の皆さんにお諮りする前に、私のほうから少し質問させてもらってよろしいでしょ



－12－ 

うか。 

 ４つのグループということでございますけれども、２０名の委員がどのグループに入る

かという、これは希望調査か何かされる予定なんでしょうか。 

【平田総合企画担当課長】  後日、各委員の皆様充てに、どのグループを希望されるか

について照会させていただく予定でございます。基本的には御希望に沿った形でグループ

に入っていただきたいと考えておりますが、あまりにもちょっと人数の偏りがある場合は

別途調整させていただきたいと思っております。 

【三木議長】  ありがとうございます。 

 それから、委員は２年間の任期があるわけでございますけれども、２年間ずっと同じテ

ーマでやっていくと、同じグループでやっていくということでよろしいんですかね。 

【平田総合企画担当課長】  そうした実際の運用につきましては、今後、委員の皆様の

御意見も伺いながら柔軟に思考していくことを考えておりますが、会議ごとにグループを

分けると継続した御意見を伺うことができないと考えております。また一方で、いろんな

多様な御意見もいただきやすいようにということもございますので、例えば皆様の任期２

年のうち１年ごと、２回ずつぐらいグループ分けをするといったような柔軟な、皆さんの

御意見をお伺いしながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

【三木議長】  ありがとうございます。 

 それから、テーマなんですけれども、意見交換の。運営方針であるとか予算とか今まで

御説明がありましたけれども、そういうものを基本にして議論する、意見交換をするとい

うことなんでしょうかね。テーマですけれども。 

【平田総合企画担当課長】  運営方針や予算に限定するものとは考えておりませんで、

委員の皆様のそれぞれのお立場での日々の御経験や日頃感じておられることなど、区政に

生かすべき内容など、幅広い御意見を伺うことができればと考えております。 

【三木議長】  ありがとうございます。区政会議の本来の目的ということですかね。い

ろんな御意見を皆さんから頂戴するということなんですね。分かりました。 

 ということでございますけれど、皆さん、今の内容でお分かりでしょうか。いかがでし

ょうか。次回、こういう形で１回試みをやってみようということでございますけれども、

何か不足は。 

【前田副議長】  ウェブ会議になった場合に、この４つのグループを分けて、それぞれ

の拠点での発信ができるようになるんですか。難しいと思いますけど。 
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【平田総合企画担当課長】  おっしゃっていただきますとおり、普通の全体会でやるの

に加えて、このグループ型の意見交換会というのになりますと、仕組みがうまくいくのか

とですとか、途中で何か不都合が起きたらどうしようといったようなことも、いろいろ確

認、検討しないといけないところはたくさんあると思っておりますので、十分な検討をし

ながら丁寧に進めてまいりたいというふうに思っております。 

【三木議長】  よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

【川俣委員】  公募委員の川俣と申します。 

 今回御説明がありましたように小グループでの検討会、これは非常にいいアイデアと思

いまして、こういう小グループは、先ほどのスケジュールもありましたけれど、もっと回

数も多く、小グループだけでいろいろな、かんかんわいわい言いながらの議論の集大成み

たいなものを全体会議のところでは発表するようなこともぜひ御検討いただきたいなと思

いましてですね。 

 それと、私自身、町内会の会長をやっておりましたり、地域の防災サブリーダーをやっ

ていたり、今日午前中も会議ありましたが、小学生とか幼稚園の安全・安心の見守り隊も

入っておりましたら、認識はされていると思われるんですが、現実には、例えば見守り隊

でしたら、信号を無視して自転車がわっと行くとか、非常に危ない場面が多々見受けられ

たり、そういう小さいことも、こういう全体会議ではなしに、小グループでの議論などを

ぜひさせていただきたいなと思っています。 

 それと、この４つの中に、先ほど申しましたように防災サブリーダーという観点で、防

災とか防犯のコミュニティ、こういうところにぜひ参加させていただきたいなと思ってい

るんですが、よく世間で言われています千島沖地震、最悪、死者数が１９万９,０００人

とか、東南海トラフの大地震では最悪３２万人死者数とか、そういうことが言われており

ますけれど、そのためには常日頃から地域の共助というんですか、人のお付き合いが非常

に重要という認識をやっているんですが、いざ現実問題になりましたら、町内会に加入し

ないという居住者もおられて、また、私ところの町内会に特有の現象かもわかりませんが、

１５０世帯を超えるマンション自体が町内会に加入されない。それで、最悪の事態が起き

ましたら共助で助け合っていこうとなりましても、どこまでできるのかなというような分

に日々悩んでおりますので、そのあたり、小グループでいろいろほかの貴重な意見などお

伺いして、前向きに改善していけたらいいなと思っている次第です。 
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 以上です。 

【三木議長】  ありがとうございます。貴重な御意見ありがとうございます。 

 これにつきまして、区役所のほうから何かございますでしょうか。これを参考にすると

いうことでよろしいでしょうか。 

 川俣さん、それでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうござい

ます。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

【富田委員】  富田と申します。たくさんしゃべってすいません。 

 御礼でございます。オンラインの参加もお考えくださっているということで、大変あり

がとうございます。私も仕事でオンラインのお世話をするときがあるんですが、対面とオ

ンラインを両方するというのは非常にストレスがあり、大変人手もお金も時間もかかると

いうことを私は非常によく存じております。 

 普通は黙っていて、こういうことはやらないというのが一番いいんですけど、わざわざ

やってみようかなとおっしゃってくださっているということで、大変お忙しい区役所の方

がさらに忙しくなるという、自分で首が締まるんとちゃうかなと心配しているんですけど

も、ただ、この時間ですと、例えば、私もそうですけど、夕食を作っている途中でちょっ

と時間がしんどいなというときでも、行き帰りの時間がちょっと調整できて参加しやすく

なりますし、ちょっと体調が悪いなというときに、人前に出ると迷惑だなというときでも、

まあ、オンラインだったら出れるかなというときもありますし、あんまりやりたくありま

せんけど出張先でも参加できますし、非常に助かるなと。 

 ただ、欠席しにくくなるなというのはちょっとなんですけど、区役所の皆様、御無理の

ない範囲で御準備いただければ、私も含めて、皆さん非常に出席しやすくなるかなと思い

ます。御無理のない範囲で準備いただければ非常にありがたいです。御礼申し上げます。 

【三木議長】  貴重な御意見ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうかね。 

 そしたら、この３号議案はこれで終了させていただきます。 

 続きまして、次の議題（４）のその他についてに参ります。これについて、区役所から

御説明をいただきたいと思います。 

 その中で１つ目が、中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和３年度の取組状況につ

いてということでございますね。これについて御説明をお願いいたします。 
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【関口保健福祉課長】  皆さん、こんばんは。保健福祉課長の関口です。いつもお世話

になっております。 

 それでは、私のほうから、中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和３年度の取組状

況につきまして、説明させていただきます。 

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

－１、中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和３年度の取組状況についてを御覧くだ

さい。 

 令和３年度につきましては、相次いで緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出され

ました。そのような状況の下での中央区の地域福祉活動の取組状況や、その中での課題や

問題となった点を関係機関に照会し、取りまとめた上で、対応策や今後の方向性につきま

して、資料４－２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

イルス感染症感染拡大防止の観点から今回は書面での会議開催となりましたが、各委員の

意見を反映いたしまして、資料４－３及び資料４－４を作成してお手元にお配りしており

ます。 

 資料４－３が中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和３年度の取組状況の総括資料

でございまして、資料４－４が、中央区地域福祉ビジョンの項目ごとに、資料の見開きの

下ページの左側に令和３年度の主な取組状況、下ページ中ほどに改善点及び課題・問題点、

下ページ右側に対応策及び今後の方向性をまとめ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４－３の総括資料に沿って御説明いたしま

す。 

 それでは、Ａ３サイズの資料、右上に資料４－３とあります資料を御覧ください。 

 「中央区地域福祉ビジョンの実現に向けた令和３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ございます。 

 まず、資料の左上のほうにあります令和２年度からの改善状況を御覧ください。 

 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月に改訂いたしました

中央区地域福祉ビジョンに基づき、地域福祉の取組を進めてまいりました。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の爆発的な感染拡大によりまして、昨年度、

令和２年度は、地域福祉に関わる様々な活動や取組が制限され、中止を余儀なくされまし

た。対面でのコミュニケーションが基本となるコロナ前のような活動、取組が難しくなり、
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ビジョンに基づく取組を十分に進捗することができませんでした。さらに、コロナ禍によ

り生活に困窮する世帯からの相談も急増いたしました。 

 これらの新たな課題への対応につきまして、令和２年度末、昨年度末の地域福祉専門会

議において示されました対応策や取組の方向性を踏まえまして、コロナ禍で直接会えない

からこそできることや、何とかしたいという気持ちと工夫を今年度、令和３年度の地域福

祉活動に反映して実施してまいりました。 

 改善状況といたしましては、まず１点目、認知症サポーター養成講座など、対面での開

催が難しくなった講演や講座を、オンラインを活用して実施しました。また、高齢者など

の孤立化や体力低下を防ぐために、いきいき百歳体操については、マスクを着用し、手洗

い、消毒、密を避けるなど、十分な感染症対策を講じて再開を行いました。ふれあい食事

会につきましても、感染症感染拡大防止を観点から配食サービスに切り替えての実施。な

ど様々な、改善状況がございます。 

 なお、これら令和３年度における改善状況の詳細につきましては、資料４－４の改善点

及び課題・問題点と記載している欄におきまして下線を付して掲載しておりますので、ま

た後ほど御覧いただけましたら幸いでございます。 

 次に、Ａ３の資料に戻りまして、資料の左側の中ほどにあります、コロナ禍における令

和３年度の主な支援制度を御覧ください。 

 令和３年度は４月に第４波、７月に第５波、現在の第６波と、新型コロナ新規陽性者数

が急激に増え、まん延防止等重点措置や相次ぐ緊急事態宣言が発出される中、生活困窮者

への支援が強化されました。 

 国の新たな支援金制度といたしまして、生活困窮者自立支援金が創設されました。新型

コロナウイルス感染症の影響によりまして生活に困窮する世帯に対しましては、これまで、

緊急小口資金等の特例貸付けの申請期限の延長などによる支援を行ってまいりましたが、

新型コロナウイルス感染症による影響が思いのほか長期化する中で、既に貸付け限度額に

達するなど、特別貸付けを利用できない生活困窮世帯が現れてまいりました。こうした世

帯が必ずしも新たな就労や、例えば生活保護の受給に結びついていない、そういう実態が

ありますことから、こうした支援の隙間を埋めて、自立支援につなげるために支給すると

いう制度でございます。 

 国の制度といたしましては、世帯の人数に応じて、単身世帯は月６万円、２人世帯は８

万円、３人以上世帯は１０万円を支給いたします。 
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 本市ではさらに、多人数世帯を支援するために独自加算を今回追加いたしました。世帯

人員４人目以降、１人につき、８人世帯以上まで段階的に２万円を加算いたしました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が

速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯に対して１世帯当たり

１０万円を支給する制度が国により創設されました。 

 本市はさらに、コロナによって、住民税非課税にはなっていないけども、所得減少され

た世帯に対しましても、臨時特別給付金といたしまして独自に追加支給をいたしました。 

 このように、国の支援に加えまして大阪市独自の支援制度を確立し、生活困窮者への支

援を強化しております。 

 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６項目の取組の方向性を記載しております。 

 まず、基本目標１に基づく今年度の取組状況、改善点及び課題・問題点、対応策及び今

後の方向性を総括しましてまとめております。 

 地域で助け合い・支え合う様々な地域福祉活動でございますが、その活動の大半がコロ

ナ禍で停滞しております。そこで、必要な感染症対策をお示しすることや、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て取組を実施していく環境づくり

を進めてきました。 

 見守り活動につきましては、対面での活動が制限される中、電話での活動を積極的に行

うなど、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した。

さらに、見守り連絡会などを開催し、民生委員・児童委員と地域の福祉コーディネーター

などと連携を図りまして、要援護者の情報共有に努めました。 

 子育て交流会につきましては、コロナ禍でマンションの集会所の使用が困難となりまし

たが、十分な感染症対策を講じながら、本区役所でありますとか大型商業施設などで開催

してまいりました。また、子育て支援情報を発信しております区ホームページ、区フェイ

スブックに加えまして、新たにＬＩＮＥを活用いたしまして情報発信も行ってまいりまし

た。 

 地域福祉活動の推進につきましては、今まで主に高齢者施設や障がい者施設などを中心

に活動していました演奏やダンスなどのボランティアが、コロナ禍で施設に入れず、活動

ができなくなったことから、今度はそれをウェブを使いまして、その演奏やダンスの状況

を映像提供という形でのボランティア活動が行えるよう活躍の場を広げてまいりました。 
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 続きまして、下段の基本目標２についての総括でございますが、医療・介護の連携の取

組としましては、感染拡大防止の取組状況や対策などについて意見交換、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で開催するなど、コロナ禍に

対応した取組が実施されました。 

 認知症の理解を深める取組といたしましては、コロナ禍により集合型の講演会などが中

止する中、認知症講演会や認知症映画上映会をオンラインで開催いたしました。また、コ

ロナ禍によって孤立しがちな、認知症の人を介護なさっておられる家族のサポートのため

に、これも感染症対策を講じながら、新たに「認知症の人を介護する家族の語りの会」も

立ち上げました。さらに、認知症情報について、区ホームページの「認知症のことなら何

でも案内サイト」などを活用し、関係機関と連携いたしまして情報発信を適宜行ってまい

りました。 

 子育て・児童虐待の相談支援体制の強化といたしましては、本来大人が担うと想定され

ている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供やその家族を適切な支援につない

でいくため、子育て支援室にヤングケアラー相談窓口を設置いたしました。また、北御堂

フードパントリーにおきましても、独り親家庭やヤングケアラーの相談窓口を設け、相談

内容に応じた適切な対応や情報提供を行いました。 

 総合的な相談支援体制といたしましては、コロナ禍で急増した生活に困窮する世帯から

の相談に対応するために、体制を増強いたしました。また、地域でのフードパントリーな

どの機会を活用いたしまして出張相談を実施するなど、総合的な相談支援体制の充実を図

ってまいりました。 

 高齢者、障がい者などへの虐待の相談や通報につきましては、迅速に関係機関と情報共

有し、適切な支援へつなげてまいりました。 

 以上が令和３年度の取組状況でございます。 

 なかなかコロナの収束が見えない状況の下で、また新たに新年度からの地域福祉活動を

行っていくことになりますが、今年度の経験を基に、コロナ禍におきましても必要な支援

を届けるために、行政、地域、関係機関、団体など多様な主体と連携いたしまして、中央

区地域福祉ビジョンが目指す基本理念であります「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」の実現に向けまして取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 私からの説明は以上でございます。 
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【三木議長】  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３年度の取組状況につきまして

御説明をいただきました。これにつきまして、委員の皆さんから御意見なり御質問をいた

だきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうござ

います。 

 そしたら、次の議題（４）のその他の２つ目といたしまして、中央区将来ビジョン、地

域福祉ビジョンの策定に向けた今後の進め方につきまして、区役所から御説明をいただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

【平田総合企画担当課長】  では、中央区の次期将来ビジョン、地域福祉福祉ビジョン

策定に向けたスケジュールについて御説明いたします。 

 お手元の資料、右肩に資料５と表示しております資料を御覧ください。よろしいでしょ

うか。 

 将来ビジョンは、区のめざすべき将来像、その将来像の実現に向けた施策展開の方向性

を取りまとめて、区民の方々に明らかにするものでございます。 

 また、地域福祉ビジョンは、国の提唱する地域共生社会の実現に向け、大阪市地域福祉

基本計画とその将来ビジョンを踏まえまして、中央区の実情や特性に応じた地域福祉を推

進するための計画でございます。 

 現在の将来ビジョンは、計画期間を５か年、平成３０年から令和４年度として策定した

ものでございますので、令和４年度中に次期将来ビジョンを策定することが必要でござい

ます。 

 また、地域福祉ビジョンは令和２年３月に改訂したものでございまして、その計画期間

は、現在の将来ビジョンに合わせて令和４年度までと改訂したものでございますので、将

来ビジョンと同様に、令和４年度中に策定することが必要でございます。 

 策定に向けたスケジュールとしまして、まず、資料にありますとおり、将来ビジョンに

ついてでございますが、８月上旬頃の第１回の区政会議において素案をお示しし、委員の

皆様からの御意見をいただきたいと考えています。その後、いただいた御意見を踏まえ、

将来ビジョンのパブリックコメントを実施しまして、広く区民の方々にも御意見を募りま

す。そして、そのパブリックコメントでいただいた御意見等を反映した上で、１２月上旬

頃の第２回の区政会議で案として再度お示ししたいと考えております。最終的に、３月上

旬頃の第３回の区政会議での委員の皆様からの御意見をお受けし、確定の上、公表してま
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いりたいと考えております。 

 次に、地域福祉ビジョンの策定に向けたスケジュールでございますが、９月から１０月

に地域福祉専門会議を開催し、地域福祉専門会議委員の皆様から御意見をいただき、素案

を作成いたします。１２月上旬頃の第２回の区政会議において素案をお示しし、委員の皆

様からの御意見をいただきたいと考えております。また、パブリックコメントも実施し、

広く区民の方々にも御意見を募ります。そして、パブリックコメントでいただいた御意見

等を反映した上で、２月中旬頃の地域福祉専門会議にて案をお示しし、３月上旬頃の第３

回の区政会議で委員の皆様からの御意見をお受けし、確定し、公表してまいりたいと考え

ております。 

 ちょうど来年１年、来年の今頃にこうしたビジョンが策定、この場でお諮りしていると

いうようにイメージいただけたらと存じます。 

 御説明は以上でございます。委員の皆様よりぜひ御質問、御意見を頂戴したいと存じま

すので、議長、よろしくお願いいたします。 

【三木議長】  ありがとうございました。 

 ただいま、中央区将来ビジョン、地域福祉ビジョン策定に向けた今後の進め方につきま

して御説明をいただきました。これにつきまして、御質問、御意見等はいかがでしょうか。

どうぞ。 

【黒石委員】  先ほど、この資料の３番のこのグループの分け方がありますね。これは

このスケジュールでいうたらどこに入るわけですかね。このスケジュール表の、今の資料

５番の中に。 

【三木議長】  それとのリンクはどうなんでしょうか。 

【平田総合企画担当課長】  分かれて、それぞれのビジョンについても……。 

【黒石委員】  例えばこの１回目の区政会議とか、この中に、こういう形のスケジュー

ルという形で。 

【平田総合企画担当課長】  はい、そう考えていただいて。 

【黒石委員】  これは毎回ですか、１回だけですかね、このグループ別に分けるのは。 

【平田総合企画担当課長】  グループ別は、まず１回目を試行いたしました結果を踏ま

えて、また御意見を募りたいとは思っておりますが、続けていければ……。 

【黒石委員】  ほな、まずあれやね、このスケジュールでいうたら、８月の第１回目の

区政会議にこのグループ分けという形ですね。 
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【平田総合企画担当課長】  そうでございます。 

【三木議長】  よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 そしたら、この議案につきましては終了という形にさせていただきます。 

 それでは、本日の議題は予定しておりました全て、これで終わりでございます。以上で

ございます。 

 この間、委員の皆様、また、市会の先生方、本当に貴重な時間をありがとうございます。

何かと御多忙のことかと思いますけども、長時間にわたり御参加をいただき本当にありが

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させていただきます。 

 それでは、事務局、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、御出席の皆様、長時間にわた

り御議論いただきましてありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和３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。 

 本日はありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。お帰りの際は、１

階エレベーターを降りて左側の時間外通用口を御利用くださいますようお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

 


