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平成２９年度第３回大正区区政会議 

 

日 時：平成３０年２月２６日（月） 

    午後７時００分～午後８時４３分 

場 所：大正区役所５階５０２会議室 

 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 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２９年度第３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。 

 今回の区政会議は、大正区将来ビジョン２０２２（素案）、平成３０年度大正区事

業・業務計画書（素案）、平成３０年度大正区運営方針（案）及び予算（案）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１８名のうち出席者は１４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、区政会議の条例に基づきまして本会

議は有効に成立しております。 

 それでは開会に当たりまして、吉田大正区長より御挨拶申し上げます。  

○吉田区長 

 皆さん、こんばんは。大正区長の吉田康人でございます。 

 区政会議委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中このようにお集まりいた

だきまことにありがとうございます。 

 市会議員並びに府議会議員の先生方にも御参加いただいております。お忙しい中あ

りがとうございます。そして傍聴の方々も御参席でございます。こちらもお忙しい中

お越しいただきましてまことにありがとうございます。 
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 大変御無礼ではございますが、早速議論を始めさせていただければと存じます。  

 冒頭私から３点につきまして発言させていただきます。 

 １点目でございます。本日の議事次第に基づきまして御議論をお願いいたします。

前回と同じく会議の約二週間前に資料と事前質問、意見シートをお送りさせていただ

きました。委員７名から４４件の御質問・御意見をいただいたところでございます。

したがいまして、区役所からの資料説明は割愛させていただき、頂戴いたしました御

質問や御意見への回答をもって御説明とさせていただきます。なお、この会場の場で、

ぶっつけ本番で御質問・御意見をいただくのも大歓迎でございます。 

 次に２点目、将来ビジョン素案の３ページの初めに、あるいはまた３４ページの区

民ニーズの把握でも御提案を申し上げておりますように、このビジョンが区民から愛

され、読まれ、広がりかつ区政運営の実務へいかせるものにするため、区民や専門家

との議論とともに区民意識調査の結果も将来ビジョンや事業・業務計画へ的確に反映

させたいと考えております。既に年末年始をまたぐ形で今年度初回の区民意識調査を

行っており、速報値ではありますが、その中からかいつまんで御報告申し上げます。

時間的制約がございますので項目のみ御説明いたします。 

 １枚ものでお配りしております１２月２５日大正区区民意識調査着目ポイントとい

うスライドをごらんください。 

 次の事項に対しては、おおむね肯定的な御評価を区民からいただいております。具

体的には、一番上に書いてありますように広報紙に知りたい情報が掲載されているこ

となど、ごらんいただいている項目でございます。 

 次に逆におおむね否定的な御意見をいただいているものもございます。具体的には、

区のツイッターやフェイスブックが区民の情報入手ツールになっていないことなど、

今ごらんいただいている項目でございます。 

 次に区民ニーズの傾向が示されている結果も出ております。具体的には教育の目標

として、大切なものとして学力がこの区ではトップにあげられていることなどごらん
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いただいている項目でございます。 

 今年度２回目の区民意識調査も既に実施済みで現在集計中でございます。区民意識

調査の詳細結果は後日ホームページなどで公表いたします。 

 私の責任で行う区民意識調査のほかにも市政改革プラン２．０（区政編）との関連

で、２４区役所で一斉に行った区民アンケート調査の結果も出ております。また、全

国学力学習状況調査の大正区分の結果も把握いたしております。それらが示す区民全

体がどう考えているのかということも将来ビジョンや事業・業務計画書へ反映させて

いきます。 

 最後に３点目でございます。事務局からも後ほど御説明させていただきます。会議

の効率化へ向けまして区役所からの説明をできるだけ割愛することなど、ありとあら

ゆる努力をいたしております。 

 しかしながら皆さんもお感じのとおり、皆様との意見交換や議論の時間がまだまだ

不足いたしております。そこで来年度から区政会議の開催回数を年間現行の３回から

４回へ増やしまして、かつ１回当たりの会議時間につきましても現在の１時間３０分

から２時間へと拡大させていただきたいと考えております。何とぞよろしく御理解の

ほどお願い申し上げます。 

 本日は限られた時間ではございますが、委員各位からの忌憚のない御意見をいただ

きたいと存じております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 発言は以上です。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。 

 それでは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。まず

【書類番号１】大正区将来ビジョン２０２２（素案）、【書類番号２】平成３０年度

大正区事業・業務計画書（素案）、【書類番号３】平成３０年度大正区運営方針

（案）、【書類番号４】平成３０年度大正区関連予算（案）概要、【書類番号５】区
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の地域福祉施策にかかる方針を検討・決定する仕組みの確立について（案）、【書類

番号６】区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答、【書類番号７】前回の区

政会議・総合教育会議・パブリックコメントでの意見と対応について、それと、あと

書類番号をつけておりませんが、フェイスブックの分析をしたカラー刷りの資料と今

区役所のほうでお配りしております、フェイスブックの認知度を上げるためのチラシ

としおり、クリップ止めの分、これを一緒に置いております。おそろいでしょうか。 

 それでは進めさせていただきます。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、後日区のホームページ等で公開させてい

ただきますので、御了承ください。 

 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山本議長にお願いしたいと思います。 

○山本議長 

 皆様こんばんは。それではただいまから議事に入らせていただきます。 

 まず議題１の大正区将来ビジョン２０２２（素案）、議題２の平成３０年度大正区

事業・業務計画書（素案）、議題３の大正区運営方針（案）及び予算（案）について

区役所から説明をお願いします。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 それでは私のほうから御説明させていただきます。 

 議題１の「大正区将来ビジョン２０２２（素案）【書類番号１】」、議題２の「平

成３０年度大正区事業・業務計画書（素案）【書類番号２】」、議題３の「平成３０

年度大正区運営方針（案）【書類番号３】」につきましては、皆様に事前にお送りさ

せていただき、既に委員の皆様方から御質問や御意見を多数いただいております。会

議時間も限られておりますので、【書類番号６】の区政会議委員からの事前質問・意

見に対する回答をもって議題１から３の説明とさせていただきたいと思いますので、
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よろしくお願いいたします。 

 また、区政会議での意見や総合教育会議での意見、１月に実施しましたパブリック

コメントの状況についてを【書類番号７】でおつけしておりますので、こちらのほう

はまた御一読いただければと思いますが、区政会議の意見の対応についての３つ目に

ございます区の魅力発信の充実について１つだけ御紹介といいますか、これまでの取

り組みをお伝えしたいと思います。先ほどありました、カラー刷りのフェイスブック

における子育て情報の発信についてという資料をごらんください。  

 前回の区政会議でなかなか子育て情報が入ってこないというお話がございました。

区役所からは、ホームページやフェイスブックなどで魅力発信をしているということ

を回答させていただいたのですが、その状況を少し分析させていただきまして、区政

会議委員の皆様にお伝えさせていただきたいと思います。 

 資料をめくっていただきまして２ページ、フェイスブックページの効果分析という

ところです。フェイスブックのフォロワー数なんですが、右上に書いておりますよう

に、一般的には女性の２０代から３０代のユーザーが多いとなっているのですが、大

正区では圧倒的に男性ユーザーが多いということになっています。なかなか２０代３

０代の女性ユーザーが取りこめていないというような分析結果になっております。そ

れと２番ですが、営業日に毎日１投稿以上、平成２９年度は２３２件投稿させていた

だきまして、１０７のフォロワー増加につながっているという結果になっております。 

 ３ページはジャンル別の平均リーチ数、フェイスブックを見に来ていただいた方の

数ですが、子育て教育のところは少し丸をしておりますが、少し伸び悩んでおりまし

て、一番下のところがちょっと件数が少ないんですが、区政会議については非常に注

目度が高いというような結果になっております。右上のところに書いていますように

一般的に２０代３０代女性のユーザーは多いため、もう少し子育て・教育ジャンルは

上位にくるはずであったのではないかなというような分析結果になっております。  

 ４ページはそれに向けた対策なんですが、本日お配りしております、こういったチ
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ラシやしおり、しおりにつきましては保健福祉課のほうで母子手帳に挟んでいただい

たり、区役所の窓口でチラシを配っていただいたり、図書館でも周知いただいている

というようなところで地道にフェイスブックのフォロワーを増やす、認知度を上げる

というような取り組みをしております。 

 ５ページでございます。子育て・教育ジャンルの記事については前々から委員のほ

うからも御指摘がございましたので、投稿数については区役所の投稿数の中でも一番

多く投稿しております。そんな中で平均リーチ数ですが、突出した内容というのはな

かなかなくて、今後どの世代にどのような情報を送っていければいいのかということ

を検討していかなければならないと考えております。 

 最後６ページになります。平成３０年度に向けての取り組みですが、ニーズの把握

ということで、子育て世帯向けのニーズを把握した上で、投稿を行っていく必要があ

ることから保健福祉課とも調整しながら子育てサークル等に参加している保護者の方

にどういった情報が役に立つのか、またそれに参加されていない方、特に情報をどこ

でキャッチされているかということも含めて、ヒアリング調査を開始したいと思って

おります。 

 それと２番目ですが、投稿の時間もいろいろ傾向が出ておりまして、平日でしたら

２１時ごろ、曜日で言いますと平日よりも日曜日とかそういったところに閲覧してい

ただいている回数が多いということがわかってきておりますので、その辺も含めて効

率的なフェイスブックの活用を行ってまいりたいと考えております。以上がこの区政

会議の意見の中での一つの魅力発信に対する前回からの進捗状況でございます。  

 以上でございます。 

 それでは引き続きまして、【書類番号６】区政会議委員の方からの事前質問・意見

に対する回答について御説明させていただきます。少し長くなりますが、よろしくお

願いします。 

 それでは、まず大正区将来ビジョンについての御意見・御質問等に対する対応方針
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について御説明させていただきます。 

 まず照喜納委員の御質問についてお答えをしていきたいと思います。 

 １番、健康寿命の延伸ということで、大正区健康強化月間等を制定し、この期間で

さまざまな行事や啓発活動を行っていく、また大正区健康の日を制定してはどうかと

いう御質問に対しまして、健康展の開催月である１０月を「大正区健康強化月間」と

し、開催日を「大正区健康の日」とするなど、医師会等の協力を得ながら、取り組み

を進めてまいりたいと考えております。 

 ２つ目、空家対策についてです。国は空家に対して課税強化を検討している今、利

用価値を高めるため、業者及び事業者等の意見を求め、持ち主に活用の方法を提言し

ていくということです。事業・業務計画書No.５２にも記載のとおり、空家等の利活

用を促進してまいります。実例としましては、「大正・港エリア空き家活用協議会」

による個別相談会やセミナー等を開催し、その成果として、泉尾老朽長屋を住居・店

舗つきシェアアトリエにリノベーションした事例がございます。 

 ３つ目、地域活動の活性化に対する御意見です。地域活動の活性化のためには１０

地域の活性化が必要。区民まつりの中でもよいが、スポーツイベントで競わせる方法

を作ればよいという御意見ですが、区民まつりにおけるミニ運動会をはじめ、各地域

から積極的に御参加いただけるように働きかけていきたいと思っております。 

 ４番でございます。地域包括ケアシステムの構築について現在の地域包括支援セン

ターとの関係はという御質問ですが、大正区に２カ所ある地域包括支援センターは、

地域包括ケアの推進のため関係機関等による地域でのネットワークを構築する役割を

担っております。 

 ５番目、生活支援コーディネーターに関する御質問です。どのような資格を持った

人が就くのか。何名程度で全ての地域に配置されるのかという御質問です。生活支援

コーディネーターはそれぞれ１区に１名配置されておりまして原則として社会福祉士

が配置されております。 
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 ６番でございます。すみません。こちら那須委員の御質問に変わっておりました。

災害への備えについての御質問かと思います。防災訓練以外で周知を図る手段は。増

加しつつある高齢者は区のホームページやＳＮＳは余り見ないと思われますが、特に

高齢者に対しての手段はということでございますが、その対応としましては、区の広

報紙や地域を通じてわかりやすく広報することが必要と考えております。  

 引き続いて災害の備えについて、南海トラフ地震の３０年発生確率が従来の７０％

から７０～８０％に見直されている中で、１年でも早い計画策定が望ましいところで

すということにつきましては、事業・業務計画書にも記載とおり、平成３０年度中に

区内全１０地域において地区防災計画を策定できるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ８番でございます。地域活動の活性化についてでございますが、地域まちづくり実

行委員会が既に、高齢化、固定化、若年世代との情報共有ができていないのではない

かという御質問です。事業計画書No.８６にも記載のとおり、中間支援組織を活用し

ながら自律的な地域運営の仕組みづくりを支援いたします。 

 ９番、こちらは災害への備えの項目でございます。防災計画等の認知度が低いため

とあります。例えば、ある発行月の広報紙の一面トップで全て防災訓練計画のことで

字も大きくするなど目立つようにできれば見やすく注目されるのではないでしょうか

という御質問でございます。区民モニターアンケートにおきましても、広報紙を読ん

でいると回答された方は８７％を上回っておりまして有効な手段と考えておりますの

で、今後も広報紙を活用してわかりやすくお伝えしてまいります。 

 １０番、松本委員からの御質問です。情報発信・伝達の強化の項目です。広報板な

どをもっと有効活用できるのではないか。イベント等情報発信したい人が自由にポス

ターを貼れるような仕組みが整えば、情報の伝達がよりスムーズになるはずであると

いう御質問です。大阪市広報板の使用に関しましては、いろいろな規定がある中では

ございますが、今後よりよい使用方法を模索してまいりたいと考えております。また、
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現在も広報板に貼らせていただいているポスターについては、区のほうで承認印を押

して貼っております。 

 １１番、森川委員の御質問で、子育て施策の充実（見守り）です。子育て施策の中

に子どもの親に対する施策も必要と思います。親を離婚させないような親の家庭環境

のストレスを解消できる行事や講習会が必要ですということでございます。事業・業

務計画書No.９・１５・１６・２７・２８・２９で関連のことを記載しておりまして、

母子保健事業による妊娠期や乳児期からのできるだけ早期からの寄り添った支援を行

い、情報の発信・提供、講座の開催等により子育てに対する不安感を軽減し、安心し

て子育てできる環境づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 １２番でございます。問題行動への対応。生徒の心の問題については、子ども、親

からするとどこに相談したらいいのかわからないケースがあります。区役所として心

の問題の解決の手助けになれる方法の紹介をしていますというようなことを情報発信

していく必要があるのではないかという御質問ですが、事業・業務計画書にも記載の

とおり、スクールソーシャルワーカーが区内小中学校を巡回し、問題を抱える児童・

生徒の環境整備に努めております。また、No.６３で記載しております学習支援・登

校支援サポーターの派遣などによりまして個別課題解決に向けた取り組みを進めてお

ります。子育てに関する相談につきましては、区保健福祉センターで行っております

ので、またより一層の情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして１３番、ものづくり企業の活性化についてです。ファクトリーステイは

本来、修学旅行生たちにものづくり企業にて就労体験をしてもらい、その企業にゆく

ゆくは就職してもらって区の就労人口を増やす目的もあったと思いますがという御質

問ですが、ファクトリーステイと申しますのは、全国の２０歳代の男女を対象に平成

２９年度初めて実施いたしました。参加者は企業での就労体験と大正区の生活につい

て満足を得ておりまして、継続することによって区の就職と定住につながるものと考

えております。またこれとは別に、平成２５年から高校生を対象としたインターンシ
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ップをしておりまして、受け入れ企業にそのまま就職した学生も出てきておりまして、

着実に成果を伸ばしているところでございます。 

 引き続きまして１４番、学校の適正配置についてです。この文章から考えると、三

軒家西小学校は現状から早期に改善すべきではないかという山北委員からの御質問で

ございます。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が、三

軒家西小学校は単一学校であるため、今後、人口動態なども見極めたうえで、教育委

員会とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。 

 引き続きまして大正区事業・業務計画書【書類番号２】のほうに入ってまいります。 

 まず竹内委員からの御質問です。予算額のないものについてはどうでしょうかとい

う御質問なんですが、事業実施にあたりましては、別途人件費が必要となりますが、

事業計画書においては、物件費のみを記載する様式となっておりますので御理解いた

だきたいと思います。 

 住民情報については住民情報業務等の民間委託による実施についての内容に記載さ

れている文言を読んでも具体的に何をどのようにしているのかがよくわかりませんと

いう御質問でございます。民間委託料の内訳といたしまして、区の予算であるまちづ

くり推進費、住民登録・戸籍に関することから３，１２２万５千円とＩＣＴ戦略室予

算４６９万円の支出を予定しているところでございます。 

 続きまして照喜納委員の御質問です。地域自立支援協議会はもちろん大事であるが、

障がいで悩んでいる本人及び家族と同じ悩みを抱えている方々が悩みを共有でき、集

い合える場所をつくることが必要ではないかという御質問でございます。平成２９年

３月に策定しました「大正区地域福祉ビジョン」に記載のとおり、子ども・高齢者・

障がいのある方など、さまざまな方の支援を取り組むこととしております。地域自立

支援協議会では「障がいのある方のための相談会」を区役所で月に１回定期開催して

おりまして、今後とも相談支援の充実に努めてまいります。 

 続きまして、４番でございます。大正区は高齢者になっていないひとり暮らしの方
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が多く、将来、高齢者になると要支援になる可能性が高い。このような方をどう地域

として見守っていくのかが課題であるということでございますが、要支援者に対して、

適切な支援につないでいくことができるよう地域の見守り機能を強化してまいりたい

と考えております。 

 続きまして５番でございます。尻無川河川広場にぎわい創造拠点の管理運営につい

て、大正駅、ドームの近辺の好条件であるが、ここだけでは大正区の活性化にはつな

がらないという御意見でございます。この件につきましては先の区政会議でもお答え

申し上げましたとおり、尻無川河川広場だけではなく大正内港や泉尾のリノベーショ

ン長屋等の拠点も含め、広がりを創り出し、区全体へ広げていければと考えておりま

す。 

 続きまして那須委員からでございます。ＰＤＣＡの結果、ベストプラクティス事例

は水平展開されているのかという御質問ですが、ＰＤＣＡの全市的な進捗を管理する

運営方針におきまして、平成２５年のベストプラクティス事業について市のホームペ

ージで公開しておりますので、またごらんいただければと思います。 

 続きまして７番、事業・業務計画書にＰＤＣＡ各段階の実施予定・実施年度を表示

できないのかという御質問ですが、事業計画書につきましては単年度の計画（Ｐｌａ

ｎ）をお示しさせていただいており、Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ及び自己評価を行いまして、

改善（Ａｃｔｉｏｎ）を行いまして、来年度の事業計画書に反映させるという単年度

ごとのサイクルになっております。 

 続きまして予算についての御質問なのですが、先ほど竹内委員のほうからもござい

ましたが、予算額につきましては、事業予算のみで人件費は含まれておりません。 

 続きまして、公募型プロポーザル方式でどのような業種の企業（団体）が応募され

るのでしょうかという御質問ですが、平成３０年度についてはまだ決定しておりませ

んで、２９年度実績で申し上げますと、大正区地域まちづくり共同体、地域まちづく

り実行委員会と幹事事業者との共同体となっております。 
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 続きまして、松本委員からのここ最近特に、路上に動物のフンが落ちているのが目

につきます。飼い主のマナーを改善させるような対策はございますかという御意見で

ございますが、大阪市では、毎年４月１０月を「犬・猫を正しく飼う運動」強調月間

としておりまして、大正区でも「こんにちは大正」などで啓発を行っています。また、

不適切な飼養に関する情報が寄せられましたら区役所の生活環境担当が現場を確認の

上、飼い主が特定される場合には直接指導、特定されない場合については、広報宣伝

による啓発を行っているところでございます。 

 続きまして１１番、中間支援組織の活用について、各種地域団体や企業・ＮＰＯと

は具体的にはどの分野の団体ですかという御質問ですが、特に分野を限定するもので

はございませんで、身近な地域の中でさまざまな活動や、生活課題などの解決に取り

組む団体を想定しておりまして、さまざまなボランティア・市民活動に関する情報に

つきましては、大阪市市民活動総合ポータルサイトでもごらんいただけます。 

 それから１２番、大正区内にある憩の家、福祉会館も利用方法をわかりやすくして

ほしいという御質問でございます。地域集会施設・高齢者関係の施設一覧のホームペ

ージを御案内をさせていただきます。現在、利用方法や料金等調査中のものにつきま

しては、確認後わかりやすく周知いたしますが、ホームページにおいて記載させてい

ただいておりまして一度ごらんいただきたいと思います。 

 １３番、大正会館について、利用頻度の低い場所は子育て世代や若者向けの施設に

してみてはどうかという御質問ですが、大正会館につきましては区役所附設会館条例

に基づきまして、その設置目的が定められており、この目的に沿った事業での活用が

可能です。さまざまなコミュニティ活動の拠点であることから、特定の目的の施設に

はできないということでございます。 

 １４番、御手洗委員からの御質問ですが、事業計画の中の目的という書き方となっ

ていますが、「事業」に対する「どの様な結果」を期待しているのか知りたいですと

いうことでございます。それにつきましては、中期展望を見据え、最終的な結果とし
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て目的を設定しておるような形になっております。 

 引き続きまして１５番、事業計画書の中で〇〇の構築といったシートがありますが、

関連する事業についてわかりやすくしてほしいということでございます。その次の１

６番、担当や事業がそれぞれ関係もあると考えますので、分けるより総合的な計画や

対策もあってよいのではという御質問につきましては、今年度初めて事業計画書につ

いて取り組んでおりますが、今後も精査してまいりたいと考えておりますので御理解

をいただきたいと思います。 

 １７番、森川委員から地域担当制に関する御質問かと思われますが、区役所の地域

担当をしていただいている方々は現在の会長より次にくる会長や役員のフォローをし

た方がいいと思う。現会長から次の会長の間に引き継ぎがうまくいっていない場合等

の区の担当者のフォローが必要ではないかということでございます。それにつきまし

ては、地域の実情に応じまして、自立的に地域運営ができるよう区役所としても支援

してまいりたいと考えております。 

 １８番、はぐくみネット関係かと思われます。子どもの人のつながりとして、子ど

もを地域の行事に参加できるアプローチをしてあげればいいと思います。具体的には

小学校の校区の地域で防災訓練の講習やふれあい喫茶等の日程を学校で連絡してもら

って子どもの地域の参加促進をした方がよいと思いますという御質問につきましては、

各地域においてさまざまな工夫がされておりますが、委員の御意見はより参加率向上

につながるものとして、これからも中間支援組織も活用しながら自立的な地域運営が

なされるよう支援をしてまいります。 

 １９番に続きます。区民まつりに出店したい方々が他の大正区のイベント等を盛り

上げてくれているケースがあります。区民まつりは地域団体に属していないと出店で

きないのですかという御指摘なんですが、団体に属していないと出店できないという

ルールは設けられておりません。これまでも出店を希望する事業者については個別相

談に応じており、次年度につきましても、区民まつりの企画・運営体制が決まりまし
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たら、御相談に応じさせていただきます。 

 ２０番、山北委員から不正受給者への対策が必要ではないかという御指摘でござい

ますが、将来ビジョンと事業計画書に記載のとおり、定期的な税務調査や資産状況調

査を行い、未申告収入が判明した場合は保護費の返還を求めるとともに、保護が必要

でないと判断した場合や指導に従わなかった場合は保護の停・廃止を行うなど、不正

受給への厳正な対応に努めております。 

 最後２１番です。撤去すべきではなく、自転車置場を有料化してつくるべきではな

いかという御指摘でございます。当区としましても、自転車駐輪場の増設について建

設局へ要望してきており、その結果、来年度に増設される予定となっております。合

わせて放置自転車の撤去回数の増加も行う予定にしております。 

 すみません、長くなっておりますが、大正区民運営方針【書類番号３】について御

説明させていただきます。 

 １番です。竹内委員からですが、前回の運営方針との違いを教えてほしいというこ

とと、毎回同じような書類をたくさん用意されるのは大変なので変更のないものはそ

のままで変更点のみ連絡することでよいのではないでしょうかという御意見をいただ

いております。運営方針につきまして大きな変更点としましては、様式１につきまし

ては今回新将来ビジョンの案を策定しましたのでそれに基づきまして、目標や基本的

な考え方を修正しております。様式２は実績の更新や予算算定額を予算額に変更しま

した。様式３では事業の目標の設定を新たに行いました。次回以降、会議資料につき

ましては、変更・修正等の箇所がわかるような形にしたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

 ２番、照喜納委員から地域包括ケアシステムの確立について、その具体的方法やス

ケジュールを示す必要があるのではないかという御質問です。事業・業務計画書にも

記載のとおり、地域支援調整会議において地域包括ケアシステムにかかる方針を決定

してまいりたいと考えております。 
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 ３番です。地域に根差した活動の活性化、担い手不足の解消につきまして区とまち

づくり実行委員会とで意見交換を行い、地域毎でまだ地域活動について知らない方、

特に若い人が参加し、学べる地域活動勉強会等を開催していけば担い手不足の解消に

つながっていくのではないかという御意見でございます。今後も「まちづくり活動見

本市」のような各地域の取り組みを共有する場が必要と考えておりまして、御参考ま

でに３月１８日に開催します「地活協まちづくりフォーラム」のチラシを最後につけ

させていただいておりますので後ほどごらんいただきたいと思います。 

 次４番です。自治会・町内会単位の活動への支援について、森川委員のほうから高

齢者と若い人とのギャップが大きいため、町内会に若い人は入ってこないと思います。

若い人を町内会に参加させるためには、若い人の負担をいかに減らせるかが大事かと

思いますとの御意見です。将来ビジョンでも「おたがいさまの精神で」を基本的方向

性のもと、地域まちづくり実行委員会が、その地域特性に即した地域課題の解決に向

けた取り組みが自立的に進められる状態になるよう区としても支援してまいりたいと

考えております。 

 最後５番です。山北委員のほうから、交通局がもっている鶴町の土地利用について

の御質問でございます。現在、地下鉄建設計画の見直しによりまして不要となりまし

た鶴浜車庫用地につきましては、港湾局にて土地利用計画の変更を検討する旨聞いて

おりまして、区役所のほうからも地域の活性化につながるよう要望しておるところで

ございます。以上となっております。 

 最後に、その他の御意見ということでいただいております。４点ございまして、１

番、那須委員のほうから、将来ビジョンの概要版のフローチャートが少し見にくいと

いうことでしたので、今回皆様にお配りしている概要版については、修正を加えてお

りますのでごらんいただきたいと思います。 

 ２番、御手洗委員のほうから防災防犯にかかわりまして、大正区独自の区民向けサ

バイバルセミナーの開催をすれば参加率のアップ等につながるのではないかという御
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意見でございます。大変貴重な御意見と承っております。今後また個別にまたお話を

させていただければと考えております。 

 ３番、森川委員のほうからは、行政として商店街団体に商店街活性化に対する意見

を提言していただけたら助かりますという御意見でございます。商店街を含む産業振

興施策につきましては、大阪市の経済戦略局の所管となるのですが、また具体的な御

提案とかございましたら区役所のほうからでもお伝えさせていただきたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。 

 最後４点目、山北委員から民泊などの空家利用を考えるのならば注意深く計画して

いくべきであるという御質問について、空家問題の解決のためには空家の利活用を促

進することが重要でありまして、民泊もその選択肢の一つと考えております。旅館業

法に基づく許可や特区民泊として認定を取得する必要がありますが、大阪市では違法

民泊施設の取り締まりを強化しつつ進めてまいっておるところでございます。 

 大変長くなりましたが、【書類番号６】の回答をもってそれぞれの議題１から３の

説明に代えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○村田総務課長 

 総務課長の村田です。私のほうから続きまして議題３にございます、「平成３０年

度大正区関連予算（案）」について御説明させていただきます。お手元の【書類番号

４】をごらんください。平成３０年度の大正区関連予算の概要をあげさせていただい

ております。こちらのほうを私から御説明させていただきます。 

 予算編成にかかる考え方、全体予算の概要でございますが、大正区は御存じのとお

り川と海に囲まれた水辺空間、ものづくりの伝統、沖縄と大阪が融合した文化、昔な

がらの温かい人情など、さまざまな魅力にあふれるまちでございます。 

 平成３０年度新たに策定する「大正区将来ビジョン２０２２（素案）」におきまし

て、「地域福祉、地域防災、地域コミュニティ充実の重点化」を２０２２年までの区

政の基本方針として掲げ、「大正区のブランド価値・大正区民のプライド・大正区民
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の自律意識」に根差した民主的な区政運営を行うことで、区民それぞれの生活満足度

が高い大正区、さらに、区外から見ても「大阪、日本に大正区があってよかった」と

思われる大正区をめざし、取り組みを推進していくことで、具体的には５つの柱で施

策を展開しております。《誰もが健康で安心して暮らせるまちへ》につきましては、

主に福祉・健康・生活保護・人権。《快適で安全なまちへ》につきましては、主に防

災・防犯・生活環境。《次世代の未来が輝くまちへ》につきましては、主に子育て・

家庭・学校・地域教育。それから《活力ある元気なまちへ》につきましては主にまち

の活性化・ものづくり。５つ目に《「区民が主役」のまちへ》については地域活動・

広報・広聴・窓口サービスといった分類で事業を組み立てております。 

 ３０年度の区長、区ＣＭが関与する予算案でございますが、これにつきましては大

正区関連予算としまして全体で８億４，９３５万１，０００円となってございます。

そのうち区長自由経費、これは区長の権限で区役所が実施する事業の予算ですが、こ

れにつきましては２億５，６１９万９，０００円、それから区ＣＭ、区シティマネジ

ャー自由経費につきましては、区長の権限で局が実施する事業の予算でございます。

これにつきましては５億９，３１５万２，０００円になってございます。これがどう

いう内訳になっているかといいますと、まず区長自由経費、これ平成２９年度、左側

に書いておりますのが区長自由経費でございまして、平成２９年度につきましては先

ほど言いました約２億５，０００万につきましては、そのうち事業実施選択余地がな

いあるいは裁量の余地の少ない予算が２億３，６００万を占めております。具体的に

はどういうものが入っているかと申しますと、庁舎管理経費、こういった建物を維持

するための経費、それから事務費ですね、パソコンとか、コピー代とかそういったも

の。それから住民情報業務の民間委託といいまして、例えば２階の窓口サービスのと

ころで、窓口にいらっしゃる委託先の事業者の方の経費、あるいは裁量予算の少ない

経費としまして、地域にお渡しさせていただいておりますコミュニティの委託料、こ

ういったお金、あるいはまちセンに係る経費、それから防災防犯に係る経費などがご



18 

ざいまして、ほぼ２億５，０００万のうち２億３，６００万が実質裁量の余地が少な

い経費となっておりました。これが平成３０年度になりますと、これをかなり圧縮し

まして事業実施選択余地のない予算や裁量の余地の少ない予算を２億２，８００万に

減らしております。これは何故かと申しますと、全体で、重点施策推進経費事業とい

うことで別途重点施策を行うということで取ってきた予算、これは空家相談員、事業

計画書でいいますと事業番号５２番、あるいは学習支援・登校支援サポーターの派遣

事業、これは事業・業務計画書で言いますと６３番の事業ですが、こういった事業は

別途予算をいただいたものでございます。これが１，３００万ほどあるんですけれど

も、それを除きますと区長自由経費、やはりこの大正区、人口が少なくなってきてい

る、あるいは少子高齢化が進んでいるといったことで、２４区で全体の予算を分ける

ことになりますとやはりそういった人口の加減とかで減らされてしまうという部分が

ございます。そういうこともありまして、昨年から比べますと重点施策推進事業を除

きますと約７００万ほど減額されております。その中でも庁舎管理など絶対に必要な

経費がございますので、それを引きますと事業実施選択余地のある予算、例えばもの

づくりの企業活性化事業や音楽振興事業、あるいは地域福祉事業の推進に係る経費な

ど、そういった経費が１，５００万の金額になっております。こういった予算の少し

落ちる経費につきましてはこういった予算構成になっております。  

 一方、大正区のＣＭ予算でございます。右側に書いておりますけれども、平成２９

年度は５億３，８００万でしたが平成３０年度につきましては５億９，３００万とい

うことになっておりまして、若干今回は増えてございます。事業実施選択余地のない

予算といいますと、例えばスポーツ施設、千島とか、アゼリア、大正区のスポセンで

すね、小林にあるスポセンの指定管理の代行料とか、地域の子育て支援関係、それか

ら子どもの貧困対策、それから道路の維持補修、道路照明灯の整備、放置自転車対策、

こういったものが事業実施選択余地のない予算で５億６，６００万占めてございます。

事業実施選択余地のある予算につきましては、学校体育施設の改修事業や老人福祉セ
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ンターの運営費というのがございますが、こういった予算が全体でございます。若干

今回増えてございますが、増えているのはこども青少年局の事業が若干増えておりま

すので、こういったものが全体の大正区のＣＭ予算として増えているところでござい

ます。 

 先ほど御質問の中で竹内委員からだったと思うんですけれども、これらのお金は全

て物件費でして、人件費は入ってございません。当然人件費、我々の給料とかあるい

はいろんな手当、例えば交通費ですね、出張した手当、そういうものがございますけ

れども、そういった金額につきましては、別途１１億ほどございます。当然これを全

て事業ごとに分けるというのは、細かい数字の積み重ねになってきますのでなかなか

分けることはできないんですけれども、２９年度から３０年度全体の人件費の圧縮と

いうことで職員数も減らされるところでございまして、そういった中でできるだけ効

率的な事務執行に努めてまいりたいと思いますので、御理解御協力のほどどうぞよろ

しくお願いいたします。私のほうからは説明は以上です。 

○三宅保健福祉課長 

 こんばんは、保健福祉課長の三宅でございます。いつも大変お世話になっておりま

す。私のほうからは【書類番号５】をごらんいただけますでしょうか。区の地域福祉

施策にかかる方針を検討・決定する仕組みの確立について（案）という題名のついて

いる書類でございます。 

 まず最初に目的ということが書いてあるんですけれども、これは「大正区地域福祉

ビジョン」を平成２９年３月に策定いたしましたが、具体に地域福祉の施策を検討・

決定する仕組みをどう担保していくのかというようなことで、それにつきましてこう

いった地域支援調整会議の再構築をすることによりまして、仕組みを確立したいとい

うことでございます。２枚目の決定する仕組み（案）ということで少しイメージ図を

お示ししております。左側に分野別の会議体・事業というような箱がありまして、こ

こに書かれているような各高齢者でありますとか、子育てでありますとか、障がいの
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分野というふうなことでさまざまな会議体をこれまでも開催しているんですけども、

そこは実は区の方針を決める場ではなく、関係機関の情報交換なり課題の共有をはか

る場というようなことになっておりまして、これまでは全体的な進捗状況を把握して

分野間の横串連携を意識した方針を決定する場がなかったというようなことでござい

ます。この図に書かれております真ん中に地域支援調整会議という四角があるんです

けれども、これを再構築いたしまして、施策に係る区の方針を決定する仕組みを確立

して区の地域福祉施策の前進を期するということにしていきたいと考えております。 

 地域支援調整会議で取り扱う事項というのは、１枚目に戻っていただきまして、お

おむね大きく４つの事項になると考えております。区の地域福祉全体に係る課題を初

めとしまして、ここに書いております４つの事項についての方針を決定してまいりた

いと考えております。その方針決定のプロセスにつきましては、また２枚目を見てい

ただきたいんですが、地域支援調整会議で方針案の策定をして、それを区政会議に報

告して御意見をいただくと、それをもちまして方針案の修正及び方針の決定をしてい

く。そして各会議体に方針の提示をしまして、各会議体ではそれに基づきまして施策

の具体化に向けて検討するとそういったようなサイクルを回していくことによりまし

て、この１から６に書かれてあるサイクルを回すことによりまして福祉施策について

の方針を決定してまいりたいと思います。 

 そして地域支援調整会議開催の細目でありますけれども、これは今後調整をいたし

まして開催要綱において定めるわけですけれども、委員構成につきましては、区長初

めとしまして区役所の職員、社会福祉協議会と区役所関係各課職員をもちまして事務

局を務めてまいりたい。そして委員には福祉分野の専門職の方、地域の方、そして学

識経験者等を考えております。 

 開催頻度につきましては、区政会議に合わせまして年４回程度というふうに考えて

おります。このような仕組みを確立することによって地域福祉施策の前進をはかって

まいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。私からの説明は以上で
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ございます。 

○山本議長 

 ただいま区役所から説明がありましたが、事前質問・意見に対する回答、説明に対

する再質問また平成３０年度予算案などにつきまして質問・意見をお受けいたします。

何か御質問・御意見などはございませんでしょうか。 

 ございましたら挙手の上、御質問よろしくお願いいたします。 

○松本委員 

 書類番号４番の予算案なんですけれども、２枚目の区ＣＭ自由経費の裁量の余地の

少ない予算というところが前年度と比べて６，０００万ほど増えているんですけれど

も、これは具体的にはどういうところで増えているんでしょうか。 

○村田総務課長 

 総務課長の村田です。御質問ありがとうございます。これにつきましてはこども青

少年局の重点事業、具体的に言いますと貧困対策で行っている事業ですね。こういっ

たものが子どもの貧困対策としまして７５６万が増えておりますのでその分になって

ございます。 

○川岡議員 

 僕らはわかるけど、一般の方なかなかわからないから、どういうふうな事業内容で

こう増えたんですということをお示ししたらいいかと。 

○村田総務課長 

 すみません、６，０００万ですね。具体的な細かい数字まで今回書かれておりませ

んので、申しわけございません。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 ６，０００万増ということで、大きく言いましたら今申し上げた子どもの貧困対策

でありますとか、先ほど御質問の中で御回答させていただいたんですが、放置自転車

対策の駐輪場の整備でありますとか、大阪市で３年に一度、公園を大改修するんです
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が、平成３０年度は大正区が当たっておりまして、その分で拡大しているなど、いろ

いろな項目がございます。なかなか御説明が難しいんですけれども、大きく言いまし

たら先ほどの子どもの貧困対策のお話ですとか、あと道路の補修でありますとか、放

置自転車対策、公園の整備というようなところが項目に上がっております。よろしい

ですか。 

○金城議員 

 １番から１２２番ぐらいでその中でどれっていうの示した方がいいんじゃないです

か。示せるものがあれば。 

○川岡議員 

 もしわかるんであれば、それで３項目くらいから５項目くらいでいいから６，００

０万までならないけど、２～３，０００万これが増えてて、同じようなんだけど、大

正区にはこういうのが増えているんだなということが皆さんにわかるように説明しな

いとなかなか使い勝手のところじゃなくて、同じ金額じゃなくて予算は増えているわ

けだから、どういうふうな形で前年度と比べたら増えているのかなということを御理

解いただかないとお金だけ増えているでしょ、サービスよくならないのということに

なるでしょ。 

○出雲議員 

 議会でもね、後日でもいいと思うけど。 

○村田総務課長 

 少し細かくなりますけど、項目出ししたものがございますので、それを各委員にお

配りしたいと思いますのでそれを見ていただいた上でまた御質問いただければと。  

○照喜納委員 

 私、ちょっと意見述べさせてもらって。１－３、地域活動の活性化のためには１０

地域の活性化が必要で、１０地域の元気の形いうんかな、そのためにはスポーツイベ

ントがいいんじゃないかと思うんですけれども、対応方針の中で、区民まつりにおけ
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るミニ運動会はじめとかいう、キックベースボールとか、またバレーボールその他の

地域対抗スポーツ大会とかあるんですけれども、全体的に盛り上がるものがないんで

すよね。ましてやパレードも当初は各地域から笛や太鼓をたたきながら人もついてや

ったんですけれども、今はもう当日何時集合、それから順番に回るというくらいで、

こんなんでは実際だんだんマンネリ化していって盛り上がれないので、これをどうす

るかということを具体的に考えて、できたら若い人にどういうふうにしていったらい

いかという、僕の考えは一つは何か１０地域の対抗のメーンになるようなスポーツイ

ベントを考えたらどうかと、いろんなのあるんですけどね。それはやっぱり若い人が

ちょっと意見を出していただいて具体的にやってあと地域にどういうふうにしていく

かとお願いしていく。そうしていくと区民まつりも盛り上がるし、行ってみようかな

という気持ちにもなっていくと思います。ちょっと今の区民まつりでは、マンネリ化

が進み過ぎて全然盛り上がらないというのが現状だと思いますね。区民まつりができ

なければ、また大正区独自のイベントを考えてそこで大々的にやるとかね。一つ具体

的に各県では、何かテレビでものるようなものもありますしね、そこまではなかなか

いかなくても、何かを考えてやっていくという具体的なものをつくり上げていかない

と今のままではやっぱりこうなかなか活性化は現になっていくものがないというのが

現状だと思います。それが第１点目ですね。 

 第２点目は３－３の地域に根差した活動の活性化、担い手不足の解消というところ

で、先ほども話がありましたように地域ではなかなか若い人が地域活動に参加しない。

あるところでは地域自治会が崩壊するというような、近いところもあると聞いていま

す。私もそれが一番悩んでいるんですけれども、その方策として区では今後も「まち

づくり活動見本市」というようなものをつくって、ここの地域ではこういうことをや

っていますよとここではこのようにやっていますよという見本市的なものあるんです

けれども、これ参加しているメンバーを見ると大体地域の役員の中心になっている人

がほとんど参加しているというのが現状で、若い人が見に来ているというような現状



24 

じゃないと思いますね。私も参加していますからわかりますけども、そういう方がほ

とんどです。こういうものも当然大事なんですけれども、もう少し単位を小さくして、

地域で若い人が参加して意見を、地域活動こういうことをしてますよと、こういう楽

しいこともあります、こういう役に立っていますよというようなものをつくっていく、

わかりやすくなるようなことにサポートして行くほうが現実的には若い人が参加でき

やすいなと思います。ですから、この地域まちづくりフォーラムの案内だけでは、こ

れだけでは、活性化はなかなか、若い人が地域活動に参加していく方策にはならない

と私は思います。 

 それと３点目に、前回もありましたように大正区の自転車で観光しているという、

サイクリングのためにもちょっと思いついたんですけど、今大正区のメーン通りに自

転車道がありますよね。自転車道あるんですけれども右行く人も左行くも何もそうい

うのはないんですか今のところは。これをちょっとできるかできないかわかりません

よ。例えば左側の道路であればその自転車道を真ん中で割って片一方は左側通行、片

一方右側通行というふうに分けていくと、横に広がらないかな、今やったらばらばら

だから人の歩いているところも自転車の置いているところもぐちゃぐちゃで歩いてい

っている。これではいつまで経ったって整理ができないので、その自転車道を例えば、

北向きであれば北向きの一方通行、南向きの一方通行、両方ありますよね、歩道がね、

大正区の自転車道の幅が何ぼ、２メートルあるかなしかというところですけれども、

これもうちょっとはっきりして、ここは自転車道ですよと、自転車は左側通行してく

ださいよと北向きは左側通行してくださいよ。南は矢印でも何でも自転車の方向を入

れていくとか、いうことも整理していけばちょっとすっきりするんじゃないかという

ふうに思います。私自転車乗りながら感じたんですけれども、こういうこともちょっ

と検討していただければと思います。以上です。 

○山本議長 

 ただいまの照喜納委員の質問・御意見等につきましてまた区役所のほうから回答よ
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ろしくお願いいたします。 

○前田市民協働課長 

 貴重な御意見ありがとうございます。市民協働課長の前田でございます。 

 照喜納委員から頂戴いたしました１－３と３－３にかかわりまして回答を申し上げ

たいと思います。 

 １－３と３－３も共通することには、新しいアイデアを取り入れて、若い力を取り

入れてどんどん元気にしていく、それが活性化につながっていくというような御提言

だというふうに受けとめております。照喜納委員の御意見の中でもキーワードがあっ

たと思うのは、やっぱり地域のそれぞれで元気になるのがいいよねと若い人もなかな

かそこに来ないよねというお話があったかなと思っておりまして、まずはそういった

方々が集まっていただくアイデアを共有していただく、今もいろんな形で地域の活動

を支えていただいている方がいらっしゃるんですけれども、その方々も新しい試みを

どんどん取り入れていただくためにやはりその見本市であったり、フォーラムという

ものは一つのツールであると考えております。他所で成功事例というのをなかなか垣

間見ることがないと思います。それぞれの地域で頑張っていただいていますので、他

所でこんないい取り組みがあるよというのはどんどん発信していってそれを供給して

いただくことでまた若い方々を取り入れていただくこと、特にこの間のまちづくり見

本市も御参加いただいていたと思うんですけれども、そこの中で南恩加島で取り組ん

でいただいたキャンドルナイトはほかの地域からもなかなか反響がございまして、当

日も他所の地域からいろいろ見学に行かれたのを私も御案内しましたので承知してお

ります。そういう試みが広がっていくということと、スポーツ大会というのも一つア

イデアだなと思って受けとめてはいるんですが、スポーツだけにあらず、文化面のこ

とであったり、いろいろ方面はあるかなとは思っておるんですが、まずは今あるもの

をもっと有効に利用するというのは大事なことかなと思っておりまして、ミニ運動会

も今回の秋は雨で中止になってしまったりとか、工夫をいただいていたパレードもで
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きなかったということもございます。その辺はちょっと改善をしないといけないよね

という御意見も承っておりますので、その辺も考え合わせていくとともに、パレード

もまちなかを練り歩くというのがとてもいいんですけれども道路上のいろいろな危険

ということもありまして、その辺の安全でそれでも皆さんが参加していただいて盛り

上がる方向というのが、いろいろまた今後は工夫もいるのかなと思っておりますけれ

ども、頑張って若い方も活動していただいているそれぞれのキックベースボールとか

野球というのも、これもまだまだもっと参加していただいて盛り上がるというのも一

つの方法かと思っております。 

 まずはあるものをいかに皆さんに参加していただき、うちのチームやでと言って盛

り上がっていただく。そんなことにも力を注いでいきたいと思って御回答をさせてい

ただいているところでございます。 

○吉田区長 

 自転車道の件は、私の記憶では道路交通法上ルールがあると思っていまして、大正

通のように片側２車線の道路について脇にある歩道上自転車が両方通行で構わないん

ですけれども、そのときにどっち向きが左でどっち向きが右かというのは確かルール

があったと記憶していますので、今この場ではわからないんですけれども、それをよ

くお調べをして、こういうルールに関することは伝えていければと思っています。 

 ただ、大正区民全体の交通安全ルールの遵守状況を考えると、そのレベルのことは

いずれ必要になるかとは思うんですけれども、もっとそのベーシックな信号を守ると

か守らないとか、自転車が基本車道を走るべきとか、そういうところがほとんど遵守

されてないので、まずはそういった課題から取り組むほうが重視されるべきではない

かなというふうには考えておりまして、照喜納委員の御提案はそのとおりですし、将

来的にはそういうところもめざさないといけないんですけれども、もっとちょっとベ

ーシックなところからやっていかないといけないかなというのが私の認識です。  
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○照喜納委員 

 大正区幹線道路としてあれですからね。あの道路だけしかそういうことはできない

ですよね、やろうとしても。 

○川岡議員 

 関連していいですか。 

○山本議長 

 議員先生方は最後に御助言という形で発言いただきますので、今の段階では御遠慮

願いたいと思います。 

 さっきの松本委員の区の予算案につきまして、ただいま資料２枚頂戴しましたので、

それをもとにいま一度、もう一度区役所のほうから簡単に概略な説明ですね、せっか

く頂戴しましたのでお願いできませんでしょうか。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 すみません、政策プロモーション担当課長の近藤です。 

 今２枚お配りさせていただきまして、区長自由経費についてというのと、大正区の

ＣＭ予算についてということでお配りさせていただいておりまして、先ほど松本委員

のほうから資料予算の６，０００万の増についてというお話だったんですが、２９年

度、３０年度というところで表記をさせていただいております。 

 先ほど申し上げましたのは、事業実施選択余地のない予算、裁量の余地の少ない予

算というところの分の吹き出しの右上のほうでございます。そちらのほうで増額して

いる予算と新規の予算、それと減額されている予算が混ざっております。その中で差

し引きしますと約６，０００万の増になるというふうな表になっております。この中

でもう少し詳しくということでありましたら、またお答えもさせていただきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

○山本議長 

 いいですか、今の説明で何か。 
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○松本委員 

 今見させていただきまして、金額の大きい目立つものとして放置自転車対策事業と

いうのがほとんど丸ごと前年度から増えているようですけども、これは何か前年度に

比べて新しい事業が始まったということになるんでしょうか。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 先ほど申し上げましたように駐輪場の設置なんですね。２９年度はありませんでし

たので３０年度の設置予定になっております。これだけ費用がかかるということです。  

○松本委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

○吉田区長 

 それから照喜納委員への御回答で不十分な部分があったかなと思うのでちょっと補

足したいと思うのですけど、委員がおっしゃっているのは、今のままでは既存の地域

活動や既存の団体の活動を若干拡充する程度であって新機軸を打ち出すためには、ち

ょっと今のやり方ではだめじゃないかというような御趣旨だったというような理解を

しております。私もそのとおりだと思っておりまして、やはりここの対応方針として

書かせていただいているんですけれども、このような考え方ではやはり区民まつりで

新しい機軸を打ち出すのは難しいと思います。ですから今後のことなんですけれども

区民まつりの実行委員会に新しい血を入れるとか、あるいは実行委員会そのものがこ

れまでと違って、新機軸を打ち出すという目的意識を持つというか持てることが必要

だと思っております。 

 それから地域の活動への参加層をもっと拡大すべきじゃないかというお話なんです

けれども、これも委員がおっしゃることはごもっともでして、こういうベストプラク

ティスというんですけれども、実例を幾らか見せたところで地域のほうにコミュニテ

ィを何のためにつくるかという目的意識がなかったら根づかないと思うんです。将来

ビジョン、今回改めますけれども、私たちとしては地域福祉と地域防災、これは子育
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て・教育も含めてですけれども、これを中心に自分たちのまちは自分たちで守るんだ

という目的意識をまず設定することが必要だというふうに思っています。その目的を

達成するために集まってくださる方をどんどん受け入れて、そしてその地域活動の層

を拡大するという考え方をしておりまして、まずは何のために地域コミュニティを発

展させるのかというところから入っていかないとまず人を増やすありきでいっては何

のためにみんなが地域に集まってくれるのかという目的意識が欠如していて、単なる

情報の交換だけになっていて実質的な地域の発展にはならないというふうに考えてお

りますことから今回の将来ビジョンについては、明確にコミュニティを何のために強

化するかということを打ち出すと、そのためには小学校区単位の地域コミュニティの

活性化が必要という、そういう論理構成というか、考え方でこれからのまちづくりを

考えているという次第でございます。 

○山本議長 

 ほかにどなたか御意見・御質問ございますでしょうか。 

 山北委員。 

○山北委員 

 区政会議に出させていただいて数年経つんですけれども、基本的にこの区政会議そ

のもののスピードが非常に足りないというふうに僕は思うんです。例えば僕が出して

いる三軒家西小学校の話と言うのは、ここにも書いてあるけど、人口増大、人口増大

と書かれていますけれども、ここ数年、多分１クラスであるのは全然間違いない事実

なんです。その事実をもって、小学校は６学年なので６年以内に例えば２クラス、３

クラスに増えるというような予測があるのであれば待つ必要があると思うんですけれ

ども、数年、５年以内にそうならないのであれば、ずっと１クラス続くのは目に見え

ているわけですから例外を一つ残すわけではなくて、やはりそれは対処していかなく

てはいけないことではないかなというふうに僕はいつも思います。  

 もう一つ、鶴浜のことを書いてますけれども、鶴浜の空き地というのも今に始まっ
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たことではありません。今の東京インテリアができるもっと前からずっと空き地なわ

けです。あれは大正区の中ではあそこの空き地はものすごく目立つ存在なので、あそ

こにもし何か大正区として何かできるとか、何かそういう施設に活用するということ

があれば、当然区政内容みたいなものも出ますから、すごく広報とかしたら非常に大

きな意味を持つと思うんですね。ここにも書いている、これから方向性を変えてどう

いうふうに活用していくかと書いてありますけれども、これも今に始まったことでは

ない。何年も前からあそこ空き地なんです。地下鉄に利用するのも困難であるという

のはもっと前からわかっているわけで、今から考えていくというよりは期限を切って

何年以内に何とかする、今年はこういうふうにプランを考えていくというようなこと

を書いていただかないと、そういうふうに対処していきますよということであれば意

見を出すだけ無駄な感じがするんですけれども、その辺はどう考えられているんです

か。 

○山本議長 

 ただいまの御質問につきまして、区役所のほうから御回答お願いいたします。  

○村田総務課長 

 総務課長の村田です。まず、三軒家西小学校の件について御説明申し上げます。  

 山北委員のおっしゃるとおり、役所というのは非常に歩みが遅かったりする。ある

いは一回決めたことを違う方向に変えるというのはなかなか力が要るものなので、今

大正区で三軒家西小学校１クラスしかございません。おっしゃるとおり１クラスの学

校というのが、いい面、悪い面当然あると思いますし、大阪市の方針としては各学年

１クラスというのは課題が多い、例えばスポーツでチーム対抗の行事をするにあたっ

ても課題があるでしょうし、他にクラスがないことによって子どもたちの交流が固定

化されるという課題というのがデメリットとしてある。一方で、少人数だからこそ目

配り気配りが届いた学年運営ができるというところがあるんですけれども、相対的に

は１学年１学級というのはデメリットが多いのではないかと大阪市では考えてござい
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ます。そういった方針のもと、学校の適正配置を考えておりまして、三軒家西小学校

は、数年前はかなり子どもの数が減っておりました。そして三軒家西地域自体の人口、

大正区全体の人口も右肩下がりでありました。ただ、なぜ昨年度から人口の動静見な

がらということを言い始めたかといいますと、ここ数年の住民基本台帳に基づく年齢

別の人口推移を見ていますと、特に２０歳から４０歳までの人口がここ３年、４年ほ

どで増加に転じています。それに伴いまして０歳から９歳の子どもの数もここ数年右

肩上がりになってきてございます。そういうところを見まして、実際各学年の子ども

の数も、学校の選択制の加減もあるかもしれないですけれども、数年前は１０人いく

かいかないかの数だったんですけれども、今では２０人後半、３０人弱の学年になっ

てきております。そうなってきますと今後このまま三軒家西小学校、１学年１クラス

だからなくしてしまっていいのかという議論はちょっと今修正しなければならないの

ではないかというふうに今検討始めているところです。一方で隣の三軒家東小学校な

ど大正区の北部において子どもの数が増えてきている状態でございまして、例えば隣

の小学校にくっつけようにももう学校自体をもう一回つくり直さなければならないく

らいのそんな話になってきています。そういう状況にここ数年変わってきたことは御

理解いただきたいなと。 

 一方で大阪市役所一回決めたことなかなかこうして変更すること難しいところでご

ざいますので、こういった書き方、それから地域の皆様からのいろいろなお声という

のもお聞きしていますし、保護者の皆様からのお声も聞いております。そういった声

をぶつけながら今後どうしていきたいというところ、今まさに考えているところがご

ざいます。歩みが遅い、確かに山北委員おっしゃるところですけれども、裏にはそう

いう事情があることを御理解御賢察いただきますことをどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○近藤政策プロモーション担当課長 

 鶴浜の土地利用についてのお話ですが、今のお話とも通じるところなんですが、鶴
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浜地区の計画につきましては、大阪市の港湾局のほうで港湾計画というのがございま

して、そちらの改訂作業を今進めております。その改訂作業と並行するような形で、

鶴浜地区の将来をどういうふうにしていくかというような計画も同時に進めるという

順序だてになっておりますので、ただ山北委員おっしゃるように数年前に地下鉄の車

庫の利用がもうなくなるというような専門家の答申もいただきまして、そういうふう

には進んでおるんですけど、なかなか一気に地区の計画を変えるというところまでは

至っておりませんが、この間、港湾局との話の中で、ここにも書いてますように大正

区の将来のことを考えて意見を申し上げて、改訂作業を少しでも早くしていただける

善処していただけるようには申し上げておりますし、ちょっとスピード感がないとい

うお話ですけども、都度区政会議の場等で御紹介していきたいと思いますので御理解

いただきたいと思います。 

○山本議長 

 御手洗委員。 

○御手洗委員 

 １つは質問なんですけれども、全般的に言えるんですけど、例えば各事業をするに

あたって区民のニーズの把握方法というのをどういう形でされているのかというのが

一つと、あと今回細かくは見てるんですけれども、全般的にというか総合的に見たと

きに区民が自分たちで考えるということもさせるべきではないかと思っているので、

例えば、いろんな課題となるような数値をもっと公開するようなことができないのか

なということも思っています。それをすることで結局いろいろ考える人は出てくると

思うので、可能な範囲でいいんですけどそういう公開をするという考え方もあってい

いかなと。その中で一つは防災にかかわる話なんですけれども、例えば、大正区で昼

間は男性はほとんど仕事で区外に行くというふうに思うんですけど、昼間にどういう

年齢の、例えば女性が多い、男性が多いのかとか、夜はどのぐらい動ける人がいるの

か、昼間と夜で多分動ける人が災害があったときにかなり違うと思うので、そういっ
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たところの情報がもっとわかればいいなと思っています。以上です。 

○山本議長 

 ただいまの御質問、御回答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 

 区民ニーズの把握ということなんですが、まさに平成３０年のこれからだと考えて

おりまして、これまでは区民モニターアンケートというのをやってきたのですが、公

募・一般の方も含めまして２００名の方にやってきましたが、平成３０年度からは１，

５００人の方に抽出アンケートをしていこうということで考えております。区民の調

査だけではないですけど、丁寧に区民の方々の御意見を収集できればと考えておりま

す。あと、地域の方にも考えていただくべきではないかというお話なんですが、これ

はまだ決まったことではないんですが、来年度の広報紙の中でも地域のそういう活動

についてまちづくり実行委員会でありますとか、そういった方々を中心に地域活動を

ＰＲしていただこうかなと思っております。ですので、先ほどから若い方々の参加が

少ないというのはあるんですが、我々も区の広報紙等通じて地域の方々にそういう紙

面を埋めていただくような形で、記事を編集していければというふうに考えておりま

す。 

○筒井防災防犯担当課長 

 防災防犯担当課長の筒井といいます。南海トラフの巨大地震等の被害想定等で大阪

府が統計を出す際に、昼間にどれくらいの人口がおられて、その人口はどういった割

合になっているかというような形で被害の想定についてはある程度出されておりまし

て、それが見にくい形で、わかりにくい形になっておるかと思いますので、その辺は

わかりやすい形で公開できたらと思っております。 

 実際に当区でも訓練をやる中で平日の昼間に起こった場合はどう動けばいいかとい

うことであるとか、休日や夜間の動きはどういうふうにすればいいかというように分

けて、今ちょうど始めているところでございますので、これから地域の方も一緒にな
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っていただいて、訓練をしながら、また実際の想定を考慮しながら各地域に応じた訓

練をやっていきたいと思いますのでまたよろしくお願いしたいと思います。  

○山本議長 

 いろいろと御意見・御質問等ございますけれども、予定の時間は本日一応１時間半

で８時半、もう既になってございます。まだまだ御質問等多々あるかもございません

が、本日御意見シートという紙が１枚入ってございますので、この場で質問とか御意

見できなかった方、３月５日までにこちらに御記入の上、区役所のほうへ御提出くだ

さい。どうぞよろしくお願いいたします。 

 このあたりで議員の皆様から御助言いただきたいと思いますのでいかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

○川岡議員 

 参考になればということで、まずサイクリングの話がありました。これ今、例えば

国とか大阪府でしたらサイクリングロードという形の地域の活性化、こういうふうに

したらいけます。近く関西でしたら、淡路島、ここは島一周のところをサイクリング

ロードであって地域の活性化、あと琵琶湖、府のほうでも要するに和歌山から岸和田

ぐらいまでも含めて、そのサイクリングロードというような視点で地域の活性化と絡

めてやっているんですね。あと淀川です。ただ、先ほどおっしゃっていただいたよう

に、市内、特に大阪市内とか神戸のところはやっぱ都市部、交通量が多いので、ここ

の施策が入っていません。逆に言うと、大正区のところ、スポーツだとか湾岸のとこ

ろ、多分日曜日だとか休日を考えると、ここで私たちのまちを含めて今後サイクリン

グロードのところを大きく関西一円広げていくとかいうふうな御視点をもっていただ

ければまちの活性化と国とか府の政策レベルと合致していくので、いろいろまたこち

らからも情報が必要であれば、提示させていただく、そういうふうな形で多分視点の

ところでは同じような形で動き出しているということをまず一点お伝えさせていただ

きます。 



35 

 あとちょっと長くなりすみません、御手洗委員ですよね、災害のほうですと、国が

３．１１のときに夜間のところでの避難をどうしようかということでは東南海で一番

早く動いているのは尾鷲市というところで実際に夜間に避難訓練をもうやっています。

１５年くらい前です。大阪府でも岸和田のところで夜間に、実際昼間に災害が起こる

という担保は全くございませんので、停電したとかそこを重点、要するに前提としま

して夜間どうやったらいいのかということではちょっとはっきりとは覚えてません、

３年前か４年前に大阪府下のところでもう夜間に避難訓練をやっていくということを

実際実施しております。これはなるべく市町村のところを含めても、いつも昼間に津

波がくるわけではございませんので、夜になったらどうしようというふうな市町村レ

ベルで考えているところもございますので、できれば大阪市のところとか、大正区で

もそこら辺は非常に防災の意識高いよということであれば、具体進めていただくとか、

事例を参考にいただくということが可能かなと思います。その２点お伝えさせていた

だきます。以上です。 

○山本議長 

 ただいま川岡先生からでしたが、ほかの先生方いかがでございますか。  

 金沢議員お願いいたします。 

○金沢議員 

 金沢でございます。一点だけちょっとあるんですけれども、この資料の２の取り組

み番号１０９、区民意識調査の実施というのがあるんですけどね、これ非常に大事な

ことなんですけど、これが今回方法を大分変えられています。まずこの変えられた趣

旨についてちょっと確認しておきたいことと、今までは区民モニターの方を対象にし

てやって、だから回収率も非常に高かったわけなんですけれども、今後無作為で抽出

した区民１，５００人ということで書かれていますけども、この場合、回答率が相当

落ちると思います。そういったときにどのぐらい落ちたら意味がないとか、そういう

こともしっかり捉えといていただかないと、今、国のほうもぐちゃぐちゃやってます
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けども、やはりこういう数字をもとにして、皆さんが施策を組み立てたり進めたりさ

れると思いますので、調査の精度とか有効性とかそういったこともしっかり捉えてお

いていただきたいということをお伝えしておきます。 

 そういう意味でこれからアンケートをやられるんですけれども、例えば質問の数と

かこういったものもあまり多いとそれだけで戻ってくるのが減るとかそういうことも

ありますので、そういうところよく検討された上でやっていただきたいと思います。 

○山本議長 

 議員の皆様よろしいでしょうか。 

 それでは本日は予定されている議題は以上で終了しました。なお、きょう本来でし

たら１時間半で８時半でございますがもう既に８時３７分でございます。次回からは

２時間という形で、時間が３０分延びまして、始まりが６時半からということで３０

分早くなります。そういうふうに進めたいと思います。よろしくお願いいたします。

皆様方には本当に議事進行に御協力いただき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 

 山本議長ありがとうございました。先ほど議長のほうからもございましたように御

意見シートをおつけしておりますので御発言できなかったことなどにつきまして、御

意見シートをお書きいただければと思います。 

 最後になりますが、次回平成３０年度からの日程について、予定ではございますが

１枚資料で入れさせていただいております。御確認いただいているかと思いますが、

次回は６月下旬を予定しておりまして、時間帯も３０分早めさせていただきまして１

８時半から２０時３０分までということにさせていただいておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

 それでは最後に吉田区長より発言させていただきます。 

○吉田区長 

 皆さんありがとうございました。やはり１時間半では短いなというのがきょうを経
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ての感想でもございます。したがいまして、次回から時間の延長と回数の増加にぜひ

御協力をいただきたいと思います。 

 ただ、時間を増やしても、回数をふやしても、きっとまだまだ時間が足りないとい

うこの連鎖が続いていくと思いますので、これまでは事前の質問を受けてできるだけ

会議が始まる時点では議論が始まっているというところへ持っていきたいと思ってや

ってまいりました。これは会議が終わってからの対応もそういう考え方が必要かなと

思っていまして、きょう出た課題について十分お答えしきれなかったとか、あるいは

きょうはお答えできなかった、お示しできなかったけれども、また資料を改めて御提

供申し上げて、次回までには読んできていただきたいようなものも積極的に提供して

いく必要があるかなと思っております。 

 具体的に言いますと、三軒家西小学校の問題も私たち随分検討を重ねてきましたの

で、お出しできるものは次回までの間にお出ししてそれを十分お読みいただいてまた

次の議論にいかしていただくとかということをやっていただいたらどうかと思ってい

ます。 

 同様に鶴浜地域について、今私たちがどういうスタンスで取り組んでいるかという

ことについても、後日できる限り情報も提供したいと思います。 

 昼間と夜間の人口の問題もそうですので、これもお調べしてしっかり御提供申し上

げたいと思います。 

 自転車道についての交通ルールのことは私先ほど申し上げましたので、それもしっ

かり裏を取って交通ルールのことについては後日御提供申し上げます。 

 川岡先生から御提言いただきましたサイクリングロードについては、今国の動向が

どうなっていて府・市ではどういうことを進めているのかということについて、大正

区は全くやっていませんけども、全国的な動向についてはこれも資料を取りそろえて

次回の会議までには御提供して皆様にお読みいただけるようにしたいと思っています。  

 夜間の避難訓練やるべしという、これも川岡先生からいただきましたけれども、前
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回の区政会議でもそれに類するような御意見がありましたので、役所はやっているん

です。夜の訓練はやってませんけど、もし夜間と休日に起こった場合どうするかとい

うことは想定もしておりますし、訓練もしているんですけれども、住民の皆さん方に

夜間を想定した訓練をどういうふうにやっていただくかということについては、いず

れやらなければいけないことですので、検討のスピードアップを進めたいと思ってい

ます。 

 区民意識調査のことについて金沢先生から御意見をいただきました。確かに出た数

字については、非常にわかりやすく皆さんにも区民の状態どうなのかなというのは御

理解いただくのに資するものなんですけれども、調査そのものの正当性とか専門性に

ついては諸説あったりもしますし、私もこれを専門的に仕事をしていた経験もありま

すので、とても大切なことですから、そういうことも含めて皆様方にしっかり開示し

た上で区民意識調査の正当性と合理性については、御説明しながら結果を見ていただ

くというような努力をしたいと思っております。 

 最後に、今年度もあと１カ月でございまして、きょうお出しいたしました将来ビジ

ョンや事業・業務計画書は今年度中に作業をフィニッシュさせていただいて、できれ

ば４月１日付でホームページ等で公表させていただきたいと思っています。  

 ただ、これまでの将来ビジョンと違ってやはりこういうものは毎年毎年というか、

その都度見直していくべきなんだろうと思っています。やはり世の中の流れが非常に

速いものですからやはり５年とか１０年ピッチで行政の計画を見直しているようでは

時代のニーズに合わないので、今区役所で考えておりますのは、年度の最初に今まで

の将来ビジョンで今年度もいくのかどうかということをしっかり吟味した上で毎年の

事業とか予算の策定作業を進めるようにちょっと考えておりますので、今年度中に、

あと１カ月ありますからさまざまな御意見をいただいて修正してまいりますけども、

そこで取り入れることができなかったことにつきましては、来年度以降も引き続きき

ょうの議論をベースにしながら皆様方の御意見を頂戴していくようにしていきたいと
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存じております。 

 引き続き皆様方の御意見・御指導いただきながら区政運営の発展に努めていきます

のでどうかよろしくお願いいたします。本日はまことにありがとうございました。 

○山本議長 

 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。１階のほうは閉まっておりますのでよろ

しくお願いします。本日は遅くまでまことにありがとうございました。 

―了― 


