
意見内容 発言者 回答 対応

　大正区将来ビジョン２０２２の中で欠けているものとして、
都市交通網の問題についてふれていない。（バス交通網の
利便性の向上と工夫を考える）
　大正区として独自の施策を考える。（区外の人がどれだけ
大正区の事を知っているかを考え大正区に来てもらえる施
策を考える必要がある。）

照喜納委
員
山本委員
山北委員

　大正区は急行バスが走行し、BRTの要件をすでに満たして
いる部分も多いことから、その利便性については、積極的に
アピールしてまいります。また、バスの便数を減らさないこと
が重要であると考えております。
　区政会議として、平成２７年に区内の公共交通に関する申
し入れを行いましたが、大阪市全体での対応となりますの
で、ご理解いただきますようお願いいたします。

交通関係については、区の将来ビジョンへの記載はなじまな
いものと考えています。

【災害への備え】　P.18
　地震や津波だけでなく、他国からのミサイルに備えた訓練
や情報の周知などはないのでしょうか？（Jアラートや実際
にミサイルが飛んできた場合にどうすれば良いかなど）

松本委員

　大阪市のホームページのトップページで「弾道ミサイルが大
阪に飛来する可能性がある場合の対応等について」と題し
て、市民の皆様に取っていただきたい行動について説明させ
ていただき、大正区のホームページでも「防災」のページに同
内容の記載をさせていただき周知を行っています。
　なお、定期的にJアラートの全国一斉情報伝達訓練が実施
され、小学校等の屋上の防災スピーカーで正常に放送が行
われるかの確認を行っていますが、区独自で訓練等の実施
も検討してまいります。

事業計画書 No.43「防災訓練の実施」において、区役所独自
の防災訓練の実施を記載しております。

【情報発信・伝達力の強化】　P.32
　情報発信が不十分としながら対策が広報紙の改善（？）だ
けというのは足りないように感じます。広報紙は紙面は限ら
れており、発信できる情報も限られます。若い世代にもっと
見てもらうためには、ホームページなどを充実させるべきだ
と思います。

松本委員

　ご指摘のとおり情報発信には広報紙の取り組みだけでは
補完できるものでないと考えており、ホームページやフェイス
ブックをはじめとしたＳＮＳの活用等についても「区の魅力発
信の充実」として取り組みを進めております。
　当将来ビジョンにおける具体的な取り組みの項目に明記さ
れていないため、ご指摘内容について追記いたします。

事業計画書 No.113「区の魅力発信の充実」において、区役
所独自魅力発信の取り組みを記載しております。

　区のイベントとして、区民まつりへ各地域が全て出ていま
すが、子どもだけでなく大人も子どもも交えた地域対抗運動
会で各地域が団結できて、若い人の人材発掘もできるので
はないでしょうか。

尾上委員
　今後の区まちづくり強化事業の1つとして、貴重なご意見と
して検討させていただきます。

事業計画書 No.101「大正区まちづくり活動の推進強化（大正
区民まつり）」において、誰もが気軽に参加できることと記載
をしております。

夜間に災害が起こった場合、街路灯がなく暗い場所では避
難が非常に困難。街路灯の設置の発信を。

山北委員
夜に明るいまちづくりは１つのテーマ。将来ビジョンに加える
ことを検討。

将来ビジョンP22「防犯対策」の項目に追記いたしました。

○区政会議での意見と対応について



意見内容 発言者 回答 対応

○区政会議での意見と対応について

まちの活性化の取組みが弱い。 照喜納委員

空家活用による活性化や工場見学を軸とした修学旅行生の
誘致を行い、実績もあがっている。今後点から線へ結ぶ形で
展開できればと思っており、着実に一歩一歩進んでいると認
識している。
様々なアイデアがあればお聞きしたい。

現時点においも対応していると認識しておりますが、今後も
引き続き対応していきたいと考えております。

情報発信の充実を。本当に知りたい情報を知りたい人に届
ける仕組みの構築を。
子育て世代に有効な情報発信を.。

松本委員

これまで不定期だったSNSの発信を１日１回、２回は出すよう
にしている。
ただ、役所だけでの発信は限界があるので、みんなで発信し
あう仕組み作りを議論したいと考えている。

将来ビジョンP35「情報発信・伝達力の強化」の項目に追記い
たしました。
また、区広報サポーター制度の充実を図ってまいります。

自転車が多いという特徴とものづくりの技術があるという特
徴を考え、独自の盗まれない鍵を作る、IT化により登下校が
わかるシステムを作るなど、ブランド力の向上に努めるべ
き。

御手洗委員

名札チェックなどは技術的・予算的に可能かどうか検討すべ
き。また現在は地域の見守り体制があるため、優先順位も含
めた検討。
自転車鍵はものづくり事業実行委員会にて検討。

登下校システムは既に民間サービスであり。地域での見守り
体制もあることから、ビジョンへの記載は見送ります。自転車
鍵の件はブランド構築という観点でものづくり事業実行委員
会へ提案いたしました。

高齢者の見守りを地域にお願いだけでなく行政との両輪で 川上委員 （特に個別回答なし）
将来ビジョンP11～12【５】重点的取組み（２）「大正区地域包
括支援体制」（仮称）の構築にも記載しておりますとおり、PTA
との連携も含めた活動体制を構築してまいります。

地域ボランティアも高齢化が進んでいる。PTAとの連携も進
めていくべきでは。

谷田委員 （特に個別回答なし）
将来ビジョンP12の「大正区り域包括支援体制」（仮称）の構
築に関する記載内容に含まれていると認識しております。

区役所近辺にレンタサイクルはあるが、駅前に設置すべき。 神吉委員 以前は駅前にあったが、現在は撤退。
平成３０年度オープン予定の尻無川河川広場賑わい創造拠
点で実施の計画もあり、事業者と今後協議を行います。

住むと自然と健康になるまち、世代間交流が進むまちを目
指し、議論をしたい。

木村委員
健康つくりの機運が高まり、世代間交流しながら暮らしてい
けるまちを行政としても目指しており、今後も議論をお願いし
たい。

今後、区政会議をはじめ、あらゆる場面で議論していきたい
と考えております。

民間取組みで、区役所にもメリットがある取組みには広報支
援等をお願いしたい。

楠原委員 （特に個別回答なし）
公民連携事業の募集を区HPで掲載しておりますでの、ご検
討ください。



意見内容 発言者 回答 対応

学校選択制について、小学校の場合、児童の希望より保護
者の気持ち、考えが優先され本当に子どもの事を考えて選
択しているのか疑問を感じる。自由選択制の前に、校区の
区割りを再度考える必要があるのではないか。

室谷委員

学校選択にあたっては、保護者と子どもが十分に話し合った
うえで選択する必要があることから、ホームページ、新入学
者向けの「学校案内」に、各家庭のコミュニケーションの重
要性を記載するなどし、啓発してまいります。

事業計画書 No.58「学校選択制の実施」の事業実施時にお
いて「学校案内」への記載を予定しております。

適正配置において、統廃合前提でなく、１学年１クラスでも
一人ひとりに行き届いた、満足できる結果が出ている。人間
関係が固定することが悪いとは限らない。信頼関係が構築
される良い点がある。保護者、児童・生徒に安心して学校に
通学できることが必要である。

岡本委員

　当区における校区の区割りについては、区内の開発状況
や人口動向を踏まえながら、児童にとってよりよい教育環境
を確保し、教育活動の充実を図るべく、適正配置の対象校と
された学校について、地域、保護者、学校、区役所が一体と
なって、今後の方向性を決定してまいります。

事業計画書 No.62「小学校の適正配置」に記載をしておりま
す。

P24　（４）施策目標について意見要望について60％以上と
する理由を教えてほしい。

岡本委員

　これまで、区政会議の中で、子育て・教育・青少年健全育
成に係る課題についても意見交換を行い、区政会議での内
容を区政に反映してきました。平成28年度の実績において、
「区政会議での内容が区政に反映されていると感じている割
合」の目標値50％以上を達成したところです。
　今回、目標値を設定するにあたり、区政会議の目標値に準
じて本会議においても、平成28年度の区政会議の実績を上
回る数値を設定したものです。
　また、生活習慣の改善の目標値として、欠食率の設定に
ついても検討してまいります。

将来ビジョン（P18）「健康寿命の延伸」の項目に「（特に児童
の欠食率の低下へ向けた取り組み）」を追記しました。

地域活動を支える次世代の後継者作りが必要であり、行政
の後押しも必要。

北村委員
「地域包括支援体制」を構築し、地域の望んでいることを理
解し、区役所内でも議論していきたい。

事業計画書 No.3「地域包括支援体制」（仮称）の構築に向け
たプロジェクトチームの設置」に記載をしております。

支援が届かない生活困窮者等の子どもたちの居場所作り
が必要

北村委員

地域福祉ビジョンで居場所作り支援を打ち出した。行政とし
て受身ではなく、区役所・地域が連携して支援が必要な子ど
もを見守り、それぞれの課題に対して必要な支援を行ってい
く。

将来ビジョンP13「地域福祉ビジョンに基づく福祉の推進」、
P27「生活習慣の改善」、P28「問題行動への対応」、P29「こど
もの貧困対策」の項目に記載しており、これらを有機的に連
携させていきます。

○総合教育会議での意見と対応について



意見内容 発言者 回答 対応

○総合教育会議での意見と対応について

区をあげてのイベントが少ない 加藤委員

区財政逼迫しており、整理せざるを得ない状況。団体の方の
みで実施するイベントは、行政サポートを極力少なくし、区民
全体に還元できるような地域の活動はサポートしていきた
い。

個別事案ごとに対応していくこととしております。

生活習慣を身につけさせることで犯罪予防にもつながる。保
護者とうまく連携できる仕組みつくりを。

信岡委員

学力が他区や他市町村に比して低く、生活習慣と学力は相
関関係があるといわれている。体力については全国的に見
ても高い。
大正区にどのおような子どもが居り、どのような状況か把握
し、支援していくことが必要。

将来ビジョンP27「生活習慣の改善」の項目に記載しておりま
す。

保護者、子どもともに現状に満足し、危機感が薄い。キャリ
ア教育の充実を。
学力的に非常に厳しい子どもたちも居り、地域・PTAとも連
携して保護者への関わり等の議論をすべき。
PTA役員のなり手がいない。また、部活の外部指導員など
地域の力を借りるような部活のあり方を提案していきたい。

岡本委員
上原委員
渡邉（清）
委員

区役所内でも議論していきたい。また大阪市で議論している
部活動の整理やICTの活用により先生方の時間確保に努め
るべきと考える。
学校の先生方からも意見をいただき、区役所、学校、地域が
一体となって、課題解決に取り組む。

PTAとの連携は将来ビジョンP27「生活習慣の改善」の項目に
追記いたしました。
部活動については、次回の総合教育会議で大阪市の議論の
内容を報告いたします。



意見内容 回答 対応

1
大正病院付属産婦人科クリニックが昨年から開業し、里帰り
出産をされる方々から「新しくきれいな病院」と喜ばれていま
す。少子化対策の一つになっていけばと思います。

大正区では、「次世代の未来が輝くまちへ」を区の方針として掲げ、少子化への
対策として、子育て施策の充実や教育環境の整備に取り組むこととしています。
社会動態による人口減が止まったものの、自然動態による人口減はいまだ多く、
ご意見のような出産や医療の環境の充実と子育て環境の充実によって、人口減
少に歯止めをかけ、にぎわいある大正区を目指します。

個別ケースのため、区の将来ビジョンへの記載になじま
ないものと考えています。

2
商店街のシャッターが目立っています。少しでも活用できる
対策がほしいです。

空家等の利活用の推進として、大正区内でエリアを限定した空家調査を実施して
空家等の利活用の意向がある所有者の掘り起こしを行い、別途登録する「空家
相談員」への相談に繋げることで、空家等の利活用の促進を図っていくこととして
います。
平成26年度に実施した「まちづくりキャンプ＠大正区」の中で、商店街の空き店舗
を参加者が３日間かけてDIYし、その結果、平尾商店街の顔となる象徴的な場所
として生まれ変わっています。
平成29年度には、泉尾老朽長屋（小川文化）を住居・店舗付きシェアアトリエにリ
ノベーションし、好評を博しています。
商店街の活性化や経営支援については、大阪市経済戦略局にて、様々な支援メ
ニューを用意しています。

記載済と考えております。
（将来ビジョンP23「空家等への対策」、事業計画書
No.52「空家等の利活用の促進」）

3

「大阪、日本とのささえあい」を謳っている中、各メディアで報
道されている年々増加している外国人観光客のことをよく耳
にするが大正区へ足を延ばしたくなるような魅力づくりが必
要だ。例えば、名所のＰＲ，ウォーターフロントの充実や宿泊
施設の促進等。
また、まだ不確定ではあるが2025年に大阪万博の開催を目
的として大阪市や大阪府が動いている中、大正区もその恩
恵を大きく享受できるように計画を盛り込み、ブランド・プライ
ドに還元できるようにするべきだと考える。
この個所では大正区のゆめを語っているが、そのようなグ
ローバル感が乏しいと感じる。

大正区の玄関口ともいえる尻無川河川広場に宿泊施設を併設するにぎわい創
造拠点を平成30年度中に開業の予定です。ここでは、ものづくりの技術のPRや
河川を生かし、大正区の魅力発信の拠点として位置づけ、整備・運営を行いま
す。外国人観光客には、難波、心斎橋などの繁華街やユニバーサルスタジオ
ジャパン、海遊館などの大型のテーマパークに比較的近いという地理的優位性
があると考えております。
大阪市として大阪万博の誘致に向け取り組んでまいりますが、大正区としては、
大正区が持つこのような魅力を中心にPRを行ってまいりたいと考えております。

記載済と考えております。
（将来ビジョンP30「まちの活性化」、事業計画書 No.69
「尻無川河川広場賑わい創拠点の管理運営」）

4

（提案）地域の活性化やまちの魅力向上に繋げる必要があ
ることに関連し、年々増加する外国人観光客の招致や民泊
の促進として行政がサポートしながら有効活用はできないだ
ろうかと考える。
また、24区の中でも高齢化率が高い大正区では高齢施設で
介護人材不足が深刻化しており、外国人介護士の宿泊施設
としてのニーズも高いと思う。行政が仲立ちし、それらを促進
できれば一石二鳥と考える。

外国人観光客の取り込みについては、上記3番目のご意見に対してお示ししたと
おりです。
大阪市は国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業（いわゆる特区民泊）の
認定が可能で、民泊については大阪市の全市的な取組として進めております。
大正区でも、ホテル・旅館の営業が都市計画法上可能な区域内において認定可
能です。
就職など長期間の滞在となる方については、区内の賃貸住宅は近隣区の相場と
比べて安価となっておりますし、短期間の滞在においては、民泊はもちろんです
が、ゲストハウス（簡易宿泊所）も近年次々と開業されていますので、多くの方に
ご利用いただけると考えております。

記載済と考えております。
（将来ビジョンP30「まちの活性化」、事業計画書 No.69
「尻無川河川広場賑わい創拠点の管理運営」）

○パブリックコメント聴取状況について


