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平成２８年度第２回大正区区政会議 

 

日 時：平成２８年１０月２４日（月） 

    午後７時００分～午後８時１３分 

場 所：大正区役所４階区民ホール 

○川見総務課長 

 皆さん、こんばんは。定刻になりましたので、ただいまから、平成２８年度第２回

大正区区政会議を開会させていただきます。私、本日の司会を務めさせていただきま

す、総務課長の川見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回の区政会議は、平成２９年度の大正区運営方針（素案）などにつきまして、委

員の皆様からご意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、午後７時現在、区政会議委員定数２９名のうち出席者は１６名でございます。

よって、２分の１以上の出席がございますので、本会議は有効に成立しております。  

 また、本日は、区政会議における議論をより実のあるものにするため区内選出議員

の皆様にもご出席を賜り、ご助言をいただきたいと存じますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 それから、皆様にご報告でございます。大正区ＰＴＡ協議会推薦の畑様が区政会議

委員を退任され、新たに区政会議委員をお願いすることになりました方をご紹介申し

上げます。大正区ＰＴＡ協議会ご推薦の松浦様でございます。 

○松浦委員 

 皆さん、こんばんは。２８年度大正区ＰＴＡ協議会の会長をさせていただいており

ます大正東中学校ＰＴＡの松浦です。よろしくお願いします。 

○川見総務課長 

 ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、開会に当たりまして、筋原大正区長よりご挨拶を申し上げます。 
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○筋原区長 

 皆さん、こんばんは。平日の遅い時間、またお忙しい時間にお集まりをいただきま

して誠にありがとうございます。本日は、来年度平成２９年度の大正区運営方針の素

案がまとまってまいりましたのでその内容のご説明と大正区の教育関連主要事業の取

り組みの状況のご説明、また、大正区地域福祉ビジョンの策定の状況のご説明をさせ

ていただきまして、活発なご意見をいただきたいと思っております。また、本日の区

政会議に先立ちましてラウンドテーブルも先般から開催をさせていただきまして、そ

ちらでも大変有益なご議論をいただいておりますので、そのご報告もあわせてしてい

ただきまして、本日有意義な議論を願いたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

○川見総務課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料を確認させていただきたいと存じ

ます。 

 お手元に一番上に２８年度第２回大正区区政会議という議題の書いたもの１枚がご

ざいます。そのあと、各委員様方の座席表、それから出席予定者名簿、そして意見シ

ートということで各１枚ずつ配付しておるかと思います。 

 以下が本日ご説明申し上げます書類でございますけれども、まず書類番号１でござ

います。書類番号１は、平成２８年度第１回ラウンドテーブルにおける主なご意見と

いうのが、これは１枚ものでございます。それから書類番号２といたしまして、横書

きになっている平成２９年度大正区運営方針（素案）概要版というものでございます。

こちらは３枚ものでございます。それから書類番号３、これが運営方針の本体でござ

いまして、平成２９年度大正区運営方針ということでホッチキスどめしております。

それから書類番号４でございます。ＷｅＣｏｍＰａｓｓ という資料でございます。

さらには書類番号５、大正区における教育関連主要事業の取り組みについて、こちら
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は１枚もので表裏のものでございます。最後にこちらも横書きで書類番号６、（仮

称）大正区地域福祉ビジョンの策定についてということで配付させていただいており

ます。 

 資料の配付漏れなどはございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 また、本日の会議はすべて公開とさせていただきまして、会議録や撮影をさせてい

ただきました写真等は、後日ホームページ等で公開させていただきますので、何とぞ

ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 また、本日の会議終了予定時刻は、午後８時３０分とさせていただいておりますの

で、ご協力の方よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これより議事進行を寄本議長にお願いいたしたいと存じます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○寄本議長 

 それでは、議事に入らせていただきます前に、先日開催されましたラウンドテーブ

ルでの意見について、テーマごとに発表していただきたいと存じます。 

 まず、地域活性化及び防災・防犯のテーマについて竹内委員からお願いします。  

○竹内委員 

 それでは、発表させていただきます。 

 ラウンドテーブルの地域活性化、防災・防犯の発表です。 

 私のほうより、まずラウンドテーブルの地域活性化のテーマで出た主な意見を発表

させていただきます。資料は書類番号１、平成２８年度第１回ラウンドテーブルにお

ける主なご意見をご覧ください。 

 １つ目は、バスの利便性の向上が図られれば人も定着するのではないか。何か工夫

をして大正区版のＢＲＴ（バス高速輸送システム）を進めていければよいと思う。 

 ２つ目は、空き家対策として、学生がホームステイできるような学生専門の家屋が
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できれば少しでも若い人が入ってくる可能性もあるし、独居高齢世帯の対策にもなる

と思う。 

 ３つ目は、集客については、リノベーション事業が実を結ぶと一番よいと思う。も

のづくりマップのように、リノベーションマップをつくるなどの周知をしてはどうか。 

 このほかには、地下鉄を鶴町まで延伸してほしい。東京インテリアのオープンに合

わせて平尾商店街でも沖縄大物産展などをすればよいと思う。あと、教育レベルが向

上すると絶対に人が入ってくる。クリエイターをもっと活用して区の広報、ＰＲをし

てほしい、などの意見が出ました。 

 それから引き続きまして、防災・防犯のテーマで出た主な意見を発表させていただ

きます。 

 １つ目は、災害時、体育館などの屋内に避難者を収容できない場合は、屋外の車や

テントで避難しているケースがあるが、海外ではテントの中に簡易ベッドを設置して

いる。日本でも海外の状態に近づけていくことはできないのか。 

 ２つ目は、小中学校に避難する場合、避難者であふれたり、必要な物資が届くか不

安。 

 ３つ目が、家屋の耐震化基準などについて教えてほしい、などの意見が出ました。 

 以上について、報告いたします。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。それでは続きまして、こども青少年のテーマについて、

松本綾子委員からお願いいたします。 

○松本（綾）委員 

 それでは、私のほうより、ラウンドテーブルこども青少年のテーマで出た主な意見

を発表させていただきます。 

 １つ目は、学校の統廃合について、団体生活や教育活動の幅を確保するためという

意見もあるが、少数学校の子どもはそれだけ伸びる可能性があるという研究結果も出
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ているので、もっと議論すべきではないか。 

 ２つ目は、子どもの居場所がない、家に帰っても誰もいないという家庭もあると聞

く。「子ども食堂」の発想は大切である。不要になった食べ物を活用できるルートを

どう作るかも大事である。 

 ３つ目は、１歳から６歳の幼児教育が重要である。 

 このほかには、親に対してモラル講座などの実施をしてはどうか。子どもの成長の

ためには、「よく寝ること」と「栄養バランスがとれた朝食が大切」などの意見が出

ました。 

 以上について、報告いたします。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。最後に、地域福祉のテーマについて、森川委員からお願

いします。 

○森川委員 

 それでは、私のほうより、ラウンドテーブル地域福祉のテーマで出た主な意見を発

表させていただきます。 

 １つ目は、地域福祉を考えるには、ケアマネジャーだけ集まるのではなく、病院や

診療所などの医療機関の方も交えて議論する必要がある。そのような場を区役所が中

心となって作っていただきたい。 

 ２つ目は、居場所づくりについては、病院が居場所になっている人もいる。そこに

引っ掛かってこない人たちをどうするかが重要。高齢者等の中には、恥ずかしくて相

談できないといった人がたくさんいる。気軽に相談できる体制を確立することが重要。  

 ３つ目は、ネットワークがないところから作るのは難しいので、幼稚園などは母親

同士のつながりがあり、それを発展させる形でつながりができれば。小学校もＰＴＡ

協議会があるので、既存のネットワークが活用できればよいと思う。 

 このほかには、中年層で家から出ない人への対策も必要である。少子高齢化の最大
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の原因は出生率の低下であると思うので、なぜ子どもが減っているのかということを

踏まえて対策を考える必要がある。ボランティアはほとんどが高齢者だが、中高年の

人が地域に貢献することを本気で考える必要がある。ボランティアだけでなく、専門

職の力も重要視しながらやっていくことも大切、などの意見が出ました。 

 以上について、報告いたします。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。３人の方々、発表ありがとうございます。また後ほどご

意見等ありましたらお伺いしたいと思いますが、進めてまいりたいと思います。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず議題１の平成２９年度大正区運営方針（素案）、議題２の大正区における教育

関連主要事業の取り組み、議題３の（仮称）大正区地域福祉ビジョンの策定について、

区役所から説明をお願いします。 

○筋原区長 

 それでは、書類番号２をご覧ください。 

 平成２９年度大正区運営方針（素案）の概要版でございますので、これで説明をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、１ページ目に、区の目標（何を目指すのか）、区の使命（どのような役割を

担うのか）、そして区運営の基本的な考え方について、上から３段に分けて書いてお

ります。 

 まず区の目標につきましては、これはもう今までの目標を継続させていただきまし

て、『みんなで決めて、みんなで動き、活力を生み出す「住み心地のよいまち」へ』

という目標を続けてまいりたいと思っております。 

 その次の、区の使命でございますけれども、これもやはり今までの３本柱でござい

ます「まちを元気にする力」、「まちを守りきる力」、「まちがつながる力」を大切

にしたいと思っております。まちを元気にする力、すなわち活性化施策でございます
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けれども、集客力と居住魅力の双方を向上させるために、魅力の発信をはじめ、さま

ざまな施策をうっていきたいと思っております。まちを守りきる力は、防災・防犯等

による安全・安心なまちづくりの取り組み、また、まちがつながる力では大正区のコ

ミュニティの力の維持と育成に努めてまいりたいと思っております。 

 その下の、２９年度区運営の基本的な考え方でございますが、最初の黒丸ですが、

大正区の人口は年々減少しているわけでございまして、高齢化率も市平均に比べて高

い状況でありますので、その状況を打破して人口減少に歯止めをかけるために、これ

今で３年目の取り組みになっておりますが、リノベーションを始めとしました公民連

携の手法で、今大正区にある資源を活用しまして、そして都市活動を活発化する施策

を積極的に実施してまいりたいと考えております。 

 その次に、皆さんもご承知のように、大正区は川と海に囲まれた土地柄で、津波の

襲来が何より心配でございますので、地域と行政一体となって防災活動に取り組みま

して、また避難行動の要支援者が必要とする支援もなされるような体制の構築に引き

続き努めてまいりたいと考えています。 

 また単身高齢者、高齢者のみの世帯が増加しておりますので、地域コミュニティの

希薄化で地域の支え合い機能が低下をしないように、地域見守り体制の充実・強化も

引き続き図ってまいりたいと考えております。 

 そして最後に、これも毎年続いてやっていることでございますけれども、区の歳入

確保、また当然でございますが、コンプライアンスの確保とそして計画して実施をし

てチェックをしてまたそれをアクションにつなげていくというＰＤＣＡサイクルの徹

底を中心にして市政改革を推進してまいりたいと考えております。 

 次に２ページ目から、平成２９年度に大正区が重点的に取り組む主な事業を具体的

に書いております。 

 最初に、まちを元気にする力といたしまして、①水辺を拠点とした恒常的なにぎわ

い創出による人口増でございます。尻無川の河川広場ですね、先般９月の末に事業者
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が決定をいたしました。中之島漁港も運営をされております株式会社ＲＥＴＯＷＮさ

んです。飲食も何十店舗も非常にたくさん手がけられておられる非常に実力のある会

社でございまして、地域に人とお金が循環するような効果を生み出す拠点として整備、

運営をしてくれるものと期待をしているところでございます。これから工事に入りま

して、多分来年の夏ぐらいに常設オープンぐらいの感じかと今打ち合わせをしながら

進めていっておりますがそういう状況でございます。 

 予算的には７６４万円という額を計上していますが、特に行政が自ら事業をするの

ではなくて、あそこの河川広場をその事業者さんに貸す形になりますので、使用料収

入が上がってまいります。一旦その使用料収入を区役所で受けて、あそこは府の持ち

物なので、大阪府に占用料としてお支払いするわけですね、そのまま。そのお金が７

６４万円でございまして、あそこの河川広場の使用料が７６４万円を事業者が払うと

いうことでございます。これは区役所から大阪府にお支払いする占用料の額を計上し

ております。行政のほうで事業をするという段階は終了し、２９年度からは民間事業

者が事業をされるという段階に移っております。 

 次に②のものづくり企業の活性化でございます。これも、ものづくり活性化事業を

ずっと取り組んでいる中で、大正内港にもＷＡＬＰＡさんという世界中の壁紙を仕入

れて販売されているという非常に力のある会社が本社を移転してくださいました。 

 また大正区内には他にも、ものづくり企業で非常に力のある会社、たくさんおられ

るわけですけども、やはりこういう力のある実力のある会社というのは、何千万円と

いう単位で税金を納めていただいておりますので、１社が外に出ていかれると非常に

大正区の収支的には打撃になりますので、着実に操業をし続けていただける環境を

我々として整えるということが大変大事だと思っています。ですので、近隣の住民の

方にも、ものづくり企業の操業を続けていただくことの重要性をわかっていただいて、

また大正区のものづくりの伝統と技術力のすばらしさもわかっていただきたいという

ことで、ものづくりフェスタ、それから実際に工場を見ていただくオープンファクト
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リーといった取り組みを進めていきます。 

 また、修学旅行生の工場見学も引き続き続けていきまして、またハローワークとも

連携をしました合同就職面接会や高校生のインターンシップなどの雇用促進の事業も

進めて、今ものづくりの各企業さん、やっぱり高齢化も進んでいまして、新しい担い

手の方、新しい方に入ってもらいたいと、就職してもらいたいというお声も非常に強

くありますので、そういう雇用の確保についても着実に進めてまいりたいと思ってい

ます。 

 次に、まちを守りきる力でございますが、③で津波に強いまちづくりの推進という

ことで、地域防災力の向上を目指すまちづくり支援事業２３５万３千円。これは、防

災訓練に使う器具であるとか、あるいは備蓄の関連の経費でございます。 

 次に、④安心・安全なまちづくりの推進でございますが、地域防犯対策事業の実施

ということで、２５８万１千円。これは防犯カメラ、２９年度も１０台設置をしてま

いりたいと思っております。これで３年かけて３０台を設置するという形で、あとは

啓発に必要な経費等々でございます。 

 ⑤番目に、生活習慣病の改善の促進ということで、これはもう特定健診、がん検診

の受診勧奨ということでの５１万５千円、啓発やキャンペーンの経費として計上をし

ております。 

 次に３ページ⑥でございます。子育て支援の充実ということで、地域で見守る子育

て応援事業で２５万１千円。子育て応援の講座や、大正区の子育てマップを作成する

等々の費用でございます。 

 ⑦地域福祉の向上で、地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業ですね。

これは継続事業で、来年度も１，６５２万１千円、要援護者の見守り推進員さん達に

よるネットワークの強化事業を継続したいと思っております。 

 次に、まちがつながる力、コミュニティの育成でございますが、地域活動を担う世

代が高齢化して新たな担い手拡大が不可欠な状態でございます。民間事業者との連携
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による活性化事業の実施ということで、これは行政側の経費は特にかからないんです

けれども、公民連携で進めておりまして、それを具体的にご説明させていただきます。 

 右肩の書類番号４をごらんください。 

 参考資料でございますが、最初に「ＷｅＣｏｍＰａｓｓ」という資料をつけており

ます。一番下に小さい字で恐縮ですが、番号１、２とつけております。めくっていた

だきまして裏の２ページを見ていただきたいんですけども、リノベーション、いわゆ

る古い長屋なんかの空き家を活用しまして、新しい事業をしたい若い方たちに実際に

その空き家で必要最低限の改修をして事業を始めてもらうというリノベーションの事

業に力を入れております。実はその空き家のオーナーさん、高齢の方も多くて、例え

ば自分の古い空き家を誰かが借りてくれるというのを夢にも思っていらっしゃらない

んで、不動産市場に出てこなかったりするわけですね、なかなか。事業をしたい人が

探しても空き家が見つからないということがあります。また実際に事業をしたい方、

若い方などは、収支計画をどういうふうに立てたらいいかわからないとか、あるいは

内装を安く仕上げたいけれども、それをどうしたらいいかわからないといったことが

ございます。そういうご相談を一括して、ワンストップで空き家のオーナーさんと事

業をやりたい方を組み合わせる、マッチングさせるそういう専門家集団をＷｅＣｏｍ

Ｐａｓｓという名前でつくりました。 

 この２ページの真ん中にイラストで書いておりますけれども、コーディネーター、

建築士で収支計算もサポートし、不動産会社さんで物件を探し、また工務店で内装等

もやります。行政は我々大正区役所と港区役所が入っておりまして、これは事業をし

たい方にとっては保健所であるとか消防署、そして建築確認の手続とかそういうのが

結構ハードル高かったりしますので、そういう行政手続をサポートいたします。それ

から、大阪市立大学の都市研究プラザとＤＩＹのサポーターという、ＤＩＹができる

チームも入っていただいておりまして、内装をするときにＤＩＹで安く仕上げるとい

うようなこともできるようにしております。また、空き家のオーナーさん、往々にし
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て相続のご相談等が多いものですから弁護士さんにも入っていただき、また資金の少

ない場合は融資も受けられるようにということで金融機関で大阪シティ信用金庫さん

に入っていただいていまして、あと、インスペクション、これは耐震診断に対応する

一般財団さんもですね。こういうような形でワンストップで概ねどのような相談がき

ても対応できるようにということで、こういうサポート体制を組んでいるところでご

ざいます。これが今、国土交通省のほうで国のモデル事業として採択をされておりま

して、今空き家相談セミナー等も進めて、今実際にこれが動いているところでござい

ます。 

 それからあとは、次のページ、新聞記事でご紹介をさせていただいております３ペ

ージ、４ページですね。ＵＲのＤＩＹ住宅ということで、ここの区役所の隣のＵＲ都

市機構さんの千島団地ですね。２，２３６戸の巨大団地でございますけれども、先ほ

どもＤＩＹを活用してリノベーションの内装などをやるという話をしましたが、やっ

ぱりＤＩＹをしますと１つの内装を何人かでつくるという過程で疑似コミュニティが

形成され非常に大きいエネルギーが生まれます。そのＤＩＹをやった方の中からまた

自分も事業を始めようというような方も生まれますので、ＤＩＹを行うというそうい

うチームをつくっていくというのが、まちの活性化には非常に有効だと思っておりま

す。ＵＲのほうがそれに賛同してくださいまして、千島団地２，２３６戸丸ごとＤＩ

Ｙ可能住宅にしていただきました。その部屋の中をつくり変えて、出ていくときには

原状復旧不要ということで、普通はＤＩＹ住宅といえば、３戸とか５戸とか少ない数

でやるのが普通なんですけど、これだけ大量の団地をＤＩＹ住宅にしていただいたと

いうのはこれ日本で初めてでございます。 

 またさらに、団地の１階の部分の空いているところをその大正内港に来ていただい

た株式会社フィル、ＷＡＬＰＡさんですね、輸入壁紙を販売されている会社ですけど

も、そこがＤＩＹ工房をつくってくださいまして、そこにスタッフを常駐させてくれ

て、ＤＩＹしたい居住者の方のサポートをしてくれると、これも日本で初めての試み



12 

でございます。 

 フィルとＵＲと大正区役所で協定書を結びまして、こういう形でＤＩＹの取り組み

を進めております。 

 それから次に５ページでございますけれども、これは日経新聞です。修学旅行生の

工場見学ですね。これは春だけで８００人を超える見学をしていただいて、また秋、

今再びその見学のシーズンでございます。お一人に７００円のお金もいただきまして、

そのお金も結構な収入になりますので、それでこのものづくり事業を行う財源にもし

ているところでございます。こういうような形で大正区のものづくりの魅力、技術力

をＰＲいたしまして、そして雇用確保にも努めてまいりたいということで、５ページ、

６ページ、ものづくりの修学旅行生のツアーの新聞記事が載っております。  

 また、先ほどのＵＲのＤＩＹ住宅とものづくり活性化も連携をして取り組みたいと

思っておりまして、私自身も大学の就職部へ実際に行かせていただきまして、学生さ

んが就職で大正区に来れば、大正区役所で住むところはＵＲ、働くところはものづく

り企業と、全部もうパッケージでご紹介できますよということで、そういう働きかけ

をする取り組みもやっております。また、ハローワークさんとも連携をしまして、実

際に区内企業に就職が決まったという実績も上がってきているところでございます。 

 次に７ページから１１ページまで、これは日経ＢＰの公民連携最前線というコーナ

ーで大きく取り上げていただいているわけですけども、公民連携の日本の最新事例と

いうことで、大正内港のところの株式会社フィルさんとその横の大阪市港湾局が所有

しております臨港緑地を一体化して活性化するという取り組みのご紹介をしていただ

いております。臨港緑地もなかなか港湾局も財源不足でございますので、草を刈ると

かいう日々の管理がなかなか行き届かなくて、かなり荒れた状態になっておったわけ

ですけども、ここでフィルさんのほうが自分たちで草刈りもしていただきまして、ま

た大正ＤＩＹマーケットというのも区役所とも連携をして実施をしていただきまして、

今すっかりここの緑地はきれいになって、地元の済生会病院や福祉施設の方々が散歩
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に来られたり、お近くの高齢者の方や子どもたちが遊びに来る場所にすっかり再生さ

れてきました。これからこの緑地を河川広場と同じように何とか常設のいろいろなお

店もできる場所として、これから将来的にそういう形にできるように国とも関係機関

とも調整をしながら進めていきたいと思っております。 

 こういうような形で行政が直接事業を実施するのではなくて、力のある民間事業者

と連携をしまして、その民間事業者がやりたいことをそのまま制限、制約なしにでき

る環境づくりに行政は徹していくという形で公民連携事業を進めてまいりたいと考え

ています。 

 以上が、ちょっと長くなりましたけれど⑧の説明です。 

 また、先ほどの概要版の３ページに戻っていただきたいんですけれども⑨ですね。

区民から信頼される利便性の高い区役所作りということで、これは当然のことですが

区民サービスの一層の充実ということで、経費をかけずに引き続きやってまいります。  

 最後に一番下でございますが、市政改革プランに基づく取り組みで、歳入の確保を、

１，５５０万の歳入、広告収入や、この区民ホールや大正会館のネーミングを募集す

る「ネーミングライツ」等々の手段で歳入を確保してまいりたいと思っております。

それからコンプライアンスの確保とＰＤＣＡサイクルの徹底も引き続きやってまいり

ます。 

 以上が、議題１の大正区運営方針（素案）の説明でございます。 

 書類番号３の運営方針、詳細がついておりますので、これまたご参照いただければ

と思います。 

 すみません、続けて説明をさせていただきます。 

 次に２番目の大正区における教育関連主要事業の取り組みについてということで、

書類番号５の資料で状況をご説明させていただきます。 

 まず学校選択制でございますけれども、来年度新入学児童・生徒を対象に１０月３

１日を締め切りとしまして、今希望調査を行っております。小学校は隣接区域選択制
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ということで、隣接する通学区域の学校を選択することができます。中学校は自由選

択制ということで、区内すべての学校から選択可能ということでございます。また、

小学校、中学校の通学距離や小学校の兄姉関係、お兄さん、お姉さんが弟・妹と同じ

学校に行きたいというようなことに対応できる区独自基準の指定校変更も引き続いて

実施をしております。 

 次に、小学校の統合につきましては、現在、学校の適正規模は１学年２クラスから

４クラスとされております。１学年１クラスでは人間関係が固定化する傾向が高くて、

音楽の合唱や体育の集団競技などで困難な場合もあって、教育活動の幅が狭くなると

いうことで、１学年１クラスが適正配置の対象校ということで三軒家西小学校がこれ

に該当するわけでございますけれども、今年１１月１２日に創立１００周年の記念式

典をなさるということで、まずはこれを終えましてから、また地域の皆様方、保護者

の皆さん、ＰＴＡの方々と慎重かつ丁寧な議論を行いながら、手法、統合先等を検討、

決定していく必要があると考えております。 

 次に、中学校給食の改善でございますけれども、これは平成３１年度の２学期まで

に市内の全中学校において、学校調理方式に移行が決定をしております。これは中学

校でみずから調理する「自校調理方式」と給食室を持つ自校調理方式の学校が、給食

室を持たない学校の給食も調理し、配送する「親子方式」をあわせた呼び名でござい

ますけれども、大正区は主にこの「親子方式」の形で進んでおりまして、今年の２学

期から大正中央中学校が、親校が平尾小学校ですね、平尾小学校で作った給食を子校

の中央中学校に配送する１小１中の「親子方式」に移行をしております。来年度の対

象校については今のところ未定でございますが、また順次決まっていく予定でござい

ます。 

 次に、裏面をご覧ください。もう１点、キャリア教育の推進ということで、今、全

国の修学旅行生を対象に区内約４００社あるものづくりの会社さんのうち約４０社の

ご協力のもとに修学旅行ものづくり工場見学ツアーを行っておりますが、区外からの



15 

受け入れだけではなくて同様に区内の小学生、または中学生を対象に同様のツアーも

少なくとも各１回以上は行いたいと思っております。趣旨は、子どもたちに大人の働

く姿を見てもらって、将来自分が働くイメージやまたあこがれ、ものづくりは本来、

格好いいしおもしろいものでございますので、そういうものづくりの格好よさ、おも

しろさ、大切さを身近に感じてもらって、子どもたちに将来の自分たちの職業を考え

るきっかけになってもらいたいという趣旨でキャリア教育の推進を進めたいと思って

います。 

 教育関連主要事業のご説明は以上でございます。 

 最後に議題３でございます。「（仮称）大正区地域福祉ビジョン」の策定について、

書類番号６番をごらんください。 

 今、「（仮称）大正区地域福祉ビジョン」の策定を進めておりまして、まず１ペー

ジの経過についてご説明をさせていただきます。 

 もともと平成１６年、平成２１年と大阪市全体で大阪市地域福祉計画というものが

ございました。この大阪市全体の地域福祉計画に基づきまして、各区で区の行動計画、

具体的なアクションプラン、それを策定して推進するという形で、大正区でもアクシ

ョンプラン、平成１８年度から平成２６年度まで、第３期に至るまでのアクションプ

ランを策定して実施をしていただいてきたところでございます。それが平成２４年か

らは、大阪市全体の地域福祉計画ではなくて、市全体では地域福祉の推進の指針を、

方向性ですね、方向性を示すにとどまりまして、そして市を単位とする計画はなくな

ったかわりに、区の各区の特色に応じた各区の地域福祉の取り組みを策定するために、

各区で地域福祉のビジョンを策定するということになったところでございます。  

 それが、１ページの経緯のご説明でございます。 

 めくっていただきまして２ページに、大正区の地域福祉の推進に係る現状と課題と

いうことで、まず上のほうに統計データから見る現状というのを書いておりまして、

まず高齢化率が２９％ということで、大阪市の高齢化率を上回っている状態でござい
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ます。 

 次に障がいのある方につきましては、平成２６年のデータで、身体障がい者手帳の

所持者の率は増加傾向にありまして、２４区中でいうと３番目という高い状況でござ

います。また療育手帳の所持者の率につきましてもこれも同じく増加傾向で、２４区

中４番目に高いという状況にございます。精神障がい者保健福祉手帳の所持者率も２

４区中７番目に高いという状況でございます。 

 また高齢者についての要介護認定者数も４，６３０人と増加傾向にあります。その

下は先般、地域活動に携わっておられる方々と福祉事業者の方々にアンケートを実施

いたしました内容を示しています。そこでいただいたご意見を見ますと、まず、地域

で活動をされている方が受けられる相談の内容はやはり「高齢者のこと」の割合が４

９％と一番高くて、また「地域活動のこと」も同じく高いという状況でございます。 

 そして、福祉事業者さんのほうが利用者さん等から最近受ける相談内容の傾向でご

ざいますけれど、「対象者だけでなくてそのお家、世帯全体の支援の必要なケースが

増えている」という割合が６１％と最も高くて、また「地域のつながりが薄れて孤立

した世帯が増えている」、また「分野をまたがる複合的な困難を抱えるケースが増え

ている」というご意見が多くありました。 

 そして、地域活動に携わる方々が活動を通じて感じておられる地域の課題ですけど

も、これはここにおられる皆さんも恐らく感じておられると思いますが、「地域活動

の担い手が少ない、高齢化している」という割合が最も高くて、また「地域活動で若

い方の参加が少ない」、「ひとり暮らしの高齢者が増えてきている」ということが高

くなっております。 

 同じく福祉事業者の方が事業活動を通じ感じる課題については、「ひとり暮らしの

高齢者が増えてきた」、「地域活動の担い手が少ない、高齢化している」、ほぼ同じ

ご意見が多くございます。 

 そして、これからの大正区の福祉で重点にすべきことでございますけれども、「住
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民がお互いに助け合えるまちづくり」の割合が地域活動者の方々で最も高い。あと

「気軽に相談できる体制の充実」、「子育てしやすいまちづくり」と続いております。  

 福祉事業者の方々もやはり「気軽に相談できる体制の充実」と「子育てしやすいま

ちづくり」、そして「お互いに助け合えるまちづくり」が高くて、ここら辺は共通の

認識をお持ちであるということでございます。 

 福祉事業者の方々が地域団体の皆様方と協力連携をしたいと思うことについては、

「地域行事の協力を通じて活性化に役立ちたい」、また「福祉教育」、「福祉の専門

職による出前講座」等々、専門性を生かした協力、連携の必要性を感じていらっしゃ

るということでございます。 

 こういうところから、課題解決に向けた視点を整理いたしましたのが、その次のペ

ージの３ページでございます。 

 視点１から２、３、４と４点整理をしてございますが、視点１が地域における支え

合いの仕組みということで、これについては、地域から孤立した世帯が増加をしてい

ます。高齢者の方もひとり暮らしが増えているということで、その方々が孤立してし

まわないために、居場所づくりの支援、これが必要であるということで、それを取り

組みの方向性というふうに据えております。 

 居場所づくりをした上で、そして視点２、それでそこを地域の方々で見守るという

ことです。見守りながら生活のしづらさを抱える方々を発見する、気づくということ

で、そういう孤立している人や困っている人を見逃すことがない地域の仕組みをつく

るという趣旨です。ですので取り組みの方向性としては、そういう困りごとを抱えた

方々の発見、見守りの機能を強化する、そして見つけた場合、それの適切な支援へつ

なげる相談窓口を強化するということでございます。 

 視点の３で、そういう困難を抱えた方を見つけた場合の地域にかかわるすべての人

の連携・協働ということで、やはりそういう場合は、例えば子どもさんに課題がある

という場合も往々にしてその家庭全体に課題があるというような場合も多くございま
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すので、そういう場合はどうしても地域、行政、学校、総がかりでそういうケアをし

ないといけないということになってまいりますので、取り組みの方向性としては、地

域事業者との連携・協働を支援し、また個々の事業者の強み、専門性を生かした協働

の機会をつくるということを方向性に据えております。 

 最後に、視点の４番目で、災害時における要援護者の支援ということで、これにつ

いてはふだんからの近隣のつながりが災害時の支援につながりますので、やはりふだ

んの見守りを大切に、防災・減災に向けてのつながりづくり、支援が必要な人の具体

的な状況の理解の促進ということを方向性で据えております。 

 こういう視点を用いまして、これからこの「（仮称）大正区地域福祉ビジョン」を

策定してまいりたいと考えておりますが、最後に一番後ろの４ページをごらんくださ

い。 

 スケジュールでございます。今年度になりましてから、６月１４日にこの福祉ビジ

ョンの第１回の策定会議を開催いたしました。策定会議をつくっておりまして、策定

会議の委員さんには地域団体の代表、介護支援、障害者支援等々の関係団体の方々の

代表で策定会議を設立しておりまして、今、調査結果を申し上げた、アンケート調査

を７月、８月で実施をいたしました。この報告のために第２回の策定会議を９月２６

日に開いたところでございます。今後のスケジュールでございますが、１１月の末ご

ろには第３回の策定会議を開催いたしまして、先ほどの４つの視点を生かしました具

体的なビジョンの案をお示ししたいと考えております。そこでお示ししましたビジョ

ンの案につきまして、来年の１月ごろにそのビジョン（案）の公表、周知とパブリッ

クコメントでご意見を募集したいと思っております。ですので、この１月の時点では、

この区政会議の委員の皆様にもこのビジョンの案の内容を周知させていただきますの

で、ぜひとも皆さんもそれを具体的に見ていただきまして、ご意見があればパブリッ

クコメントの形でお寄せいただきますようお願い申し上げます。 

 そういう形でご意見もいただいて、２月ごろにはそれを踏まえた修正、ビジョンの
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取りまとめ作業をして、３月の第４回策定会議でビジョンを確定させて、（仮称）大

正区地域福祉ビジョンを策定、確定させてまいりたいと考えております。 

 説明が長くなりましたが以上でございます。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。 

 区役所からご説明いただきました。ただいまのご説明について何かご質問等ござい

ましたら、承りたいと思いますが。 

 それでは、お越しいただいております議員の先生方からご意見を頂戴したいと思い

ます。 

 金沢先生、いかがですか。 

○金沢市会議員 

 金沢でございます。今日は本当にご苦労さまでございます。ありがとうございます。  

 今の最後に地域福祉ビジョンの策定ということがあったわけなんですけれども、こ

れまでいわゆる福祉サービスといえば、医療が一番大きなウェイトで、それが介護の

ほうにウェイトが増えてきて、今大事なのは、これはもうものすごくお金がかかるわ

けなんですね、医療にしても介護にしても。これをいかにお金をかけないで本当に必

要な地域支援サービスを充実させていくかということがこれから大事になってくるわ

けなんですけれども、こういう地域福祉ビジョンの策定に当たって、そういう視点も

入れていただいて、いわゆる要介護、それから要支援というのがあって、この要支援

というのが新たに増えて介護保険から何か追い出されそうなそんなことを言う方もあ

るんですけれども、実はこの要支援の方、そこにもいかへんけれども日常の生活でい

ろいろやはり手助けが必要やということがこれからどんどん増えてくると思いますの

で、そういう部分をどう取り組んでいくか、それがしっかりとできれば、まちのよさ

としてアピールできるようなものになってくると思います。 

 そういうことで、ぜひとも今回この福祉ビジョンの中に、今、国のほうで言ってい
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る包括ケアシステムですか、こんなん言われてもピンとこないと思うんですけども、

そこのところをしっかりやるのが今私言いましたようなことになってくるんかなと思

います。 

 今までも、個々の人に対していろんな問題がある、それを解決するために協議会な

んかを開いて対応してきたと思うんですけれども、地域包括のほうで。そういう事例

なんかを一度きっちり整理をしていただいて、そんな中からそれを一人の人の事例と

してではなくてそれをまとめて区の政策といいますか、そういうものにしていければ

いいのではないかなというふうに考えておりますので、これからそういう目で地域を

見ていきたいなと、それでそういう分についてもしっかりと市のほうからも支援がで

きるようにしたいというふうに思っております。 

 いろいろあるんですけれども、とりあえず今一番大事なのはそれかなと思っており

ます。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。 

 続いて、金城先生いかがですか。 

○金城府議会議員 

 お疲れさまでございます。今、金沢委員もおっしゃっていたんですが、やっぱりこ

の地域福祉の課題ですけれども、これせっかくこれまで大阪市で恐らくこれまで一緒

くたにして、市全体の方針ということでしてきたものが、今回大正区として特徴ある

こういった目標設定できるということで、やっぱり高齢者、また障がい者いろんな福

祉の問題あると思うんですけれども、大正区の場合、やはり災害・防災との関連性が

かなり高くなってくると思います。そういった意味合いも含めまして、ラウンドテー

ブルでもいろいろとおっしゃっていただいているんですが、せっかく区政会議の場が

ありますので、どんどん区役所のほうにといろんなご要望を出していただきたいと思

っております。それをやっぱりいろいろと集約することによって区独自のいろんなビ
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ジョンができてくると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それから、活性化につきましては、これいろいろと区長以下役所の職員も頑張って

いただいているんですけれども、やっぱり大正区は人がどんどん減っていくという中

で他の区と比べますと、勝手に人が集まるようなところでイベントを打っていくとい

うのは簡単なんですが、やはりこういったある程度いろんなひねりを加えながらやっ

ていく、そしてやっぱりこれ港湾の規制とか河川の規制とかいろんな規制がある中で

も、いかにマッチングしていくか、公民連携をしていくか、それぞれがいわゆる邪魔

しないようなそういった形で持っていけているという、今、まだまだ人口を増やすと

いうところまでたどり着かないかもしれませんが、ただやっぱり大正に目を向けても

らっているという感覚は、私もよその区とか他の都道府県とか行きますといろんな声

が聞けている段階でありますので、引き続きやっていただきたい。そして、区民の皆

様も今この流れで、どうか協力をこれからも、例えば町工場の紹介とか、そしてＤＩ

ＹにしてもＵＲもかなり今思い切った方向性を打ち出してやろうとしていますので、

そういったところも外から人を呼び込む意味でも、いろんな意味で大正区に目を向け

てもらうためにご協力いただきたいと思っております。 

 以上です。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。 

 ほかに皆さん、ご意見ございませんでしょうか。 

 それでは、川岡先生お願いします。 

○川岡府議会議員 

 皆様、お疲れさまでございます。ちょっと私１点教えていただきたいんですけれど、

資料５の区内の小中学生のキャリア教育、要するに工場見学ツアーというのはこれは

今までやっているんですか。今からやるんですか。 

○筋原区長 
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 いや、やっているのはやっています。 

○川岡府議会議員 

 これ小学生とか、中学生何年生ぐらいの子が中心とか、ばらばらなんですか。  

○筋原区長 

 小学６年生で行っております。中学生は、職場体験という形で行っております。 

○川岡府議会議員 

 ここのところでちょっと皆さんにお伝えできればなあと思っているのが、国の経済

産業省は、このものづくりの支援では例えば高校の高専のところから頑張れば大学と

か大企業のところに就職とか進学が非常にできやすいというようなシステムができ上

がっているんですね。子どもら、私らもそうですけれども、私らの世代は何か偏差値

で全部普通学校へ行って、いい大学行ってみたいなところと全く今選択肢が変わって

きています。特にこのものづくりのところで勉強は嫌いだけど、何か非常にこういう

のに熱心にやったりとかいう子どもらは、どちらかというと机に座っては苦手かもし

れませんけれども、意外とこの大企業だとか、大学に進むルートだとかいうのがほぼ

でき上がって、私８月末ちょっと中国へ行きましたけれども、やはり海外含めてもの

づくりのところのネットワークを今後考えるのであれば、中小さんもそうですけれど

も結構日本の企業というのはそんな捨てたもんじゃないですから、ここのお子さん含

めてしっかりまず地元で宝物がありますので、いきなり東京大学見に行く前にこちら

自分らの工場でどういう大人の皆さんが働いていてとか、そこら辺で興味を持ってい

ただくというのは非常にいい教育の、本当にキャリア教育のステップとすると非常に

恵まれた環境にありますので、そこら辺私らももっと資料あれば高校から、または高

専から大学とかいろいろまたご説明させていただきますけれども、非常にすばらしい

取り組みとか、地域で非常にいい資源を持っておられるので、ここら辺ぜひとも区長

を中心に取り組んでいただいておりますけれども、しっかり府のほうも連携させてい

ただきながら、市なり区なり、ここら辺のいいものをもっと伸ばせるようにお手伝い
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できればなと思いましたので、お伝えだけさせていただきます。 

 本日はありがとうございます。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。 

 ほかに皆さん。どうぞ。 

○照喜納委員 

 １点は、先ほど区長からリノベーションの件で紹介していただいた官民の敷地をま

たいで屋外マーケットを開催ということなんですけれども、これは行われたのは大正

区でしたか。 

○筋原区長 

 大正区です。 

○照喜納委員 

 大正区ですね。大正区の内港になるわけですか。 

○筋原区長 

 大正内港のところです。 

○照喜納委員 

 大正内港の緑地といったらどこに当たるんですか。 

○筋原区長 

 大正内港があって、そっちに済生会の病院ありますよね。それで、ここのこの。 

○照喜納委員 

 済生会の前ですか。横ですか。道路のところですか。 

○筋原区長 

 いや、前じゃなくて、産土神社の前にある緑地。 

○照喜納委員 

 前の細長いところね。 
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○筋原区長 

 細長い緑地がこう、公園というか。 

○金城府議会議員 

 上の。堤防際、堤防際ですわ。 

○照喜納委員 

 ああ、あの下ね。わかります、私も地元ですからよくわかります。これはちょっと

やったという、私もちょっと行けなかったんで、余り詳しいことはわからないんです

けれども。 

 前回の区政会議のときに私は、こういうところをその会社のやり方を見学させてい

ただいて、どういうやり方しているのかということを私たちの行きたい人は行って大

正区役所が音頭を取っていただいて見学なり話を聞く、そういう機会があればもっと

そういうのをＰＲもしていけるというお話しをさせていただいて、質問を投げかけた

んですけども、その点にはいかがでしょうか。 

○筋原区長 

 すみません、ちょっと時間がかかっておりまして、それはまた大正内港だけじゃな

くて、主要なリノベーションのところをぜひ見ていただきたいなと思いますので。 

○照喜納委員 

 そういうところをピックアップしていただいて、ぜひとも僕らもできるだけ時間を

割いて参加させていただきたいと思います。 

○筋原区長 

 また日程調整させていただきます。お願いします。 

○照喜納委員 

 それから、今回ラウンドテーブルに私、参加させていただいて、地域活性化、防

犯・防災と地域福祉に参加させていただいて意見を述べさせていただきました。この

中はやっぱり若い人がたくさん来てはるんで、できるだけそれを吸い上げていただき
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たいという要望をお願いしたいということと、そこでも活性化の中で、私がいつも言

うてるんですけれど、バスの利便性の問題、これも私も交通局の諮問会議の内容をい

ただきましたので、それを見てどうすれば変えていけるかということも今ちょっと考

えています。でも提案はさせていただいても、現実的にできることをしていかないと

だめなんで、できたらそういうまとめを、我々がこういうふうな要望でしていただい

たらということをまとめていただければ、またどうすればそれが少しでも実現できる

かという方向性に持っていけるんじゃないかというふうに思います。 

 大正区のあかんというのは、結局採算性の問題がほとんど。否定はされていません

ですけどもテーブルになかなかのらないという状況なので、僕らからするとやはり、

大正区のバスの利便性をもっと活性化のために生かしていく方向も考えていますので、

その辺の意見をまとめて一回また提示をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○松本（綾）委員 

 こども青少年のラウンドテーブルで話題に出た話なんですけれども、子ども食堂と

いうものなんですけれども、家庭でまともに食事がとれていない子どもたちのために

子ども食堂というところで夕食などを食べるようなところが最近いろんなところでで

きているので、大正区でもやってみたらどうかという話だったんですけれども、この

子ども食堂とあともう１つ意見で朝食が大事という意見もあったので、その問題２つ

について、今地域で実施しているふれあい喫茶というのが利用できるのではないかと

いう意見が出たんです。 

 私もそれはすごくいいなと思ったんですが、ふれあい喫茶というのは今あって、子

どもも参加できるということで、今はちょっと調べたところ１００円支払えば何かジ
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ュースが飲めるという喫茶店みたいな感じになっていて月一ぐらいでやっているそう

なんですけれども、そことフードバンクという、だから生協さんとかで賞味期限の迫

った廃棄処分する手前の食材とか、実際のほかでやっている子ども食堂では、商店街

なんかで連携して青果店とか総菜店で余った食材を回して、それで食堂をやっている

ということだったので、そういう廃棄食材というのを別所委員さんのほうがフードバ

ンクでつながりがあるということなので、そこを連携して食材を回してもらって、朝

食メニューも提供できるようにしてはどうかと思っています。その際は子ども、小学

生以下は無料とかにするとより広まるのではないかと思います。 

 子ども食堂というのは１からつくるというのは大変だと思うんですけれども、今あ

るふれあい喫茶をちょっと改良というか変えて、そういう子どもが食事をとれるよう

な場所にちょっとずつ変えていくというふうにすると実現しやすいんじゃないかとい

うふうに思います。それでまず簡単な喫茶店のちょっと朝食もとれるバージョンから

夕食もとれるような子ども食堂に広げていくというのがいいんではないかと思います。 

 以上です。 

○筋原区長 

 ありがとうございます。確かに今、地域の皆さんでふれあい喫茶というものをやっ

ていただいております。調理する設備や場所がそこはあるので、条件的には合うと思

います。ただ、問題は人手ですよね。誰がそれを実際にできるかということ、それか

ら食材、やっぱりこういうのは大体、私もあれから大分調べたんですけれど、やっぱ

り続いているのは事業化しているところなんですよね。結局行政がやっているところ

もありますけど、それって月１回だけとか、それは本当に効果あるのかなということ

もあるので、本当に効果ある形である程度の回数を重ねてできるとなると事業化にな

るので、そうなるとやっぱり人の問題とそのフードバンクなりのそのシステムのこと

になりますので、そこら辺は本当にそれを事業としてやりたいという方がおられまし

たら、それこそ、さっきのＷｅＣｏｍＰａｓｓに相談いただいて収支計算もやってみ
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ますので、それが地域の会館も協力をいただいて本当に現実的にできるものなのか、

相当のしっかりした検討は要るとは思うんですけど、それはおもしろい動きだと思い

ます。 

 ありがとうございます。 

○寄本議長 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○別所委員 

 すみません、意見でもないですが、筋原区長の大変な努力で結構大正区の認知度が

上がって適度に出てすばらしいことだと思っています。鳥取県の平井知事よりももっ

とアイデアマンだと思っております。ただ、そういう形で知名度が上がったことと生

活の問題はまた別と思うんですわ。知名度が上がったから生活よくなるとは話が別で

すので。今度、介護保険が４月から変わりますわね。それで大変な状況が生まれるだ

ろうとは私は思っていますけど、ここで議論しても筋原区長、財産がないのであきま

せんけども、子ども食堂の件もあったんですけども、例えばお子様同士で例えば平尾

の方が小林に来たり、他校区の方が子ども同士で行った場合は、学校では他校区に行

く場合は子ども同士で行ってはいけないといった縛りをやってはるでしょう。それが

もう少しどうにかならない限りは、本当にお母さんがいないと晩ご飯を作ってもらえ

ない、昼ご飯を作ってもらえないという子に対して、「親と一緒に来なさい。」なん

かあり得ないわけですわ。その辺のところの縛りもう少しなくさないと。ちょっと難

しい問題も発生するんですけども。うちにも子どもさんが他校区から来た場合、「あ

んた来たらあかん。」とは言えないし、子どもさんも怒られたりするわけでしょう。

貧困さんの家庭というのは、なかなか家庭内ばらばらやから、そういう感じでもう少

し含みをもっていただければなあとは思っております。子ども食堂をやって、いろい

ろやれば食材は集まってくるという情報は入っておりますけども、そういう形でちょ
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っとその校区の問題だけちょっと検討できたらいうのでお願いしたいと思っています。  

○筋原区長 

 おっしゃるように実際やるとなったら多分いろいろな問題が出てくると思うんです

よね。最初はとりあえず小さく始めることも良いかもしれません。おっしゃるように

多分、区によっても地域によってもそれぞれ違う課題は出てくると思うので、その具

体的な課題に現実的な対応をしっかり考えていければと思います。 

 ありがとうございます。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。 

 どなたかございませんか。 

 少し時間が早いようですけども、本日予定されている議題は以上で終了いたします。 

 皆様方には議事進行にご協力をいただき、ありがとうございました。 

○川見総務課長 

 寄本議長、ありがとうございました。 

 それでは、最後に筋原区長よりお礼の挨拶を申し上げます。 

○筋原区長 

 皆さん、本日もいろいろ有意義なご意見を賜りまして、本当にありがとうございま

した。いただいたご意見を踏まえまして、また来年の施策を具体的に固めていきたい

と思っておりますのでこれからもどうぞよろしくお願いをいたします。 

 本日は、本当にありがとうございました。 

○川見総務課長 

 ありがとうございました。 

 そういたしましたら、本日の大正区区政会議はこれで終了いたします。ありがとう

ございました。 

 なお、お帰りの際は２階の駐車場南側からお帰りいただきますようにお願い申し上
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げます。本当にどうもありがとうございました。 

―了― 

 


