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平成２９年度第１回大正区区政会議 

 

日 時：平成２９年６月２７日（火） 

    午後７時００分～午後８時２４分 

場 所：大正区役所４階区民ホール 

 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 皆様、こんばんは。定刻になりましたので、ただいまから平成２９年度第１回大正

区区政会議を開催させていただきます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、政策プロモーション担当課長の近藤

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の区政会議は、平成２８年度大正区運営方針に基づいて実施した事業などを振

り返り、その目標達成状況や改善すべき点などについて、委員の皆様から御意見を賜

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２１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りのあるものとするため、区内選出議員

の皆様に御出席賜り、助言をいただきたいと存じますのでよろしくお願いいたします。  

 それから皆様に御報告でございますが、大正区ＰＴＡ協議会推薦の松浦様が区政会

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となりました方を御紹介い

たします。大正区ＰＴＡ協議会御推薦の福本様です。 

○福本委員 

 福本です。よろしくお願いします。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 それでは開会にあたりまして、吉田大正区長より御挨拶を申し上げます。 
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○吉田区長 

 皆さん、こんばんは。区政会議では初めての御挨拶になります。４月１日付で大正

区長になりました吉田康人でございます。どうかよろしくお願いいたします。  

 区政会議委員の皆様方におかれましては、夜分にもかかわらず、またお忙しい中、

２年間の任期中の最終回である今回、御出席をいただきましてまことにありがとうご

ざいます。 

 後ほど、改めて御挨拶をさせていただきますけれども、区政会議への皆様方の御協

力に対しまして、感謝を申し上げます。まことにありがとうございます。 

 新しく区長になりまして、新たなことも手掛けていかなければならないわけでござ

いますが、前任の区長から引き継いだことにつきましても、しっかりやってまいりま

す。 

 本日の議題であります平成２８年度事業のＰＤＣＡも、その一つでございます。こ

の区政会議での御議論も踏まえ、２８年度のＰＤＣＡを土台にいたしまして、２９年

度、そして３０年度の事業をよりよいものにしてまいります。 

 さて、きょうのメインの議題は、２８年度事業のＰＤＣＡでありまして、御質問シ

ートも事前にいただいておりますけれども、それを踏まえて、そのほかにもさまざま

な御議論もいただきたいと考えております。後ほどの議論に拍車をかけるためにも、

ここでこれからのことも少し語っていきたいと思います。 

 大正区政の長期計画であります「大正区将来ビジョン」が今年度末をもちまして、

つまり来年の３月をもちまして終了をいたします。区役所では、それを受けまして、

来年度からの長期計画となります新将来ビジョンの策定準備をしているところでござ

います。 

 私といたしましては、区民ニーズや区民の潜在的なニーズを的確に把握するのは、

もちろんのことでございますけれども、区民や専門家の皆さん方としっかり議論をし

て、ビジョンをつくり上げていきたいと思っております。 
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 情報や意見の交換だけにとどまらず、双方向の議論をすることによって、新たな価

値観や付加価値が生み出されるということになります。新将来ビジョンの策定を皮切

りに、区民ニーズの把握、潜在的な区民ニーズの掘り起こし、そして区民の皆さん方

や専門家の皆さん方が参画のもとでの真の議論を大正区政の政策決定プロセスの一つ

として位置づけていきたいと、このように考えております。 

 その一環といたしまして、区政会議も一層、真の議論の場へとバージョンアップし

ていきたいと考えております。 

 今回、委員の皆様方への資料の送付を２週間前にしたこと、事前質問意見シートで

御質問や御意見を事前に募集したこと、そして区役所からの御説明より議論に時間を

割く進行にしたことは、活発な議論へ向けての一つの試みでございます。 

 今回の区政会議は、大きな転機でございます。委員を２期お務めいただいたベテラ

ンの委員各位が交代ということになります。市会ではまもなく区政会議の改善も盛り

込んだ、新しい市政改革プランの区政編の議論が始まる予定でございます。総合区や

特別区の議論もどんどん活発になってくると思われます。区政会議や区政がこれまで

より一層クローズアップされてまいります。 

 公募委員で現在１期目の方におかれましては、ぜひ新たな公募に応じていただくこ

とを御検討ください。各団体御推薦の委員の皆様方におかれましては、２期目の方は、

交代となりますけれども、新しい委員の御推薦へ各段の御配慮を賜りたく存じる次第

でございます。 

 それではただいまから、本日の議論をお願い申し上げます。ありがとうございます。  

○近藤政策プロモーション担当課長 

 ありがとうございました。そうしましたら議事に入ります前に、本日の配付資料の

確認をさせていただきます。書類番号１．平成２８年度大正区運営方針自己評価につ

いて。書類番号２．平成２８年度大正区運営方針、書類番号３．平成２９年度大正区

における教育関連主要事業の取組について、書類番号４．区政会議委員の改選につい
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てでございます。資料の配付漏れなどございませんでしょうか。 

 また、本日の会議は、全て公開とさせていただき、会議録や撮影させていただきま

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、御了承いただき

ますようお願いいたします。 

 また本日の会議終了予定時刻は、午後８時３０分となっておりますので、御協力を

お願いいたします。 

 それでは、これより議事進行を寄本議長にお願いしたいと思います。 

○寄本議長 

 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２８年度大正区運営方針の自己評価」、議題２の「大正区に

おける教育関連主要事業の取組」について区役所より説明をお願いします。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 それでは議題１の平成２８年度大正区運営方針の自己評価について説明させていた

だきます。運営方針につきましては、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例

の中で、素案の策定段階や年度を終了してからの振り返りの段階において、委員の意

見を求める事項とされているものです。 

 資料は書類番号１．平成２８年度大正区運営方針自己評価について、書類番号２．

平成２８年度大正区運営方針となりますが、本日は概要版の書類番号１に沿って、御

説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 書類番号１をごらんください。運営方針の自己評価につきましては、大正区では８

つの経営課題ごとに戦略を設定しておりまして、その戦略に関する進捗状況、アウト

カム、目標の達成状況、戦略の有効性について、各ページの下段に記しております。  

 それでは２ページの経営課題１「まちを元気にする力」をごらんください。戦略の

１は、「水辺を拠点とした恒常的なにぎわい創出による人口増」です。平成３０年に

尻無川河川広場でのにぎわい創造拠点事業を開業・運営するための事業者の選定と船
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着き場用の係船柱を設置することができましたので、戦略の進捗、アウトカム達成と

もに「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」することとしております。 

 次に３ページ、戦略の２「ものづくり企業の活性化」をごらんください。大正もの

づくりフェスタや、区民工場見学会等を実施し、そのイベント参画者のアンケートで、

「イベントの実施により、地域と企業の連携に有効と感じる方」は、１００％であり、

戦略の進捗、アウトカムの達成ともに「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」

することとしております。 

 それでは４ページの経営課題２「まちを守りきる力」－防災をごらんください。戦

略は津波に強いまちづくりの推進です。区内１０地域全てで、防災訓練を実施し、

「津波の際に避難する建物を知っている方」が８６％となっており、戦略の進捗、ア

ウトカムの達成ともに「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」することとして

おります。 

 次に５ページの経営課題３「まちを守りきる力」－防犯をごらんください。戦略は、

「安全安心なまちづくりの推進」です。ひったくり防止デーの啓発や防犯カメラ１０

台設置等により、「啓発活動により防犯意識が高まっていると感じる方」が９２％、

青色防犯パトロールの実施をご存じの方が９１％、官民一斉による自転車利用適正化

事業の啓発活動が「放置自転車台数減につながると感じる」割合が１００％であり、

戦略の進捗、アウトカムの達成ともに「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」

することとしております。 

 次に６ページの経営課題４「まちを守りきる力」－健康づくりをごらんください。

戦略は「生活習慣改善の促進」です。特定健診、がん検診の受診者数前年度２％増を

目標に、区広報紙などによる周知啓発を行い、特定健診受診者数は６３１人でしたが、

がん検診受診者数は１，７２５人となっています。 

 健康づくりでは、健康講座７３回等を実施し、「各取り組みを通じて生活習慣の改

善に対する理解が深まったとする方」が８５．７％となっています。しかしながら、
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がん検診受診者数が減少しましたので、戦略の進捗は「順調ではない」、アウトカム

の達成は順調、戦略は「有効であり継続して推進」することとしております。 

 次に７ページの経営課題５「まちを守りきる力」－子育てをごらんください。戦略

の１は「子育て支援の充実」です。子育て講座を７講座３４回実施し、参加者アンケ

ートで「とても良い、良い」が９８％となっています。発達障がいサポート事業は、

小学校１０校、中学校２校で実施し、発達障がいサポーター配置学校において、「発

達障がいに対する理解が進んでいないとする評価」が１２％となっており、戦略の進

捗、アウトカムの達成ともに「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」すること

としております。 

 次に８ページの戦略の２「青少年健全育成」をごらんください。夜間地域巡回１３

０回等を実施し、「区の青少年健全育成事業が、青少年が育つ環境づくりに効果があ

ると考える方」が８１．５％となっており、戦略の進捗、アウトカムの達成ともに

「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」することとしております。 

 次に９ページの経営課題６「まちを守りきる力」－地域福祉をごらんください。戦

略は「地域福祉の向上」です。大正区地域福祉ビジョンの策定、見守り推進員による

相談援助が延べ４，８５８名、ハートプラスマークの普及として、身体障がい者手帳

新規取得者約９割に配布しました。しかしながら、要援護者新規対象者からの同意確

認書の回答が４５％にとどまり、戦略の進捗は「順調ではない」、アウトカムの達成

は「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」することとしております。 

 次に１０ページの経営課題７「まちがつながる力」－地域活性化をごらんください。

戦略の１は、「区民主体の地域運営の促進」です。地域担当職員による活動支援等延

べ４０９回を実施し、「区役所が中間支援組織と連携して各地域の実情に応じた支援

を行っていると感じた方」が９１．３％となっており、戦略の進捗、アウトカムの達

成ともに「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」することとしております。 

 次に１１ページの戦略の２「地域活動支援と新たな担い手」をごらんください。地
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域団体等が自主企画した文楽講座等４事業の参加者からは、「区への愛着度８０．

６％」、Ｔ－１グランプリ等を実施し、「音楽振興事業により区の魅力が向上したと

感じる方」が８１．８％でした。しかしながら、緑化リーダー・花のボランティアの

参画者が２７８人となったため、戦略の進捗は「順調ではない」、アウトカムの達成

は「順調」、戦略は「有効であり継続して推進」することとしております。 

 次に１２ページの経営課題８「区民サービスの充実」をごらんください。戦略は

「区民から信頼される利便性の高い区役所づくりの推進」としておりました。職員の

接遇研修等を実施し、「窓口サービスアンケートにおいて、サービスがよいと回答し

た方」が８５％となっており、戦略の進捗、アウトカムの達成ともに「順調」、戦略

は「有効であり継続して推進」することとしております。 

 続きまして、１３ページの「平成２８年度市政改革の基本方針」に基づく取組等を

ごらんください。歳入の確保、コンプライアンスの確保、広報・情報魅力発信の充実、

ＰＤＣＡサイクルの徹底ともに達成としております。 

 続きまして、１４ページからは、運営方針のまとめとなります。「１年間の取り組

み成果と今後取り組みたいこと」をごらんください。戦略に基づいた個々の取り組み

事業において、年度当初の目標設定に対し、概ね目標達成しており、一定の成果が得

られた。今後については、目標設定をアンケート調査での評価としている場合には、

アンケートの対象者が事業の参加者であるなどの理由によって、区民全体との意見の

ギャップがないかどうか認識することは必要であると考えており、無作為抽出による

意見集約も取り入れたいとしております。 

 次に１５ページ、「解決すべき課題と今後の改善方向」をごらんください。経営課

題に対して、戦略的に事業に取り組み、成果を求めるというプロセスにおいて、その

課題への第１段階の取組成果を目標としているものは、達成された後にはさらなる展

開としての目標設定と取組が必要である。目標管理の方法としては、中期目標となる

将来ビジョンに対し、年度ごとに目標設定を行うことで、経営課題解決の進捗管理を
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行いたい。区政のさらなる改善や、市民の協働を推進する上で、職員の意識向上も不

可欠なものと考えており、どのような手法によりこれを達成するか検討したい。 

 議題１．「平成２８年度大正区運営方針」の自己評価については、以上でございま

す。 

○寄本議長 

 続きまして、村田課長さんお願いします。 

○村田総務課長 

 大正区役所総務課長兼教育担当課長の村田でございます。私から、資料番号３に基

づきまして、平成２９年度大正区における教育関連主要事業の取組につきまして、御

説明申し上げます。 

 資料番号３をごらんください。１つ目、学校選択制でございます。平成３０年度新

入学児童生徒につきましても、学校選択制を実施いたします。小学校につきましては、

隣接区域選択制ということで、お住まいの通学区域の学校と隣接する通学区域の学校

を選択することができるという方式を考えております。 

 中学校につきましては、自由選択制ということで、区内全ての学校から選択するこ

とができるという方式を考えておりまして、今現在、学校案内や学校の説明会に向け

た準備を行っているところでございます。 

 続きまして、小学校の統合でございます。大阪市では学校の適正規模は１学年２か

ら４クラスとされておりまして、１学年１クラスでは、人間関係が固定化する傾向が

高く、また音楽の合唱や体育の集団競技などは困難な場合もあり、教育活動の幅が狭

くなるとの考え方のもと、統合の取り組みを行ってございます。 

 大正区の適正配置対象校である三軒家西小学校につきましては、将来的な区内北部

の開発状況、あるいは人口増加の動向を踏まえまして、今後、地域・保護者・ＰＴＡ

の方々と慎重かつ、丁寧な議論を行いながら検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 
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 次に、中学校給食の改善でございます。平成３１年度２学期までに、市内全中学校

において、学校調理方式に移行が決定してございます。学校調理方式とは、大阪市独

自の呼び名としまして、自校調理方式と親子方式をあわせた呼び名でございます。 

 自校調理方式といいますのは、各学校に給食室を設置し、学校で給食を調理して提

供する方式でございます。親子方式につきましては、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、配送する方式でございます。  

 大正区におきましては、２８年度２学期より一つの小学校、平尾小学校になります

が、平尾小学校から大正中央中学校へ給食を配送する一小一中親子方式に移行いたし

ました。２９年度は、２学期より北恩加島小学校から大正北中学校、それから鶴町小

学校から大正西中学校へ給食を配送する一小一中親子方式で実施予定でございます。 

 ただし、１学期は暫定的にデリバリー方式、選択制による給食を実施しているとこ

ろでございます。 

 あと、残る大正東中学校につきましては、定期的に現在のところデリバリー方式選

択制による給食を実施してございますけれども、学校調理方式への移行時期は、現時

点の段階では未定でございます。 

 続きまして、スクールソーシャルワーカーの配置でございます。これは、区担当教

育次長である区長が、区内の全小・中学校を対象とした事業を企画・実施するための

予算である、「校長経営戦略支援予算区担当教育次長執行枠」を活用し、問題を抱え

た児童・生徒に対して、当該児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関との

ネットワークの活用、さらに学校への問題解決のノウハウを伝授するなど、多様な支

援方法を用いまして、課題解決を図るため、社会福祉等の専門的な知識や、教育分野

に関する知識を有するスクールソーシャルワーカー１名を採用いたしました。現在区

内全小・中学校への巡回、派遣を行っておりまして、取り組みを進めているところで

ございます。 

 最後に民間事業者を活用した課外学習支援事業でございます。大阪市の学力課題の
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１つに、課外学習の時間が不足していることが挙げられておりまして、その解消のた

め、塾代助成バウチャー等を活用した学習支援を実施している区もありまして、生徒

の学習習慣定着に一定の成果が表れていると言われております。このたび、市長から、

「民間事業者を活用した課外学習の実施」について、事業拡大の意向が示されまして、

区と教育委員会が連携しまして、「民間事業者を活用した課外学習」の積極的な実施

をめざすことになりました。 

 本事業は、大正区内の中学生を対象に基礎学力の向上と、子どもの習熟に応じた学

習向上及び学習習慣の形成を図るため、夜間学習会を実施する事業でございます。 

 その目的を達成するため、民間事業者のもつノウハウや幅広い知識と経験、専門性

を活用するため、広く企画提案を募集しているところでございます。 

 なお、事業実施場所につきましては、大正区内、真ん中あたりでということで、今

現在、大正中央中学校で実施を予定しております。実施開始時期につきましては、今

年の９月１日より実施を予定しております。私のほうからの御説明は以上です。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。続きまして、事前に委員の皆様方から区役所の方へ、施

策についての御意見をいただいておりますので、回答してください。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 続きまして、会議をより効率的に行うため、今回から導入しました「事前質問意見

シート」により森川委員から御意見をいただいておりますのでお答えしたいと思いま

す。 

 森川委員からは、２つ御意見をいただいておりまして、まず１つ目の御意見ですが、

「資料を拝見いたしましたところ、「住みやすい街」や商店街の活性化の議題がなか

ったので意見を述べさせていただきます。住みやすい街では、何をもって住みやすい

のかを考える必要があると思います。私の思う「住みやすい街」とは、働き方に合わ

せた施策のできる街だと思います。具体的には、今では夫婦共働きが当たり前になっ
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ているため、子どもの預け入れが２２時ぐらいまでできる施設等が必要と思います。

若い人に住んでもらうためには、若い人のニーズにあった施策が必要と思います。」 

 次に２つ目の御意見です。「商店街の活性化では、各商店街で情報の共有を行い、

商店街同士が努力していく必要があると思います。また、商店街団体との連携をして

いき、情報を発信していってほしいです。例えば、吉本興業であった映画「商店街戦

争」、平尾のイベント等の情報を商店街へおとし、区民へおとすという形がいいと思

います。最後に、商店街では平尾に注目が集中していると思うのですが、他の商店街

にも目を向けてください。」という御意見かと思います。 

 それにつきましての回答ですが、まず１つ目の「住みやすい街」の若い人のニーズ

にあった施策についてですが、夫婦共働きによる子どもの預け入れということですが、

乳幼児に関しては、保育所等により、ある程度の遅い時間までの預かりを実施されて

いると考えております。しかし、児童が小学校へ入学すると同時に、保育園よりも預

かり時間が短くなり、また時短勤務制がなくなる企業も多く、子どもの小学校入学を

機に働き方の変更を迫られる方もおられるとお聞きするところです。 

そのため、大正区役所では、小学生の長時間の保育ニーズも含めた、子育てニー

ズの把握を目的としまして、「大正アフタースクール社会実験事業」を現在行ってお

ります。 

 この「大正アフタースクール社会実験事業」は、学習機能と預かり機能を融合し、

放課後から午後８時まで小学生のお子さんを区役所の１階でお預かりすることを通し

て、子育てに関するニーズを把握し、今後の子育て施策の展開の知見とすることを目

的としております。 

 次に２つ目の商店街の活性化に関しましては、従前より大正区商店会連盟、大正区

小売商団体連絡協議会を通して、各商店街団体と連携し、さまざまな商店街活性化事

業を支援してまいったところです。その一環としまして、情報発信につきましても、

区広報紙への掲載や、各種イベント開催チラシの窓口への配架等を行っております。 
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 今後とも、区商店会連盟、区小売商団体連絡協議会、各商店街団体等の主体的な取

り組みに対する支援を行いたいと考えております。 

 情報発信につきましては、従来の媒体にとらわれることなく、積極的な情報発信を

心がけてまいります。 

 以上、事前質問・意見に関する回答といたします。よろしくお願いいたします。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。今、２つの議題説明をいただき、事前質問に対する区役

所からの回答もございました。委員の皆様から御質問等承りたいと存じますがいかが

でしょうか。議員の先生方、もうちょっと後でまたお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

 どうぞ。 

○竹内委員 

 竹内と申します。大正区の運営方針自己評価について、近藤課長がいろいろ御説明

してくださった中で、２枚目ですかね、経営課題１「まちを元気にする力のものづく

り企業の活性化」というところで、大正ものづくりフェスタや工場見学会、企業セミ

ナーの実施、インターンシップの実施、大正オープンファクトリーの開催、こういっ

たことを最近、数年、力を入れてくださっているのは、お聞きしているんですけれど

も、今年は何か新しい企画であったりとか考えておられたりしますでしょうか。  

○近藤政策プロモーション担当課長 

 今、竹内委員から御質問のあった件ですが、ものづくり事業の活性化事業につきま

しては、平成２５年度からまちを元気にするという一つのモデルケースとして、実施

しております。 

 この間、地域の子どもさん向けのフェスタを夏休みにさせていただいたり、工場見

学に行っていただくことによって、大正区のまちのよさ、ものづくりのまちである大

正区を皆さんに知っていただこうということで進めて参っております。それにつきま
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しては、各企業様の御尽力もいただきながら、一緒にまちを考えていこうということ

でやっております。 

 ただ、この間も人口減少がなかなか止まらないですとか、あと企業の方では、若い

人材がなかなか確保できないというようなお悩みがあるということをお聞きしており

ましたので、今年につきましては、政令指定都市では初めてとなります「ファクトリ

ーステイｉｎ大正」ということで、８月から９月に大学生の方に、大正区に訪れてい

ただいて、インターンシップ、各企業で就労体験をしていただく上に、その間、大正

区のゲストハウスに泊まっていただこうと。それで将来は大正区で働いていただいた

り、大正区に住んでいただけないかなというようなことを区役所もその期間、いろん

な情報を発信しながら、各地域から来ていただける大学生の方に、訴えていこうとい

うふうに思っております。今年度の目玉としましては、そういった「ファクトリース

テイｉｎ大正」を成功させたいというふうに考えております。よろしくお願いします。  

○寄本議長 

 ありがとうございました。続きましてどなたか。 

 どうぞ。 

○森川委員 

 こんばんは。先ほど、区商店会連盟や小売商団体連絡協議会に支援をしてというお

話が出てたと思うんですけど、具体的にどういう支援をなさってたのか教えてほしい

です。 

○前田市民協働課長 

 市民協働課長の前田でございます。商店街への支援ということへの御質問でござい

ますけれども、例えば大正区内の商店街の方が、毎年お祭りなどをやっておられます

が、そういう企画があったときに、それを周知する方法として、例えば区役所の広報

を御活用いただいたり、そのにぎやかしの一環といたしまして、別途、私どものほう

で実施している音楽のあふれるまちをめざす、Ｔ－１の事業というのがございます。
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この事業は、若い世代にも区のまちづくりに参加していただこうという狙いがあるも

のですけれども、そういう若い世代の方たちが音楽を通して、いろいろ活動する場の

一環も含めまして、そういった商店街でのイベントのときに一緒になって、そこのに

ぎやかしに参加させていただいたり、そういったことをさせていただいたというふう

に考えております。 

○寄本議長 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 続きまして、どうぞ。 

○深谷委員 

 先ほどの民間事業者を活用した課外学習支援事業ということで、いろいろ御説明を

いただいて、もう本年の９月１日から実施されると、非常に心強く感じているんです

が、私どものほうは音楽を通じて、こういうまちづくりに参加できないかいうことで、

この間から中学生に対して募集をしております。というのは、私どものほうは、大正

フロイデ合唱団というものをつくっておりまして、ちょうど歴史的な史実に基づいて

の、あれを何とか、これを拡大してつなげていきたいというようなことで、中学生か

ら、それを実行できないかということで、この間から募集をしております。  

 ところがまだなかなか集まらないんですね。先生方はプロの大阪音大の非常勤講師

の先生にお願いをいたしまして、先生方にも承諾を得て、しているんですけど、今年

の夏休みに向けて、非常に時間が取れないということを聞いております。具体的には、

まず、今度の３月の第九の演奏に向けて、一緒に歌ってもらう中学生を募集するいう

ことなんですけど、そういうことで、先生方も手ぐすねを引いて待っておられるんで

すけど、その募集をどのようにやるかと。もちろん会費は無料でやるつもりでおりま

す。何かいい考えがあればと思いますので、知恵を貸していただけたらなと思います。  

 大正区は昔、ドイツ兵の捕虜収容所が第一次世界大戦のときにありました。そこで、

捕虜がいわゆる音楽活動、演奏活動を行いまして、それで大正区では花開きませんで
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したけども、鳴門に移って、そこで日本でまた、アジアで初めて第九を演奏したとい

うようなことがございまして、その音楽活動とかサッカーの活動とか、体操とか、そ

ういうようなドイツの文化がいち早く芽生えたところなんですけど、そういうことの

史実を何とか生かしてと思っております。 

 特に第九の演奏に関しましては、本来、いわゆる人は皆兄弟になるというのがテー

マでありまして、平和を歌いあげると。それと、なおかつ楽しい、「楽しく喜びあふ

れたまちになったらいいな」ということを目標にしております。 

 いろいろいじめとか虐待とか、そういうようなことで非常に人間関係がうまくいっ

てないところも十分、見受けられますので、ぜひそういうような心の支え、ＥＵの象

徴歌のように、ＥＵの象徴歌はベートーベンの第九であります。第九の合唱ですね。

ですから、そういうようなことをめざして、何とか、うまくやっていければいいなと

思っておりますので、どうか募集する方法を考えていただけたらなと思っております。

以上です。 

○寄本議長  

 ありがとうございます。区役所のほうからは、お願いできますか。 

○前田市民協働課長 

 市民協働課長の前田と申します。区民合唱団大正フロイデの皆様には、もう本当に、

自らいろいろな発信も重ねていただきまして、毎年の第九演奏会もとても楽しみにし

ているという区民の方の声もたくさん伺っているところでございます。 

 今、中学生を中心に募集を進めて、学校の方にも参画をということで御苦労いただ

いているというお話でございました。なかなか中学生の方も、クラブ活動であったり、

勉強であったり、なかなか忙しいというのは、聞いてるところもありますけれども、

とてもよい取り組みでありながら、やはり、少しまだ中学生には第九というのは、階

段がちょっと高いのかな、何かそういう音楽にふれるきっかけというものがあれば、

またそういったところから、興味も持つのかなというのが個人的に思っているところ
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でございます。 

 今のところは、もう既に学校などに、いろいろ御説明も行っていただいていると思

うんですけれども、もう個別に学校のほうには御案内もいただいているんでしょうか。  

○深谷委員 

 御案内させていただいております。 

○前田市民協働課長 

 さようでございますか。私どものほうで、何ができるかというのは、少しまた考え

ていく余地があると思ったりもしますが、やはり小学生への働きかけということにな

りましたら、学校を通しての募集がいいのかなというふうに考えているところでござ

いますけれども、重ねて学校のほうへ御説明に行くとか、そういったところでお手伝

いができればというふうに、今考えているところでございます。ほかに何かよいアイ

デアを委員の皆様からいただけるようでありましたら、ぜひ教えていただけたらとい

うふうに思っております。 

○深谷委員 

 小学生の場合は行く道中の、校区から出るということが、学校では禁じているよう

なんですよね。その関係で、まず中学生だったらいけるんじゃないかなと。もちろん

この間の定期演奏会のときにも、三軒家東小学校の児童に出ていただきましたけど、

そのときはやはり保護者が一緒についてきておりますので、その辺のネックがあるん

ですけど。中学生は我々の宣伝が足りませんので、これからの分を宣伝したいなと思

っております。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。では、ほかに皆さんいかがですか。 

 どうぞ。 

○岸本委員 

 岸本と言います。経営課題の５の「まちを守りきる力」－子育てのところで、地域
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で見守る子育て応援事業のアンケート評価がいいということなんですけど、あと、こ

の講座の開催の参加者アンケート、「とてもよい」というのに加えて、これが生活に

どう生かせてるかとか、何かそういう子育てママさんの声が、見えるアンケートが欲

しいなって思ったんです。 

 ファミリーサポート事業の提供会員をさせてもらって、もう１５年ぐらいになるん

ですけど、すき間時間に依頼する内容が少しずつ変わってきているので、最近は、３

カ月の子どもさんを見てほしいとか、いろいろニーズが変わってきています。それと

子育てのことをしている子育てサロンの方とファミリーサポート事業がすごい連携が

取れていないというか、情報交換ができないので、その辺を何か実施してもらって、

本当に子育てママさんが「今どうしてほしい」とか、そういう声がもっと拾えたら、

何か解決に向かうのではないかと思っています。それを可能であれば、こういう感じ

の機会をもっていただいて、それでＮＰＯ法人のセンターのほうで、地域公共人材と

いうのがあって、そのファシリテーターをしてくれる方がいらっしゃって、実際に都

島区の社会福祉協議会の方々が依頼して、まちをよくしたいということで、実施して

いるところもあるので、大正区もそういうことができたら、何かもう１つステップア

ップできるのではないかと思うので、ぜひやってほしいなと思っています。 

○寄本議長 

 ありがとうございます。御回答は、どなたが。 

○三宅保健福祉課長 

 保健福祉課長の三宅でございます。よろしくお願いいたします。私のほうで子育て

支援の事業を所管しておりますので、私から回答をさせていただきたいと思います。  

 岸本委員におかれましては、ファミリーサポート事業の提供会員もしていただいて

いるということで、本当にありがとうございます。 

 地域で見守る子育て応援事業といいますのは、いろいろな講座を開催しておりまし

て、例えば、わらべ歌の講座とか、遊びの講座とか、そういった幼い子どもさんをも
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っておられる親御さん向けの講座でありますとか。後は、虐待に関する講座とか、そ

ういった色々な種類の講座をやっておりまして、それが少しでも子育てをしている親

御さんたちの負担の軽減といいますか、一人で抱え込まないというような、それを地

域で見守っていくというような、そういった趣旨で地域ぐるみで子育てを応援してい

くと。そういった趣旨で色々な講座もやっているところでございます。 

 そして、ここに掲載しております評価というのは、その講座に参加された方のアン

ケートを元にしている評価でございまして、それが全体的な評価とは本当に一致する

のかどうかというのはわからない部分がありまして、何らかの工夫はしていかなけれ

ばならないのかなというふうに思っております。 

 それともう１点、ファミリーサポート事業と例えば、ファミリーサポート事業と地

域でやっていただいている子育てサークルとの連携とか、そういったことも考えられ

るのではないかというような御意見であったかと思いますけれども、地域での子育て

サークルにつきましては、それぞれ１０地域で主任児童委員の方が中心になって、開

催をしていただいております。 

 本当に地域、子育てを見守っていくというふうな意味では、いろいろなところのそ

れぞれのいろんな事業に、いろんな人が参画していただいてるんですけれども、それ

ぞれがばらばらではなくて、やっぱり有機的に連携していくことができたらなという

ことは、私たちも考えておりますので、それがどういった方法があるのかというのは、

今日具体的にはお答えできないんですけれども、できる限り、それぞれの事業をばら

ばらにということではなくて、有機的に連携をしていって、本当に皆さんで子育てを

応援をしていくというような体制といいますか、そういった仕組みが作っていけたら

なというふうに考えておりますので、またその点につきましては、逆にお知恵もいた

だきながら考えていきたいと思いますので、また御協力のほう、よろしくお願いいた

します。 

 私のほうからの回答は以上でございます。 



19 

○寄本議長 

 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○松本（綾）委員 

 最近、大正区で外国人の観光客の方々がよく来られているのを見かけるんですけれ

ども、大正区でも空き家をゲストハウスみたいにして、いわゆる民泊というのが増え

てきていると思うんですけれども、私のうちの隣の家も多分民泊をしてらして、そう

いう形で観光客がふえるというのは、とてもいいことだと思うんですけれども、多分

そこの方がごみ出しのルールを全然守ってなくて、大変迷惑をしておりますので、そ

ういった民泊に対するルールというのについては、どうこれからされていかれるんで

しょうか。 

○寄本議長 

 どちらから説明してもらえますか。 

○内山副区長 

 副区長の内山です。今松本綾子委員からいただいた意見は、オール大阪で、大阪市

保健所が全体的に関してルール決めを行っている最中です。おっしゃるように無認可

と言ったらおかしいですが、マンションのオーナーが勝手に貸したり、ルールが適応

される以前からやっているところに対しても、告発などがあれば、実際に調査に赴い

ています。 

 それと今、民泊の許可がなかなか下りにくい状況の中で、そういうごみ出しや、あ

と日常生活で地域の方というか、住宅街にあったりとか、マンションのその一室を使

ったりする場合の細かいルールを決めている最中ですので、それに合わせて、大阪市

がどういうふうに動いていくか、我々も区として、それがどういうルールになってい

くかという中で、まず決まってからとは思うんですけど、現状については今罰則も何

もないので、そういう意味でいうと、地域ぐるみで地域ごとでそういうことを、そこ

のオーナーさん、と言ってもオーナーさんが見つかるかどうかわからんというパター
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ンが圧倒的に多いんですけども、そういうことを今、地域の中で取り組んでもらうし

か、今としてはその方法しかありませんが、いろいろなルールが決まり条例化されて

いくと、やはりそこの部分は取り締まるという対象になりますので。 

現状でいうと、１軒家でやっているのか見えていないんですけども、マンション

の１室ですよね。それであれば、オーナーが多分、区民じゃなくて東京の方とか、大

阪にいない方がやっている場合については、オーナー探しに時間がかかるかもわかり

ませんけど、探してその人に注意をするという方法しか、今はないので。 

あまりにひどい場合は、一度、御相談に来ていただいたら、保健所のほうへ、う

ちが相談に行くというパターンになります。 

 今のところは、ちょっとそれしか手の打ちようがないというのが現状です。  

○松本（綾）委員 

 それどちら、何課に相談すればいいですか。 

○内山副区長 

 大阪市保健所に民泊の対応をするところがありますので、今すぐにお答えはできな

いですけれども、対応する課はあります。 

○松本（綾）委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。ほかにございませんか。どうぞ。 

○尾上委員 

 尾上と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、地域まちづくり実行委員会の自律運営ということなんですけれども、いろい

ろ地域の方にかかわらせていただいておりますけれども、このまちづくり実行委員会、

地域活動協議会ですよね、それを理解できている方が一体どのくらいいるかと思うん

ですね。余り理解できていない方が多いような気がして。そこからしていかないと、
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地域の方々は、できないんじゃないかなということを感じています。中間支援組織と

連携してとはありますけれども、一体中間支援組織が何をしているかというのをちょ

っと疑問に感じております。 

 もう一つですけれども、経営課題の５の「子育て支援の充実」、先ほど岸本委員も

おっしゃられたんですけれども、私が感じることとして、子育て講座とかいろんなこ

とをやっておられるのは、私はすごくよくわかっているんですけれども、いろいろ参

加させていただいたり、見学もさせていただいてるんですけれども、すごくいいこと

をされてると思うんですね。先日も親子の行事をされてましたよね。区役所の３階で

ね。ああいうことでも、私は自分が子育てをしているときには、そういうのがなかっ

たか、わからなかったという状況なんですね。ということは、広報が足りない、周知

されてないということをすごく感じています。 

 もっともっとしたいと思う人もたくさんいるんじゃないかなと感じるので、もっと

その周知、広報をどうにかできないかなというのをすごく感じています。せっかくい

いことをされていることがいっぱいあるのに、もったいないと思うんですよね。だか

ら大正区はあまり子育てに関してやっていないとか、そう思われる方も多いような気

がします。 

 先ほど言われていた、ファミリーサポーターの件もそうだと思うんですよね。私も

色々かかわらせていただいてるので知っているんですけれども、知らない方は、すご

く多いと思うんです。そういうので周知不足かなというのを感じています。  

 私も子育てをしながら、調べる人はいろんなとこから調べてわかるんですけれども、

ただ待っているだけの人もいらっしゃると思うので、そういう方たちにどうやって周

知するべきかということをもう少しやっていただけたらなと感じています。  

○寄本議長 

 ありがとうございました。時間が大分過ぎてきているようでございます。この辺り

で議員の先生方から御意見をちょうだいしたいと思いますが。お３人さんお願いしま
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す。誰からいきますか。金沢先生お願いします。 

○金沢議員 

 そうしたらまず１つは、教育の関連で小学校の統合の話が出ていて、慎重かつ丁寧

な議論を行いながら検討を進める必要があるとこういうことなんですけども、これは

一定のスケジュールも含めて検討を進めるということでいいんでしょうか。それとも

現時点でのスケジュールがあって、それにのっとって進めるというふうになっている

のか、その辺のところをお聞きしたいと思います。 

 今、三軒西小学校の場合は、障がい児用のためのエレベーターの設置とか、そうい

ったことを今一生懸命、地元では検討されておるということもございますし、そうい

うことをやりながら、片一方で統廃合というか、議論しても意味がないし、そこら辺

をきちっと整理した上でやらなければならないと思うんですけどね。それが１つ。 

 それと塾の教育だけでいきますと、塾の課外学習支援授業、これはもう、大正区は

中央中学校でやるということだけで、中身は教育委員会が全部やるようになるんです

か。それとも例えば、どのような事業者が大正区でやるのかということまで全部こち

らで決めたりするとか、そこら辺がどのようなしつらえになっているのか。もう９月

ですから、かなり固まっていないといけないと思うんですけどね。 

 青少年の健全育成の夜間の地域巡回を１３０回やっていただいているということな

んですけど、これは満遍なく全体ができているのか。ある所はものすごくできている

けど、ある所は、できていない所があるのかとか、その辺はどんなふうになっている

のか。それだけお願いいたします。 

○村田総務課長 

 私のほうからまず小学校統合につきまして、御説明させていただきたいと思います。

三軒家西小学校ということで挙げられております。 

ここ数年ずっと三軒家西地域の人口も減ってきていまして、それに伴って子ども

の数も減ってきたところなんですが、ここ一、二年回復傾向ぎみにありまして、子ど
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もの数が１００人切るかと言っていたんですけども、それから少しもち直してきてい

るところでございます。あと数年、あと５年後ぐらいになると、それなりの人口、子

どもの数と児童数が出てくるのではないかと。また、それ以外にも、三軒家西小学校

の少人数というところを生かした他の地域からの子どもたちが、三軒家西ということ

で選択されるということもお聞きしております。 

 そういったことを踏まえまして、先ほど金沢先生のほうからありましたけれども、

スケジュールも含めまして、今現在のスケジュールでは、もう数年内ということにな

っておりますが、「本当にそうなんですか」ということを今後、大正区としては検討

していかなければならないというふうに考えております。 

 先ほど開発状況とかありましたけれど、駅前の長屋が空き家になって潰されて、

段々とマンションが建ってきているという状況もありますので、ここをどう考えるの

かということも含めて今後検討していきたいというふうに思っております。 

 それから課外授業の件ですけれども、大正中央中学校で９月１日から行うというこ

とで、現在事業者を募集しております。国語・数学・英語を中心に教えてもらうこと

を考えていますが、当然範囲につきましては、中央中学校下だけではなく、西中学校、

東中学校、北中学校の生徒さんも来ていただいて、ちょうど中央中学校前は急行バス

も停まりますので、そちらのほうで皆さんお越しいただいて、勉強していただければ

というふうに考えております。 

○金沢議員 

 授業する人を募集したりするのは。 

○村田総務課長 

 大正区の方で募集いたしております。 

○寄本議長 

 先生よろしいですか、ほかに。 
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○前田市民協働課長 

 恐れ入ります。夜間巡回の関係の御質問をいただきました。こちらのほうは、青少

年指導員の皆様が中心となって、大変熱心にお取り組みをいただいている結果でござ

います。 

 どちらの地域におかれましても夜間巡視を実施していただいているということと、

例えばお祭りごとがあったときには、特に子どもたちもたくさん集まるということで、

そこにも集中的に巡回と言いますか、巡視を取り組んでいただいたり、そういう形で

お取り組みをいただいているところでございます。 

○金沢議員 

 手薄になっているとこはないということで。 

○前田市民協働課長 

 今のところ全地域で実施していただいているというふうにお聞きしております。 

○寄本議長 

 よろしいですか。じゃあちょうどお隣にいきましょうか。 

○小原議員 

 大正区の区政会議におきましては、私はオブザーバーということで、感想だけ述べ

させていただきますけれども、今回の区政会議は事前に意見を募集して、資料もお配

りしたということではとてもいい取り組みであるし、そのときに説明を受けて、いき

なり意見というのは、なかなか言えないですから。やっぱり今回の改革というのは、

いいことだなと率直に１つ思いました。 

 また森川さん、岸本さんや尾上さんなどからもいろいろ御意見出ましたけど、やっ

ぱり区役所としてはできることとできないことというのが当然あるんでしょうけれど

も、区商連や市商連とも本当にタッグ組みながら、このまちを元気にする力というこ

とで、やはり大正区は人口減少の問題があって、どう活性化させていくかということ

では、やはり地域の方々、商店街と本当に力を通わせてアイデアもたくさん御商売人
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の方は持っておられますから、本当によく相談して、お祭りであったり、イベントを

成功させていただきたいと思いますし、何か保育所から小学校に上がれば、このサイ

クルが変わると。確かに、そういうこともある中で、やっぱり若い人たちのニーズで

すよね。子育て世帯のニーズに合った施策を少しでも一歩前に進めていけるかどうか、

この大正区のＰＲに、地道な取り組みですけど、つながっていくと思いますので、そ

ういった点で、この区政会議委員の皆様からの御貴重な御意見をいただいて、区政に

反映させていくという貴重な場でもありますので、ぜひ区役所の皆様におかれまして

は、これからも頑張っていただきたいですし、区政委員の皆様もいろんな御意見、今

回はなかったんですけど、子どもたちの子ども食堂というんですか、そういう取り組

みであったり、いろいろ行政に対しては、各地域で頑張っている方は、要望というの

は本当にたくさんあると思いますので、やっぱりそういったことをこの場で出しても

らって、人の住みよいまちづくりを進めていけたらと率直に思いました。以上です。 

○寄本議長 

 ありがとうございました。では、出雲議員。 

○出雲議員 

 改めまして、皆さんこんばんは。出雲でございます。今、小原議員のほうからもあ

りましたけども、本日すばらしい活発な意見があったと思います。そして冒頭に区長

が、これからやっぱり区民ニーズをしっかり把握していくんだと。そして、掘り起こ

しも行っていくんだという、その中で真の議論をやっていく、また活発な議論をやっ

ていくんだという力強いお言葉もあったと思います。 

 我々やはり政治家としては、その中で政治課題、これをしっかりと受け止めて政治

課題としてやっていかなければならないもの、そしてその後、行政のほうでできる行

政課題、そこをやりながら、やはり一番課題というのが、本日議論をたくさん出して

いただいた区民の皆様方、それぞれだと思います。子育て世代についてもそうですし、

商店街のこと、また地域まちづくりのこと、全てそういったものは、一番身近に感じ
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ておられる諸先輩方が持っておられると思っていますので、我々議会人としても、し

っかりこの会をこれからも発展していって、その中でお言葉をいただきながら、解決

へ向け、今度また我々市会議員３人団結しながら大正区発展に努めたいと思いますの

で、またこれから委員の皆さん、また行政の皆さんとも、しっかりタッグを組んでい

きたいと思いますので、よろしく今後ともお願い申し上げます。以上でございます。  

○寄本議長 

 ありがとうございました。 

 それでは次の議題に移りたいと思いますが、区政会議委員の改選について、事務局

より説明をお願いいたします。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 それでは議題の３です。区政会議委員の改選について、御説明をさせていただきた

いと思います。書類番号４をごらんください。 

 委員の任期についてですが、現在委員の皆様の任期は、今年９月３０日までとなっ

ておりますので、次の委員の任期が１０月１日からの２年間となります。今回の改選

にあわせまして、今後の区政会議では、出席委員の皆様から御意見をいただけるよう

な会議体をめざしまして、次のような委員構成にしたいと考えております。  

 まず、地域団体からの御推薦につきましては、現行の１４団体から６団体６名に、

地域まちづくり実行委員会からの推薦者１名、それと公募委員につきましては、現行

の１５名から１０名程度とさせていただきたいと思っております。 

 公募委員の募集期間につきましては７月３日の月曜日から７月３１日の月曜日まで

としまして、区広報紙の７月号や区ホームページ、区の広報板などで周知をいたしま

す。公募委員の募集に関する内容につきましては、別紙のとおりとなっておりますの

で、ご覧いただけるかと思います。 

 議題３．区政会議委員の改選については以上です。 

○寄本議長 
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 ただいま御説明いただきました点につきまして、御意見ございますでしょうか。 

 一応、本日の予定されておりました議題は以上で終了いたしました。議事進行に御

尽力をいただきまして、ありがとうございました。 

 私事でございますが、約４年に渡って、議長を務めさせていただきました。なかな

か思うように議事が進まないときもあり、また皆さん方がおっしゃっていただく御意

見の取り上げ方も、私なりにいろいろ後で反省しますけど、なかなかうまくいくもの

ではございません。いろいろそのような中で４年間、皆さん方の御協力を得まして、

務めさせていただきました。本当にありがとうございました。 

 時間が少し残っておりますが、区長さんもう一度、先ほどの御挨拶では、御挨拶さ

れるようなことを。先に事務局がされますか。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 寄本議長ありがとうございました。 

 本日の配付資料の中ですけども、御意見シートを配付させていただいておりますの

で、本日の会議で御発言できなかったことや内容に関しての御意見等ございましたら、

御記入の上、御提出いただきますようにお願いいたします。 

 それでは、最後に吉田区長よりお礼のあいさつを申し上げます。 

○吉田区長 

 どうもありがとうございました。 

 まず、区役所として本日十分申し上げ尽くせなかったことが何点かあると思ってお

りまして、それの補足をさせていただきたいと思います。 

 まず金沢先生から御指摘いただきました学校統廃合の件ですが、先ほどお答えいた

しましたとおりでございまして、これからどう進めていくのかというスケジュールご

と抜本的に見直さないといけないと、こういうふうに思っております。 

 子どもの教育環境にとっては、やはり複数以上のクラス編成が必要であるというこ

とは、基本的に私もそうだと思っておりまして、そういう教育環境の良し悪しの議論
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はしっかりと進めていきながらも、現実的には学校のキャパの問題とか、人口動態が

ございますので、基本は基本として、現実にどうしていくかというのはしっかり役所

としても精査していかなければならないと思ってます。 

 精査していかなければならないものの一つがやはり人口動態でして、大阪市として

も、例えば区全体の人口推計は読んでいるわけなんですけれども、先ほど申し上げま

したように、三軒家西はどうか、東はどうかということについてまでは推計しており

ません。 

 ですからやはり、身近にいる私たちが経済状況、産業状況を見据えた上で、仮に三

軒家西を他の小学校と統合するという絵を書いても、じゃあそこの地域が本当に現状

のまま人口が推移するのかということも、多分にかかわっていくことですので、きめ

細かく人口の読みをしていった上で、抜本的にスケジュールも含めて見直していきた

いと思ってます。 

 それから放課後学習についてですけれども、悩ましいことがありまして、受託事業

者が見つかるかどうかというのはこれからのことなんですが、そもそもは先生方も御

存じのように、子どもの貧困対策というところから始まったことですから当然、ここ

でやってもらう学習の内容も基礎学力中心、それから学習意欲の向上を中心にやって

もらわなきゃいけないんですけれども、実際にそういうサービスが貧困という層に届

くような仕組みになっているかどうかというと、それは必ずしもなってないんですね。 

 ですから私たち、この事業も含めて今後の区政をあずかるものとしては、吉村市長

がめざす、真の貧困、子どもの貧困対策にこれがなっているのか、あるいはほかに何

か手だてしなきゃいかないのかということも含めて、しっかり検討していかないとい

けないと思ってます。 

 小原先生からも、ありがたいお言葉をいただきましたんですけれども、一言で言う

と、区民の皆さん方から見て、それは自分のニーズに合っている、耳ざわりがいいと

いうことだけやったらいいかというと、そういうことではないんだろうと思うんです。
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商店街の活性化なんて、まさにそうで、区民のニーズがそこにある、なしも非常に重

要なんですけれども、商店街の活性化がまちの発展にどうつながるかというニーズと

いうよりか、むしろシーズですよね。潜在的なニーズと言ってもいいと思うんですけ

れども、そこを区役所の方でしっかり見極めてやらせていただきたいと思っています。 

 それから出雲先生も同じようなことをおっしゃっておられまして、政治課題につい

ては、しっかりやっていくという力強い御発言もいただきましたけれども、私たちの

ほうも区民ニーズはしっかり把握しながらも潜在的な区民ニーズ、真の区民ニーズの

掘り起こしは、これからやっていかないといけないと思ってます。 

 委員の皆様方からも、さまざまな御意見いただきまして、少しまとめてお答えさせ

ていただきたいと思うんですけれども。 

 まず資料にもしっかり書かせてはいただいたんですが、各事業の目標設定、何をめ

ざすのかというところについては、最終ゴールについては今後、きちっと整理する必

要があると思っています。 

 例えばですけれども、事業の良し悪しをイベント参加者に対するアンケートで測れ

るのかとか、まちづくり実行委員会の御意見もありましたけれども、これも実行委員

の役員の方々に聞くことで、まちづくり実行委員会のその発展の度合いを測れるのか

といった、大いなる疑問があります。 

 これまでは、やはり初期の段階でしたので、そういうような手法もあるかと、あっ

たことは事実なんですけれども、やはりこれからは、区民全体に与える影響は、どう

なのかと、どうだったのかというところ辺りに目標設定をして、きちっと整理した上

で、事業構築をしていかなければならないと思っています。 

 それから、ものづくりに関して「新しいことを何かやっていますか」という御質問

もありましたが、確かに新しいイベントとか事業を増やしていくというのも、区政発

展へ向けての一つの方向性だと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、

今私たちが一生懸命やっている事業が、それに直接かかわる方々への影響だけではな
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くて、区民全般にどういうふうに影響を与えているかという視点も持たないといけな

いと。すなわち、これまでやってきた事業を新しい事業に変えることだけではなくて、

これまでやってきた事業をさらに深めていくというんですかね。影響をより多くの区

民の皆さん方に及ぶような事業構築ということをめざしていくのも、一つの大正区政

のあり方かなと思います。 

 それから地域まちづくり実行委員会について、御意見がございました。寄本会長の

リーダーシップによりまして、これから正式に詰めていくわけなんですけれども、地

域まちづくり実行委員会が１０委員会ありますが、その委員長と申しますか、代表の

皆様方によって、まちづくり実行委員会の会長会なるものをつくっていこうというふ

うに考えております。 

 これまでのいろんな経緯や背景もございますし、また、その中間支援組織のあり方

という大きな課題も抱えておりますので、そういうことも含めて、各まちづくり実行

委員会の御代表の方にお集まりいただいて、各実行委員会が抱えている課題等をしっ

かり聞いた上で、まちづくり実行委員会をさらに、実のあるものに変えていけるよう

にいたしたいと、このように考えております。 

 商店街へのサポートや音楽振興へのサポートの御意見、御要望もございました。こ

れは地域福祉と同様で、先ほど小原先生もおっしゃいましたけれども、自助と互助と

共助、さらに公助をどうこれからミックスさせていくのかというのをしっかり整理す

ることが必要だと思っています。 

 しかしながら、最初から自立ということにはいかない、自立を求めるわけにはいき

ませんので、最終ゴールですね、最終的にこうしていくんだと、そのバランスをこう

していくんだということをきちっと整理をした上で、行政としてはできる限りサポー

トをしていく所存でございますので、御議論にも御協力いただきたいと思っておりま

す。 

 最後に、住みやすいまちについての御意見もいただきました。何が住みやすいか、
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どのようなまちが住みやすいかというのは、恐らく住民の皆さん方それぞれだと思う

んですね。それぞれ尺度が異なるわけです。それぞれのお立場、それぞれの生活対応

によって、住みやすさを感じるものが違うと思います。 

 ですからこれまでは、大阪市政としても市政改革という大きな柱のもとに一致団結

して進めてきましたけれども、これからは今申し上げましたように、住民一人一人の

ニーズが異なるということから、きめ細かく区民の皆様方のニーズを把握して、そし

て潜在的なニーズ、シーズをしっかり掘り起こして、その上でこれからの大正区政を

司っていくことが必要だと思っています。 

 そのためにこそ、こうした場で区民の皆様方のきめ細かなニーズ、意見をお聞かせ

いただければとてもありがたいと、このように考えております。 

 区政会議の冒頭にも申し上げましたけれども、これをもちまして、２年間の御任期

の最後ということになります。来期も引き続き、委員をお引き受けくださる方もいら

っしゃると思いますが、ひとまずここで区切りということになります。皆様の御尽力

に対しまして、区民を代表して厚く御礼を申し上げたいと存じます。まことにありが

とうございます。 

 全２９名中、１１名の委員の皆様方におきましては、２期４年間の御任期を全うさ

れ、御尽力をいただきました。重ねて御礼を申し上げたいと存じます。 

 これからもそれぞれの立場で大正区政に対しまして御支援、御指導賜りますことを

心からお願いを申し上げまして、私からの閉会の御挨拶とさせていただきます。本日

は、まことにありがとうございました。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 それでは本日の区政会議は、これをもって終了いたします。なお、お帰りの際は、

２階駐車場、玄関側からお願いいたします。本日は皆様ありがとうございました。  

 

―了― 


