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令和４年度 第１回浪速区区政会議 

日時：令和４年７月20日 

場所：浪速区役所７階会議室 

○小林総務課担当係長 

 皆様、こんばんは。本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして誠に

ありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから「令和４年

度第１回浪速区区政会議」を開催いたします。 

 意見交換会及び部会に御出席いただきました皆様には、引き続きよろし

くお願いいたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます総務課の小林と申します。

よろしくお願いします。 

 本日の会議ですが、新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら会

議を進行いたしますので、御協力をよろしくお願いします。 

 それでは、開会に当たりまして、浪速区長の幡多より一言御挨拶申し上

げます。 

○幡多区長 

 先ほどの意見交換会では、浪速区が施策事業を進める上で悩ましいと思

っているテーマについて、御意見を頂戴したいということで先ほどお伺い

をいたしました。また昨年度の振り返り、これについても御意見を今日は

頂戴したいと思っております。また、事前に資料も読み込んでいただいて、

事前にたくさんの御意見も頂戴しました。この場をお借りしましてお礼申

し上げます。 

 防災、防犯、地域福祉、子育て支援。浪速区には社会課題、地域課題が

山積をしているんですけれども、区役所単体でできることは本当に一握り

と思っています。浪速区に住んでおられる方、活動していただいている団
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体の皆様と協働してやっていかないと改善はできないと思っています。日

頃浪速区に住んでおられて活動もされている皆様に御意見を頂戴して、マ

ンパワーも予算も限られていますけれども、それを反映させていただくと

いうことが本当の区民の皆様の満足度の向上につながっていくものと信じ

ております。マンパワーや予算の限りがあってできないことは、それはそ

ういう理由でできないということでお返しをしていきたいと思っておりま

す。 

 皆様には率直な御意見を頂戴し、また、皆様いろんな御経験をされてい

るので、できれば前回のなでこちゃんのキャラクターをどうするかという

ときも、賛否でいろんな御意見を頂戴しました。その中で最終的に当面、

広報キャラクターに就任させるということで決断させていただいたんです

けれども、いろんな御意見、活発な御意見を頂戴したいと思っています。

活発な御意見をいただくために、どうしたら皆様に御意見をいただけるだ

ろうかと悩みまして、柴川課長はじめうちの担当職員がいろいろと知恵を

絞ってつくりあげたのが今日のこのプログラム、設えとなっています。今

回の設えがどうだったのかということについては、これも忌憚のない御意

見をいただいて次回以降の運営に反映させていきたいと思っております。 

 では、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○小林総務課担当係長 

 本日は、区政会議委員 17名のうち、20時現在14名の御出席となっており

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項の規

定によりまして、本会の成立をここに御報告いたします。 

 また、本日はお忙しいところ、区内選出の市会議員の皆様方にも御出席

いただいておりますので、私から御紹介させていただきます。 

 森山議員でございます。 
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○森山議員 

 御苦労さまです。よろしくお願いします。 

○小林総務課担当係長 

 竹下議員でございます。 

○竹下議員 

 お疲れさまです。よろしくお願いします。 

○小林総務課担当係長 

 両議員には、会議の最後に御助言を頂戴することとなっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、議事に入ります前に留意事項を申し上げます。 

 区政会議とその議事録は公開を原則としています。会議終了後、議事録

を作成し、ホームページで公開しますので、本日の会議も録音させていた

だくとともに、会議風景を撮影させていただきますので、御了承をお願い

いたします。 

 本日はなかなか資料がばらばらとたくさんありまして、分かりにくくな

っておるかもしれないんですけれども、一応今どの資料について説明をし

ているかというのをこちらのテレビモニターに映し出しをいたしますので、

適宜お手元の資料の確認をお願いできればと思います。 

 それでは、ここからの議事進行は、寺田議長にお願いすることといたし

ます。寺田議長、よろしくお願いします。 

○寺田議長 

 皆さん、こんばんは。寺田でございます。議長を務めさせていただきま

す。 

○千葉副議長 

 こんばんは。幸町の千葉でございます。よろしくお願いします。 
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○寺田議長 

 着座のままで失礼します。ここからは、皆様の御協力をいただき、私の

ほうで議事を進めてまいります。よろしくお願いいたします。 

 本日は、区政会議前に、意見交換会や各部会も行われておりますが、当

会議におきましても、皆様方より広く御意見をいただきたいと思います。

なお、発言の前には、委員のお名前を名乗ってからの発言をお願いいたし

ます。 

 時間も限られていますが、より多くの方の御意見をいただくため、誠に

勝手ではございますが、私のほうから御発言をお願いすることもございま

すので、御協力よろしくお願いいたします。 

 また、本日は夜間の会議でございますので、午後８時 45分頃までに終了

させていただければと考えておりますので、御協力のほど重ねてよろしく

お願いいたします。 

 それでは、議題１の「現状の課題共有と今後の取組について」、事前に

行いました部会での御意見などについて、各部会長から報告してもらいま

すが、特に、「安全安心なまち部会」の委員の皆さんは「子育て教育・福

祉部会」での議論内容、「子育て教育・福祉部会」の委員の皆さんは「安

全安心なまち部会」での議論内容をお聞きいただき、議題２の説明の後、

一括して意見交換を行いたいと思います。 

 それでは「議題１」について、まずは「安全安心なまち部会」の雑野部

会長から御報告をよろしくお願いいたします。 

○雑野部会長 

 「安全安心なまち部会」の部会長を務めさせていただくことになりまし

た雑野でございます。 

 また、副部会長は、松尾委員が選出されました。よろしくお願いいたし
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ます。 

 早速ですが、午後７時 30分より開催いたしました「安全安心なまち部

会」での議論内容について報告いたします。 

 当部会では、「災害対策」「防犯カメラ」「なにわの魅力創出」の３つ

のテーマについて議論いたしました。 

 まず、「災害対策事業」についてですが、自宅避難が推奨されているよ

うになっていますが、自宅が安全な人は自宅で、そうでない人は避難所へ

というめり張りのある周知啓発が必要である。また、台風等であれば看板

等も落下するなど危険が伴うので、その点も考慮する必要があるとの意見

が出ました。 

 次に、「地域安全防犯カメラ設置事業」についてですが、区役所で一斉

点検を実施していただき、故障している場合はその程度も地域に教えてほ

しい。また、古いカメラは捨てないで残しておくだけで十分抑止力がある

のではないかとの意見が出ました。 

 ３つ目は、「なにわの魅力創出事業」についてですが、現行のコロナ禍

なので、周知しても人が集まり過ぎるのも課題がある。また、周知の決定

が直前までできないので、十分な周知ができないとの意見がありました。 

 また、その他幾つか意見が出たんですが、ほとんど皆さんよく似たよう

な意見に集約されるような形になりましたので、３つの意見としては今御

報告させていただいたような内容となります。 

 以上でございます。 

○寺田議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、「子育て教育・福祉部会」の田中部会長から御報告をよろ

しくお願いいたします。 
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○田中部会長 

 「子育て教育・福祉部会」の部会長を務めさせていただくことになりま

した田中でございます。 

 副部会長は、大渕委員が選出されました。よろしくお願いいたします。 

 早速ですが、午後７時30分より開催いたしました「子育て教育・福祉部

会」での議論内容について報告いたします。 

 当部会では、「地域における要援護者の見守りネットワーク事業」「子

育て支援事業」「中学生の学力向上支援事業」の３つのテーマについて議

論いたしました。 

 まず、「地域における要援護者の見守りネットワーク事業」についてで

すが、当事者が地域のコミュニティに入っていないと気づく機会がない。

例えば食事サービスとか老人福祉センターに行くとか、ふれあい喫茶など

に来られる方でしたら、すぐに先月と今月は違うなとその人の認知がちょ

っと進んではるなとか、動きが大分弱ってきてはるなと気づくことがすご

くできるんですけれども、そういうところに来られない方がなかなか見つ

けにくいということの意見が出ました。それと、もしも困ってらっしゃっ

て、せっかく介入して相談しても警察とかいろんな支援の方が入っていた

だいても動きがないと解決策がなかなか見つからないとか言って、どうい

うふうに動いてはるのかが分からなかったら、結局相談しても「言っても

別に何の解決もできへんな」とかいうふうになってしまうので、ここに言

ったら必ず解決できる、なかなか難しいんですけれども、そういうところ

があったらいいなと御意見が出ていました。 

 次に、「子育て支援事業」なんですけれども、子ども・子育てプラザと

かいろんなところに出てこられる方は、さっきと一緒なんですけれども、

いろんな方とお友達がいてたり、コミュニケーションが取れる方はどうい
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うことで悩んでいるかとかが分かりやすいんですけれども、孤立していら

っしゃる方がどういうふうに悩んでいるとか、どういうふうに支援したら

いいのかというのがなかなか掘り起こしが難しいという意見も、これもさ

っきと一緒でお知り合いとか、そういう人たちとコミュニケーションが取

れていない方はなかなか難しいという意見が出ていました。その方たちは、

一体何に興味を持ってはるかとか分かればいいんですけれども、それもお

付き合いがなくてコミュニケーションが取れてなかったら分かりにくいと

いうことですね。先ほども言いましたように、子ども・子育てプラザとか

に遊びに行っておられる方は、そこの先生方たちに相談しやすい、ただそ

ういう場所がもっともっと広報でこういう人がいてはって、いろんなこと

に相談に乗っていただけますよというのを広報できればいいなという意見

が出ておりました。 

 ３つ目は、「浪速区中学生の学力向上支援事業」なんですけれども、ま

ずこういう勉強する事業があるよというチラシを子どもたちに渡すんです

けれども、その子どもたちが親御さんに渡していないというのが多くあっ

て、それによって保護者がそういうのをあるということが分からない方が

多いので、それはすごくもったいないなという意見が出ておりました。だ

から、保護者に確実に伝わるように保護者メールとかホームページに載せ

ていただいたらどうかなという意見が出ておりました。 

 「子育て教育・福祉部会」からの報告は以上でございます。 

○寺田議長 

 ありがとうございました。 

 ちょっとテレビ、小さいんちゃう。字が全然見えません。ここまで全然

字が小さくて見えてません。ページを何ページと言ってくれたほうがいい。

これは全然駄目です。すみません、余計なことを言って。 
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 ただいま報告にありました部会での御意見等につきましては、議題２に

も関連してまいりますので、議題２について区役所からの説明の後、一括

して意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、議題２の「令和３年度 浪速区運営方針の評価について」、区

役所から説明をお願いいたします。 

○柴川企画調整担当課長 

 総務課の企画調整担当課長の柴川でございます。私のほうから議題２に

ついて御説明いたします。 

 資料は、資料２－１、それから資料２－２、この２点を御用意ください。 

 皆様には、本日の意見交換以降いろんな議論を踏まえていただいて、こ

れから私どもの昨年度の区政運営について一通り説明をさしあげることに

なりますので、そういったところを勘案していただいて、資料２－２の評

価シートにより、５つの経営課題について４段階で評価していただくこと

になります。 

 まず、資料の２－１について御説明をさしあげます。 

 そのページの上部、２つほど箱がございます。たくさん字が書いてござ

いますけれども、令和３年度の成果、それから今後の取組についてという

ことでございます。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染者への対応やワクチン接種勧奨

といったところに積極的に取り組んでございます。安全で安心して暮らせ

るまちづくりの推進に努めております。長引くコロナ禍により実施を見合

わせておりました事業もございましたけれども、実施方法の見直し・工夫

を行い、オンラインやハイブリッド方式を取り入れて、コロナ禍に即した

多くの事業を実施することができました。引き続き、「浪速区将来ビジョ

ン2025」に基づき、各経営課題の取組を進めてまいります。 
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 その下の大きな箱になりますけれども、まず経営課題については浪速区

の場合５つございます。 

 経営課題の１からまいりますけれども、箱の左側を御覧いただくと、

「安全で安心して暮らせるまちづくり」についてでございます。 

 防災の取組といたしまして、まず取組実績、ちょうど中ほどにございま

す令和３年度取組実績というところに、令和３年に実施いたしました区役

所の実績というのを載せてございます。広報紙であったり、ホームページ、

ツイッターなどの SNSを通じて、災害時に備えた家庭での備蓄の実践や自

助・共助の重要性について、年間を通して 28回の情報発信を行うとともに、

簡易ベッドや間仕切り用のパーテーションなど、コロナ禍での避難所運営

に必要な備蓄物資を配備いたしました。 

 さらに、場所を選ばずに安定した通信が可能なＩＰ無線機を全ての地域

に配備することで、災害時の情報連絡機能を強化してございます。 

 また、具体的取組の１－２－３になりますが、子どもの安全対策である

こども110番の家事業に関しましては、全ての協力家庭と協力店舗に継続の

確認を兼ねて、掲示物の更新の御案内をお送りいたしました。 

 右側にちょっと目を移していただいて、目標、指標の達成状況というと

ころを御覧いただきますと、ちょっと見方の話になりますが、令和３年度

の目標で一番上のところ区民アンケートで家庭で備蓄をしていると回答し

た人の割合というところが目標は 50％でございます。昨年度からちょっと

目標が高過ぎるんちゃうかという意見もこの場で頂戴してございますけれ

ども、令和２年度、それから令和３年度の実績というのをそこに載せてご

ざいます。 

 それからその次になりますが、経営課題の２「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」、そのページの下のところにございま
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す。 

 誰もが孤立せず地域で安心して暮らせるよう、各地域に地域福祉サポー

ターを配置いたしまして、相談ごとへの対応、食事サービスや百歳体操な

ど、地域活動などの開催のサポートを行いました。 

 令和３年度はコロナ禍で居場所づくり、つながりづくりを進めることが

難しい状況でございましたが、区民アンケートにおいて、「あなたがお住

まいの地域で高齢者や障がい者などへの日常の声かけができている」と回

答した人の割合、これはその欄の一番右側を御覧いただけたらと思います

が、具体的取組２－１－１の右側に目を移していただきますと、 74.1％か

ら82.6%ということで昨年を大きく上回ることができてございます。 

 地域の見守り活動について考える「地域見守り会議」を区内11地域を２

ブロックに分けて開催いたしました。また、日頃の見守り活動の大切さを

皆様に知っていただくため、広報に努めてございます。 

 続いて、経営課題の３になりますが、恐れ入ります、その裏面を御覧い

ただけますでしょうか。経営課題の３「子育て世代を応援するまちづく

り」についてでございます。 

 子育て世代を応援するまちづくりとして、「保育施設の待機児童数０」

「重篤な児童虐待が発生しない状態の維持」「子育て支援体制の充実」の

３つを柱に取り組んでございます。 

 １つ目の柱について、本年４月における待機児童数が０を達成いたしま

した。２つ目については、専門職員の継続配置や４歳児訪問事業などのア

ウトリーチにより重大な児童虐待０を維持いたしました。３つ目について

は、専門職員による子育て相談、地域の子育て機関をまとめたマップの配

布、また、ホームページやSNSを通じて子育て情報の発信に取り組んでまい

りました。 
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 続きまして、経営課題の４でございます。「子どもたちが健やかに育ち、

学べるまちづくり」についてでございます。 

 戦略４－１にございます、学習習慣の定着につきまして、「まなび支援

事業」は各小学校において、放課後に児童が宿題等の自習学習ができるよ

う指導員を配置してございます。令和３年度はコロナ禍の下でも多くの参

加者がございました。取組は着実に進んでいると考えてございます。 

 次に、戦略の４－２学力向上の支援についてでございますけれども、区

内中学生を対象とする「なにわ学び教室」について、大阪市塾代助成事業

を活用して実質無料で参加できる学習支援事業でございます。令和３年度

は「理解度を測るテスト」の結果が向上した生徒の割合が91.3%に上りまし

た。ずっと右のほうの実績を見ていただきますと、昨年度が 88.1％に対し

て令和３年度については91.3％となってございます。 

 それから、日本語の指導が必要な児童・生徒の支援事業においては、外

国にルーツのある児童生徒を支援するため、区内小中学校に「日本語サポ

ーター」という有償ボランティアを派遣してございまして、各学校からも

大変好評をいただいているところでございます。 

 最後の経営課題の５になりますが、「人と人がつながり、住民が主体と

なって進めるまちづくり」についてでございます。 

 主に地域活動や地域コミュニティの活性化に関する取組でございますが、

昨年度も新型コロナウイルスの影響を大きく受けたところでございます。

そうした状況の中で、新たなつながりの契機となるよう、 SDGsをテーマに、

一昨年に続きオンラインによる区民まつりを実施いたしました。その区民

まつりを実施することでSNSを活用した企画、それから新たな参画者の開拓

やつながりの拡充に努め、コミュニティの活性化に取り組みました。 

 また、コロナ禍で地域活動協議会の活動が制限されている中で、事業計
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画の変更など、各地活協からの御相談にきめ細かく対応するとともに、地

活協補助金制度の改正ポイントや会計事務の留意点についてお伝えするた

めに説明会を開催いたしました。 

 令和３年度の運営方針の評価についての説明は以上でございますけれど

も、評価シートにつきましては、本日、お帰りの際に机上に置いていただ

くか、後日、８月末まででございますけれども一緒にお渡ししてございま

す返信用封筒にて区役所へお送りいただければと存じます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○寺田議長 

 ありがとうございました。 

 では、これから「議題１」「議題２」について、意見交換を進めてまい

ります。 

 御意見、御質問などございませんでしょうか。何か御意見はございませ

んか。何でも結構です。 

 はい、新井委員、お願いします。 

○新井委員 

 すみません、恵美の新井です。ちょっと何でもいいということなので、

もう簡単に質問させていただきます。新今宮の駅の前に星野リゾートがで

きたのは皆さん知ってはると思いますけれども、この間の質問の中にも西

成区の星野リゾートというようなイメージで受け取られている方が非常に

多いと、全国的にここが有名になっているんですけれども、場所的に西成

区になっている方が、そういうふうにとらわれている方が非常に多いとい

うことで、私も初め来るときから、ここは浪速区やでということを再三、

星野さんとか区役所の方とかいろんなところで言ったんですけれども、そ

れでもやっぱり西成区になっているみたいで。星野リゾートとなにわ筋線
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ができると、あの地域一帯を再開発するということで非常に我々も頑張っ

てやってきたんですけれども、確かに西成区の区役所の職員さん、あの

方々はまち歩きとか星野さんを本当に上手に使ってやっています。自分と

ころの地域の活性化のために星野さんを使って、そういうイメージがすご

いついています。これも我々西成区役所の人らと何回かお話しさせていた

だきました。恵美とか浪速区のほうも一緒にやりたいというような意見も

物すごい聞いたんですけれども、ところが浪速区の職員さんにいろいろそ

ういうふうに言ったんですけれども、なかなか浪速区は動いてくれません。

この間、新今宮駅北側まちづくりビジョンとかいうすごい立派なものがで

きていたと思うんですね。あれを聞かせていただいて、私は物すごくいい

ことやと思ってやっていたんですけれども、全然あれから何も進んでいな

いというか、我々のまちづくり、あの地域の住民の意見が全く入っていな

いと意見を聞いていないと。南海電鉄さんは非常にあの地域の活性化のた

めに動いております。地域の清掃活動も南海さんが中心になって月に１回、

80名ぐらいであの一帯をずっと、我々も全部入ってやっております。星野

さんも入っているし、YOLO BASEさんも入っているし、南海電鉄も入ってい

る、区役所の方も来ていただいている。阪南大学の生徒さんも皆さんたく

さんの方が来て清掃活動をやっております。南海さんは非常に地域の活性

化のために努力しておると、我々も一生懸命やりたいと、ところが我々の

地域の人らだけではなしにやっぱり役所がもっともっと動いてもらわない

と、西成区の職員に比べたら非常に動いていないというのが物すごく感じ

るんですね。もっともっと力を入れていただかないと地域の活性化、せっ

かく日本全国に知れ渡った場所をあのままにしていたら星野さんは撤退し

てしまうんちゃうかなと、新今宮とかああいうのもどうもうまくいかなく

なるんちがうかなと思うんです。せっかく全国に名の知れた、これから発
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展していくまちづくりとしてすごくいい場所やのにと思って我々も努力は

していますけれども、なかなか浪速区全体とか区役所さんとかいうのがも

っともっと協力してもっともっと進めていただきたいということをお願い

して、今日はこれを言いたくてわざわざ質問にせんとこれを言わせていた

だこうと思って来たんですね。またよろしくお願いいたします。我々も頑

張りますので、また区役所の方も一緒にこの地域のために、せっかくいい

のがあるのにみすみすそれを見捨てるような状態にしてほしくないという

ことでお願いいたします。 

 以上です。 

○寺田議長 

 これは区役所で答えられるの。お願いします。 

○松原市民協働課長 

 市民協働課長の松原です。新井委員、ありがとうございます。貴重な御

意見で。確かに新今宮の駅前に星野リゾートOMO７ができて、ますますあの

エリアも大きく変わっていくのかなと区役所としても非常に期待はしてお

りまして、浪速区を代表する魅力あるスポットになっていくものと思って

おりまして、やはり情報発信が大事かなと思っておりますので、区役所と

してもいかに浪速区の魅力、特に新今宮のこれから変わっていこうとして

いる新たな魅力につきまして、いろんな形で情報発信させていただきたい

と思っておりますし、地域の皆様と何ができるのかということで、また御

意見をいただきながら検討してまいりたいと思っております。OMO７につき

ましては、御覧いただいたかと思うんですけれども、今月の広報紙なにわ

でも半面使わせていただきまして、区民の皆様にもまず魅力があるところ

ということで知っていただくようにということで掲載させていただきまし

たけれども、浪速区以外の皆様方にも、浪速区にあるということを知って
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いただけるようにもっと努力していきたいと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。 

○寺田議長 

 新井委員、ちょっとお聞きしますけれども、西成区役所の職員はあそこ

を西成と思っているのですか。 

○新井委員 

 表立っては浪速区やと言っていますけれども、マスコミが西成区と言う

んですね。あいりん地区をまず見せて、あと星野さんのところに寄って、

新世界のほうを見せると、西成から行くというようなイメージでもともと

からそういうイメージをつくりあげたんです。だから西成区やと、我々も

再三星野さんには大分言うたんですね、一番初めのときに。そうだけど、

マスコミというか社長とか、一番初めにあそこの星野の社長が西成区のあ

いりん地区をずっと回って星野のところに来たんです。そのイメージが物

すごくついてしまって、それを払拭するために相当言ってやったんですけ

れども、なんせ我々だけでは無理だからもっと役所の人が浪速区をもっと

もっとアピールしてほしかったんですけれども、それがなかなかできてな

かったというのが痛切に感じる。 

 西成の区役所の人はね、物すごく動きます。まちづくりのために我々も

一緒に参加して、西成区役所の人と我々の地域と一緒にあの地域をずっと

回ったんですね。そうしたら説明もきちっとしているし、物すごく勉強し

ています。 

○寺田議長 

 ちょっと難しい問題ですね。 

 区長、よろしくお願いします。 

○幡多区長 



 

－16－ 

 御意見いただいてありがとうございます。恵美地域の皆様には暑い中、

企業さんとか大学とか、うちも区の職員も行かせていただいていますけれ

ども、星野リゾートができてあの地域をきれいにしたいという思いで清掃

活動に励んでいただいています。本当にありがたいと思っています。テレ

ビで星野リゾートは西成区、西成区の星野リゾートという捉え方をされて、

それは事実とは違うので、西成区長と直接情報交換をさせていただいて、

西成区長も非常にそれを気にしていただき、西成区のほうに取材があった

ときには、ここは浪速区の星野リゾートだと説明してくださっています。

そのように西成区役所とは連携をとって、間違った情報発信がないように

努めています。 

 あと、ゴールデンウイーク中に星野リゾートに泊まりに行ってきました

が、皆様も御存じかもしれませんけれども、星野リゾートに泊まったら OMO

レンジャーという地元の案内をしてくれる人がホテルにいまして、木津市

場とか新世界とか、そういう浪速区の中の魅力的なところを案内してくれ

るんですね。星野さんは浪速区内のいいところをちゃんと分かってくださ

っていて、そういうツアーを組んでいただいています。だからといって浪

速区役所はこれにあぐらをかいていてよいということにはならないので、

足りないところはしっかりとやっていきたいと思っています。ただ、基本

的な考え方としては、民間さんでやっていただけることは民間さんにお願

いをして、行政は行政じゃないとできないところをしっかりやっていくと

いうことかなと思っています。例えば、情報発信でも区の広報紙を使うの

が一番効果的だということであれば、それは行政の仕事ですのでちゃんと

やっていかないといけないと思います。足りないところが一体何なのかと

いうことをまたいろいろと教えていただいて、取組をしていきたいと思っ

ておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
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○寺田議長 

 ありがとうございます。区長、頑張ってください。よろしくお願いしま

す。 

 そろそろ時間も差し迫ってまいりましたので、意見交換はこのあたりで

終了とさせていただきます。 

 それでは、「議題３」について、区役所からお願いいたします。 

○柴川企画調整担当課長 

 事務局の柴川でございます。議題の３に移りたいと思いますけれども、

資料の３を御用意ください。資料３「浪速区将来ビジョン 2025（案）に係

るパブリック・コメントの実施結果」という資料でございます。 

 令和３年12月の区政会議におきまして、委員の皆様から将来ビジョンの

素案について多くの御意見をお聞かせいただき、本当ありがとうございま

した。皆様から頂戴した御意見を参考にいたしまして、ビジョン（案）を

作成し、ここにございますように２月３日から３月４日にかけてパブリッ

ク・コメントを実施いたしました。その上で、この４月に「浪速区将来ビ

ジョン2025」を策定したところでございます。 

 このパブリック・コメントの報告ということでございますが、総計で御

意見が20件ございました。内容につきましては、ビジョンの取組そのもの

の変更というものではなくて、全て文言の修正等について既に修正をして

いるところでございます。 

 ページを１枚めくっていただきましたら、１ページと書いてあるところ

から８ページにわたりましてその意見の内容、それから区の考え方につい

て、そこに表記させていただいておりますけれども、実際に修正を伴った

ところについては網かけがしてございます。元号であったり西暦であった

りというところを表記の一貫性がないのではないか、統一したほうがいい
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のではないかというような御意見に対して、こういったものについては元

号（西暦年）というような表記にしたいというようなことが右側に区の考

え方として示されておりまして、そのとおり修正をしてございます。 

 続きまして、資料４に移りたいと思います。令和４年度の浪速区運営方

針、先ほど御説明いたしましたのは令和３年度でございますが、この資料

の４は令和４年度の浪速区運営方針（素案）からの主な変更点でございま

す。 

 令和３年 12月の区政会議でお示しいたしました「令和４年度運営方針

（素案）」から、その後の変更点をまとめたものでございます。運営方針

については、先ほど御説明いたしました将来ビジョンの単年度のアクショ

ンプランという位置づけになってございます。将来ビジョンの改定に伴っ

て、運営方針についても今後見直しをしていくということになります。 

 番号の１、２につきましては、皆様から頂戴いたしました将来ビジョン

に対する御意見を運営方針に反映したものでございます。番号３、４につ

きましては、令和３年度末時点で判明した指標の達成状況を踏まえ、目標

値を変更したものとなります。令和４年度運営方針の詳細をお知りになり

たい場合は、「参考資料３」という令和４年度の運営方針そのものをおつ

けしてございますので、該当のページを書いてございますのでそのページ

を御覧いただきたいと思います。 

 それから続きまして、資料５を御用意ください。縦長の資料になってご

ざいます。資料５「令和３年度『浪速区区政会議（第２回区政会議）』に

関するアンケート調査結果について」でございます。 

 令和３年12月に実施しました区政会議において、皆様からいただいたア

ンケートをまとめたものとなってございます。 

 上からまいりますと、設問の１「活発な意見交換がなされているか」と
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いう問いに対して、肯定的意見の割合がその右側を見ていただきますと 8

1％となってございます。その下の設問の２でございますけれども、「意見

や要望が適切にフィードバックされているか」という問いに対して、肯定

的意見の割合は100％となってございます。また、アンケートで皆様から頂

戴した「活発な意見交換に向けた改善策」への御意見や御提案などについ

て、区役所の対応や方針を記載してございます。 

 項目の３のところをざっと御紹介いたしますけれども、会議資料につい

ての１のところで例えばですけれども、資料が多いという御意見を頂戴し

ておりますけれども、右側に区役所の対応方針というのが書いてございま

すが、区役所の方針といたしましては、詳細をお知りになりたいときは参

考資料を御覧いただけるように、今回の資料は分割してお渡しをするよう

にいたしました。 

 その下、発言機会の提供等についてということで、２の項目でございま

すけれども、事前のヒアリングでのグループ分けは希望を聞いてほしかっ

たという御意見がございましたけれども、今回部会につきましては各委員

の第一希望に沿うことができたということでございます。 

 その下にございます、１カ月に１回程度の部会を開催して、その内容を

本会議で話し合うのがよいというような御意見につきましては、右側の

（３）にございますように、それぞれの方々の御負担、それからコロナウ

イルスの感染リスク等を考慮しながら今後進めてまいりたいと存じます。 

 ちょっと飛びましてその下の４の項目、その他の御意見のところを御覧

いただきますと、１番の対応等一覧、私どものほうから対応等記したもの

について具体性に欠けることが多いという御意見でございますけれども、

区役所のほうの回答は当初の回答に加えて最終的に案件が完了するまで継

続して追っかけて御報告をさしあげるようにさせていただいてございます。  
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 その下、３番を御覧いただきますと、事前ヒアリングの時間をもう少し

取ってほしい、あるいはテーマが大き過ぎるという御意見に対しまして、

今回は区役所のほうでテーマを絞り込んで提示をさせていただきました。 

 あと４番、申し上げにくいのですが、スクリーンに投影する資料を見や

すくしてほしいという前回の御意見でございました。ちょっとこちらのほ

うが映りがいいかということで、今回テレビモニターにさしあげましたけ

れども、今度は字が見にくいということでございますのでまた改善を図っ

てまいりたいと思います。 

 資料５の説明については以上でございます。 

 続いて資料の６に説明を移させていただきます。「区政会議における主

な意見・回答・対応等一覧」を御覧ください。 

 １ページ目にございますのが、昨年度１回目の区政会議、それからその

裏面２ページ目以降が第２回目の区政会議での意見、それから対応となっ

てございます。区政会議で頂戴しました主な意見と回答、現時点での対応

状況を一覧にまとめたものでございます。 

 いただいた御意見がどのように区政へ反映されたのかといったプロセス

ができるだけ分かりやすいように、またその当時の回答といたしまして

「検討します」といった回答にとどまっているような場合については、先

ほどの説明と重複いたしますけれども、その後の進捗状況などの対応を時

点で更新してまいりまして、一番右側を御覧いただきますと「④実施中ま

たは対応済み」になるまで、この区政会議の場で御報告を続けさせていた

だこうというものでございます。本日いただいた御意見もここに追加して

まいります。次回、対応状況をまた改めて御報告しようということになり

ます。 

 資料３から６についての説明は以上でございます。いずれもたくさんの
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資料になってございますので、後ほどまた御一読をお願いいたします。 

 報告は以上でございます。 

○寺田議長 

 ありがとうございました。 

 最後に、全般にわたって、御意見等はございませんか。ちょっと時間が

予定より大分押しておりますので。 

 それでは、次にまいります。本日もたくさんの御意見や御提案をいただ

きました。それを踏まえて、幡多区長から一言お願いいたします。 

○幡多区長 

 貴重な御意見をたくさんいただきました。ありがとうございました。私

のほうで最後に、幾つか簡単に申し上げたいと思います。 

 災害対策については、どんなところにお住まいなのかとか、地震なのか、

台風なのかによって全然対応が違うということをより多くの方に正しく知

っていただく必要があると改めて思っております。ですので、広報の強化

に力を入れていきたいと思います。 

 それから、防犯に関しては、今回カメラのことについて絞ってお聞きを

しまして御意見いただいた結果として、今後しばらくはカメラの点検に力

を入れていくということ。それから新規で設置することから交換のほうに

シフトしていくということについては御賛同いただけたかなと思っており

ますので、そのように進めてまいりたいと思います。 

 あと、見守りネットワークなんですけれども、地域行事に参加されてい

ないとか、孤立されている方はなかなかこちらのほうでも気づけないとい

うところの悩みを私たちも感じています。そういう方とどうやったら地域

のほうでつながるのか。つながるきっかけとか活動とか、どんなことがあ

るのかを探していきたいので、これもまた改めて委員の皆様方にも今後御
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意見を頂戴していきたいと思っております。 

 最後に中学生の学力ですけれども、チラシを子どもたちに持って帰って

もらったら親に届くだろうというのは実はそうではなくて、子どもたちは

親御さんにチラシを渡していないんじゃないかと。確実に保護者の方に情

報を届けるために保護者へのメールとか、ホームページに載せたらどうか

という御意見、本当にそうだなと思いました。これはぜひ担当のほうで学

校と調整をして進めていきたいと思っております。 

 本当に今日は貴重な御意見をありがとうございました。 

○寺田議長 

 ありがとうございました。 

 最後になりましたが、本日お忙しいところ御出席いただきました、森山

議員、竹下議員に、本日の御助言などをいただければと思います。 

 まずは、森山議員、時間の関係上、３分程度でお願いいたします。よろ

しくお願いします。 

○森山議員 

 長時間にわたりまして、大変御苦労さまです。今日も区政会議、有意義

な区政会議が行われたんじゃないかと思っております。先ほど新井委員の

ほうからお話がありましたけれども、星野リゾートが西成区じゃないかと

いうことなんですけれども、そう考えたら昔、西成区の公募区長がなった

ときに通天閣の下で串カツを食べておったんですよ。こんなに西成区は魅

力あるまちですと通天閣の下で言ったんですよ。その区長、また今戻って

きているから西成区の戦略ですよね、こんなの。通天閣も西成区かなと思

われているような状況があるんですけれども、今後は浪速区、星野リゾー

ト、通天閣というふうに発信してもらいたいなと思いますので。 

 それと、子ども・子育てプラザに通っている子は、田中さんが言ったよ
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うにある程度カバーできるからということなんですけれども、しんどいと

いうのが見える子どもは案外手を差し伸べやすいんですけれども、しんど

いと見えない子がいているんですよ。どこともつながっていない子、この

子が一番ちょっと助けてあげなくてはならないので、その辺を気をつける

ようなシステムをつくってもらいたいなというふうに考えます。ただ案外、

大阪といったら高校進学率もどんどん上がっておりまして 98％ぐらい進学

をすると思うんですけれども、大学の進学率を見ても６割以上が今増えて

きたということで、全国の都道府県でいうたら上位を占めているぐらいや

ったと思っているんですけれども、そのようなことも大事に学力のアップ

もしていってほしいと思います。 

 最後になんですけれども、今日、区長も言いましたけれども２万2,000人

のコロナ患者が出ていますので、これ今後増えていくと、またしばらくは

増えていくような傾向になると思いますので、しっかりと対策をしてほし

いと思います。昨日もこの休みの日ですけれども、うちの前のマンション

で救急車がとまっておったんですけれども、救急車は患者を入れてから３

時間とまっておったんですよ。僕が聞いたら受け入れてもらえる病院がな

いということで、救急車が立ち往生しているらしいですけれども、大阪市

内は救急車が80台ちょっとぐらいしかないんですよ。３時間も１台がそう

やって待機するということは、皆さんがもし胸が痛いということで電話し

ても救急車は今数が足らなくなるような状況になっているということです

ので、本当にコロナ対策を十分に気をつけてほしいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 最後になりますけれども、今日お集まりいただいた皆さんが浪速区安心

安全、そして子どものために住みよい安心なまちづくりをめざして頑張っ

てもらえるようにお願いいたします。私も市会議員として精いっぱい頑張
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ってまいりますのでよろしくお願いいたします。本日は御苦労さまです。 

○寺田議長 

 ありがとうございました。 

 続いて、竹下議員。よろしくお願いいたします。 

○竹下議員 

 こんばんは。長時間に関わる会議でお疲れさまでございます。私のほう

からは一つだけ申し上げたいと思います。 

 様々なお話をいろいろされているんですけれども、現在、東側、特に恵

美地区がだんだん町としていろんな形で脚光を浴びているのかなと思いま

す。それはすごくいいことなんです。新しいホテルができて新線も入って

きて、町が活性化していただくというのはすごくいいことなんですけれど

も、浪速区の議員としてやっぱり全体的に考えると非常に恥ずかしいのが

浪速区が大阪市の中で一番未利用地が多いんですよ。この間、担当課長と

もお話もさせてもらったんですけれども、特に西側ですね。多くの未利用

地を抱えておりまして、その辺の未利用地の使い方ですね。これをまた皆

さんでいろいろ考えていただくことによって、浪速区全体として発展が見

込めていけるのではないかなと思います。どうしても商業地域が東側に集

まっているということで、いろんな民間の方の目がそちらに向いてしまう

んですけれども、私たちは浪速区の住民として未利用地の多い西側につい

てももうちょっと意識を持っていただいて、いろんなことを考えていけた

らいいのかなと思っております。 

 私から１点だけです。本日は長い間の会議、本当に御苦労さまです。私

もこれから皆様とともに浪速区の発展、また区民の生活向上に関わってい

きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。お疲れさま

です。 
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○寺田議長 

 ありがとうございました。 

 本日の議題は以上でございます。本日は長時間にわたり、御議論いただ

きありがとうございました。 

 委員の皆さん方には円滑な議事進行に御協力いただき感謝いたします。

では、マイクを事務局へお渡しいたします。よろしくお願いします。 

○小林総務課担当係長 

 議長、ありがとうございました。委員の皆様の活発な御意見をいただき、

ありがとうございました。 

 最後に事務局より事務連絡がございます。 

 机上にお配りしています「浪速区区政会議に関するアンケート」につい

ては、できるだけ、この場で記入をお願いいたします。記入いただきまし

たら、席上に置いていただき、順次、御退席いただければと思います。持

ち帰って御記入される場合は、一緒に置いてあります返信用封筒で８月末

までに、先ほど説明しました「区政会議委員評価シート」と一緒に区役所

へ御提出願います。 

 それでは、これをもちまして令和４年度第１回浪速区区政会議を閉会と

させていただきます。貴重なお時間を頂戴して、ありがとうございました。

お疲れさまです。 

 

―了― 


