
番号 委員 担当課
該当ページ、
項目名等

外部評価（区政会議委員）意見 回答

1-1 森川委員 地域課

取組項目５
「地域に根ざした活
動の活性化」自治
会・町内会単位の
活動への支援

計画の目標のところで「市からの支援が役に立っている
と感じる」とありますが、市からの支援とは具体的になん
のことですか。

この取組が対象としている身近な地域団体としての自治会・町
内会への支援としては、区内転入者に配布する転入者パック
に町会加入のしおりを同封するなど、加入促進にかかる支援
を行っています。
また、もう少し範囲が大きい地域単位として、小学校区を単位
とする地域活動協議会（地域まちづくり実行委員会）について
は、区の広報紙やホームページによる地域活動の紹介や、地
域まちづくり実行委員会の活動・運営への補助金交付、中間
支援組織（大正区まちづくりセンター）による活動支援、老人憩
いの家への運営費補助金の交付などの支援を行っています。

1-2 照喜名委員 地域活動支援担当

取組項目７
「地域に根ざした
活動の活性化」
負担感の解消及
び活動の充実

②補助金についての理解促進について
活動内容まで指定しているものではないと言っている
が、領収書等のチェックがきびしく、役員の老齢化が進
んでいることもあって、事務の負担がきつい。もう少し再
考を願いたい。

地域活動協議会の運営にあたっては、公金を取扱っているこ
とから、民主的で開かれた組織運営や会計の透明性の確保な
どが求められています。
会計処理につきましては、来年度の補助金化に伴い、費目の
整理を行うなど事務負担軽減のための見直しを行っているとこ
ろですが、今後も区と中間支援組織が両輪となって、地域に寄
り添った説明を行うとともに、会計事務マニュアルの充実など
により、引続き地域の事務負担軽減を図ってまいります。

1-3 竹内委員 地域活動支援担当

取組項目
７，９，１１，１２，
７９，９３
地域活動協議会
について

地域活動協議会の活動、メンバー、補助金についての
詳細を教えてください。（予算37,106千円計上）

地域活動協議会は、防犯・防災、こども・青少年、福祉、健康、
環境及び文化・スポーツなど、幅広く住民全般を対象とした活
動を行っており、そのメンバーは各地域の実情に応じて地域
振興会等の地域団体やNPO、企業などの多様な団体で構成さ
れております。
補助金につきましては、地域活動協議会（大正区まちづくりセ
ンター）の活動と運営に対する補助金として23,171千円を、ま
た中間支援組織への委託経費として13,935千円を計上してお
ります。

１．｢平成31年度大正区運営方針（案）と予算（案）」について

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答
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1-4 照喜名委員 こども・教育

取組項目１７
「ニア・イズ・ベ
ター」に基づく分
権型教育行政の
効果的な推進

分権型教育行政とは、学校の実情に応じた教育が行わ
れる事なのか、もう少し具体的な事かを説明してもらい
たい。そして実情に応じた教育とは具体的に説明してく
ださい。

　分権型教育行政とは、学校や地域の実情・課題に応じた取り
組みができるよう、学校長の裁量拡大とともに区長を区教育
担当次長として位置づけ、地域に身近な区がそれぞれの学校
の状況に応じたサポートを行い、保護者や地域住民の声をく
み取りながら区の教育課題に適切に対応した教育行政を実施
することです。
　たとえば、各学校の実情に応じた教育を推進するため、各学
校協議会に区役所職員が出席し、保護者や地域住民の意向
が学校運営に反映され、開かれた学校運営ができているか確
認するとともに、出された要望や意見については区に持ち帰り
対応策を検討しています。また、区内小中学校長との意見交
換などを行う場として、区教育行政連絡会を毎月開催していま
す。さらに、区政会議とは別に、子育て・教育・青少年健全育
成等に特化した議論を行う場として大正区総合教育会議を設
置し、施策の立案段階から保護者及び地域住民その他関係
者等の意見を把握し、適宜これを反映させています。
当区においてはこどもたちの学力向上が大きな課題であるこ
とから、来年度新たに学校へのサポートとして、「漢字検定」の
受検や「リーディングスキル」向上の取り組みを実施してまいり
ます。

【５８】『読み書き能力（リテラシー）』スキルアップに記載
【６９】「リーディング・スキル」アップに記載

1-5 森川委員
保健福祉課
地域支援活動担当

「区長自由経費
予算（案）につい
て」

「地域見守り体制づくり事業」12,248千円
｢地域活動協議会に対する支援事業｣37,106千円
とありますが、どういった内容ですか。

「地域見守り体制づくり事業」
地域事情に精通した見守り推進員を各地域（10地域）に配置
し、地域住民による要援護者支援システムの構築に向けたサ
ポート業務を行います。具体的には、大正区社会福祉協議会
に委託し、災害時における避難行動要支援者のサポートと平
常時の見守りを地域において一体的に行えるように、体制づく
りの必要性の周知やサポート及び要援護者情報の把握を行
います。
｢地域活動協議会に対する支援事業｣
「地域活動協議会に対する支援事業」37,106千円につきまして
は、地域活動協議会の活動と運営に対する補助金として
23,171千円を、また中間支援組織への委託経費として13,935
千円を計上しております。
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1-6 竹内委員 こども・教育
「区長自由経費
予算（案）につい
て」

学習スキルアップ事業（予算1,711千円）について詳細を
教えてください。

大正区においては、全ての学習の基礎となる「読んでわかる
力・聞いてわかる力・見てわかる力」などの基礎学力不足か
ら、学力向上の取組みが十分に活かされておらず、また、読書
についても苦手意識が強く、本離れが進む等、悪循環となって
います。そうしたことから、児童・生徒が教科書などの内容を正
確に読み取れる力を測る 「リーディングスキルテスト（RST）」を
実施し、テスト結果のデータに基づいて、読解力の高低に関す
る要因を特定し、欠けた部分を補うことで、読解力の向上を目
的に実施するものです。また、3年間実施することとし、実施結
果について、学校等と分析・情報共有するとともに対応策を検
討し、区・各校の傾向を分析し、区教育行政、各校の学習取組
みを構築することとしています。
予算についてはリーディングスキルテスト（ＲＳＴ）の受検料を
計上しています。

1-7 竹内委員
政策プロモーショ
ン

「区長自由経費
予算（案）につい
て」

ものづくり企業活性化事業の、平成30年度予算2,021千
円から、平成31年度予算1,857千円へ下がっていること
について、詳細を教えてください。

事業内容や規模に大きな変更はございませんが、臨時職員
（アルバイト）の雇用について精査し、雇用期間を見直すこと
で、賃金分の予算が減少しています。事務作業の効率化を行
いつつも、引き続き、事業内容の更なる充実を図ります。

1-8 御手洗委員
政策プロモーショ
ン

-
数値的な目標があるともっと良い。（24区のうち何位以
内、区民○○人増加等）

運営方針につきましては、基本的に数値目標を掲げ、取り組
んでいるところです。また、事業・業務計画書に関しましても、
数値目標を掲げられる取組に関しましては、数値目標を極力
掲げるようにしております。
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1-9 木村委員 保健福祉課

めざす成果及び
戦略　３－２
「地域包括ケア
システムの構築」

現時点でのめざす方向と課題を会議の場でも説明して
欲しい。３－２－４「生活支援体制整備の実施」も開始さ
れたことはとてもよいが、まだ手探りで課題も多い様に
思う。

地域包括ケアシステムとは、誰もが可能な限り住み慣れた地
域で自分らしく最期まで生活できるよう、地域ぐるみで様々な
支援やサービスを提供するための体制であり、団塊の世代が
すべて75歳以上となる2025年をめどにすべての地域で構築す
ることをめざしています。
大正区においては平成31年度から医療・介護・介護予防など
の日常生活を支援する地域支援機関のネットワークづくりを行
いながら、地域ごとに日ごろの見守りと災害時における要援護
者支援を一体的に行う要援護者支援システムを構築すること
で一体的な地域支援を行っていく仕組みとして、「大正区まる
ごとネット（仮称）」の構築に本格的に取り組んでいくこととして
います。（別紙参照）
しかし、要援護者支援システムの構築はまだ端緒についたば
かりであり、区内すべての地域で構築いただけるよう、支援し
ていく必要があると考えております。
「生活支援体制整備事業」につきましても、委員ご指摘のとお
り、まだまだ手探りの状態です。高齢者の方が住み慣れた地
域で暮らし続けることができるよう、生活支援・介護予防に寄
与する取組みの検討及び対策について、関係機関の皆さまと
協議を行ってまいります。

1-10木村委員
地域支援活動担
当

取組番号
７，８，９，１０，１
１，１２，１３，１
４，１５，１６

まちづくりにあたって、多様な主体が単に参画するだけ
でなく、主体間での情報交換等を活発化し、主体自体が
力をつけていく様な取り組みも大切だと思うが、そのあ
たりのことを一定論議できればと思う。

今年度につきましては、区役所から補助金化をお願いしたこと
もあり、地域活動協議会の会合等が複数回実施され、構成団
体間での意見交換等が昨年度よりも活発に行われていると考
えております。
来年度につきましても、まずは補助金を適切に運用していただ
き、運用する中で地域のまちづくりをどうしていくのかということ
に繋げていただくことを期待しております。
なお、今回頂いたご意見につきましては、地域活動協議会の
活性化に向けた貴重なご意見として、地域活動協議会にもお
伝えさせていただきたいと考えております。
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番号 委員 担当課
該当ページ、
項目名等

外部評価（区政会議委員）意見 回答

1-1 照喜名委員 こども・教育
取組番号４２
「子育て支援ネッ
トワーク連絡会」

大正区の児童虐待件数は他区の平均の２倍以
上になっている件。この件こそ今社会的問題に
なっている。それをわきまえて最重要課題とし
て、しっかり委員の意見を聞き、行政として責任
をもって取り組んでもらいたい。

　委員ご指摘のとおり、児童虐待は社会的問題となっており全国的に重大な
事案も発生している状況です。
　児童虐待の発生予防、早期発見、対応への理解、協力をより深めるため講
演会の実施や、今年度より要保護児童対策地域協議会代表者会議に警察・
消防署長に参画いただき体制強化を図りました。毎月開催の実務者会議に
おいても平成31年1月より警察に出席していただいております。
　また、すべての児童生徒の状況を把握し、支援が必要なこども（世帯）が適
切な支援をうける仕組みである「こどもサポートネット事業」を今年度から実施
しており、児童虐待の未然防止にも繋がるものと考えております。
　児童虐待対応、こどもサポートネット事業において関係機関とのネットワー
クは大変重要です。引き続き取り組んでまいります。

【関連事業】事業・業務計画書
事業番号４３　要保護児童対策地域協議会の開催
事業番号４４　「こどもサポートネット」の実施

1-2 森川委員 こども・教育
取組番号６３
「生涯学習の実施
支援」

生涯学習の内容も教えてください。

　　大正区内では、生涯学習の一つとして、平成31年1月現在、各小学校下で
64の講座が行われており、別紙一覧のとおりとなっています。企画や日常的
な運営については、「生涯学習推進員」と呼ばれる市民ボランティアが担って
います。
　また、大正区老人福祉センター、大正図書館、千島体育館、大正スポーツ
センター・大正屋内プール、大正地区文化交流プラザ、大正区コミュニティセ
ンター、大正区社会福祉協議会（大正区ふれあい福祉センター）においても、
生涯学習が行われています。

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

２．｢平成31年度大正区事業・業務計画書（案）」について
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1-3 竹内委員
保健福祉
課

取組番号８８
「地域包括支援
センター運営協
議会の開催」

地域包括支援センターの詳細を教えてくださ
い。

地域包括支援センターは介護保険法で設置が定められた機関です。地域で
暮らす高齢者の方々が住み慣れたまちで安心してその人らしい生活が続け
られるよう、さまざまな関係機関と協力しながら、高齢者の方々を支援しま
す。大正区では、大正区地域包括支援センターと大正区北部地域包括支援
センターの2か所で、大阪市（大正区）から事業委託（公募）している法人が業
務を行っております。主な業務は①高齢者やその家族からの総合相談（介護
サービスを利用したい、介護方法の相談、認知症の心配など）②高齢者虐待
の早期発見・防止、成年後見制度の利用促進などの権利擁護（詐欺被害予
防、財産管理の相談など）等を行っています。

1-4 森川委員 地域課
取組番号１０６
「こども110番の
家」

こども110番の家は、お店などに頼んだ方がよ
いと思います。理由として、お店があいている限
りは人がいますので、子どもたちも何かあった
時には入りやすいと思います。

登録されている件数のうち、屋号・社名等で事業者と確認できる件数は288件
あり、41.4％を占めている状況ですので、各地域で新規登録の勧奨を行って
いただく際には、ご指摘のような認識のもと取り組んでおられるものと考えて
おります。

1-5 照喜名委員 地域課
取組番号１０６
「こども110番の
家」

現在大正区内でこども110番の家の登録をされ
ている軒数をお示しください。又今までこども
110番の家に助けを求めた数も合わせて教えて
ください。

こども110番の家として登録されている件数は、平成30年9月時点で696件に
なります。
子どもたちが助けを求めた回数については、区で把握している範囲では0回
です。

1-6 山北委員 地域課
取組番号９９
「防災計画の策
定」

南海トラフ地震などの際に、夜間に発生した場
合など見通しの悪い場所が多く、停電でも対応
できる照明の設置が必要であると思います。互
助については家屋倒壊の可能性もあり、どこま
で行っていいか決めておく必要があると思いま
す。

停電でも対応できる照明につきましては、現在のところ道路照明灯において
は設置の方針はありません。今後、必要性や設置コストなどについて関係部
局と協議をしてまいります。
互助については、災害時においてはまず「自分の身を自分で守る」（自助）こ
とを前提として、そのうえで地域の互助・共助が機能するよう日ごろからの見
守り活動や防災訓練の積み重ねが必要であると考えております。

1-7 山北委員
政策プロ
モーション

取組番号２０
「区の魅力発信
の充実」

区内広報板の老朽化が進んでおり、広告料な
ども再考し、刷新する必要性があるのではない
か。

委員ご指摘のとおり、老朽化等の懸念もあり、修繕や更新の必要が生じた場
合は予算措置等を検討していきたいと考えています。
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1-8 山北委員
政策プロ
モーション

取組番号２２
「TUG BOAT大
正（尻無川河川
広場にぎわい創
造拠点）の管理
運営」

最近日経新聞の夕刊にも特集されており、大正
区の取り組みが区外の人に周知されるいい機
会だったと思う。これからも積極的に行ってほし
い。

今後も、開業に向けた作業とともに、事業者とも協力して積極的に広報活動
を行ってまいります。

1-9 山北委員
政策プロ
モーション

取組番号２４
「赤バス廃止に
伴い必要となる
移動手段の確保
と医療拠点の充
実」

どこかの自治体で時速30キロ以下しか出ない
電動バスを巡回させており、車検などもないこと
で運用費用が抑えられるとのこと。そういうもの
も、これから高齢者、認知症の方が増加すると
考えられ、大正区の住みよいまちづくりとしては
導入を考えなければならないのではないか。

ご指摘いただいた件につきまして、調べてみましたが詳細が不明です。その
ため、詳細等につきまして、ご教授いただければと思います。

1-10山北委員
保健福祉
課

取組番号８３
「大正区障がい
者基幹相談支援
センターの運営」

障がい当事者、その親も高齢化が進んでおり、
特に家庭で障がい者を見ている親は孤立気味
であり、役所からの積極的なアプローチが必要
と考える。

障がい者基幹相談支援センターでは、障がい当事者に加え、その家族から
の相談にも対応し、必要な情報の提供や助言を行っております。こうしたセン
ターの機能を区民の皆さまに広く知っていただく必要があることから、区役所
としましては区内広報板等を活用したポスターの掲出、区ホームページや広
報紙の活用など、障がい者基幹相談支援センターの周知に努めてまいりま
す。
また、月に1度、区役所において障がい者やその家族等を対象とした無料相
談会を実施しており、区広報紙で周知しております。
さらに、平成31年度から複合的な課題を抱えた世帯を総合的に支援していく
ための取組みをスタートさせることとしております。大阪市（大正区）から事業
委託しております各機関、障がい者基幹相談支援センター、地域包括支援セ
ンター、見守り相談室や、大正区から事業委託しております見守り推進員な
どの関係者と区役所が一堂に会し、それぞれの役割に応じた支援策を横断
的に検討する場を設け、真に支援が必要な世帯がこぼれ落ちることがないよ
うアプローチを行ってまいります。

1-11山北委員
保健福祉
課

取組番号８９
「在宅医療・介護
連携の推進」

最近、介護保険を申請するように、個別に訪問
している業者がいると聞きます。当人には役所
からであると言っているようですが、こういう実
態を認知しているか、もしくは何か対策はありま
すか。

要介護認定を受けていない方に、介護保険を利用した手すりの設置などの住
宅改修を勧め、認定申請の手続きをサポートするリフォーム業者が戸別に訪
問していることは、大阪市としても把握しています。そのため、区役所窓口等
で一般の方に配布している「介護サービス事業者ガイドブック」に注意喚起の
記事を掲載し、啓発しています。
対策としまして、訪問による住宅改修の契約では、特定商取引法に定められ
た必要事項を記載した契約書の交付が義務付けられており、法定期間内や
書面不備・不交付の場合にクーリング・オフすることができます。
被保険者、家族からの申し出等による住宅改修工事の契約事案で疑義を把
握した場合は、消費者センターに相談するよう、区内の居宅介護支援事業者
等に周知するほか、区広報紙などで注意を呼び掛ける記事を掲載する予定
です。
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1-12御手洗委員
政策プロ
モーション

-

行政のこと、まちのことなど、区民がもっと現在
の仕組みなどを理解（知る）ことが大事。その上
で、区民の意見がどう反映されたかを示してほ
しい。

1-13御手洗委員
政策プロ
モーション

-

区役所でどんなサービスが行われているかを
もっとPRするべきでは（区政会議に出ていても
知らないことが多い）。広報の強化はもっと必
要。

1-14木村委員
地域支援
活動担当

取組番号９２
「地域包括支援体制
（仮称）【愛称：「大正
区地域まるごとネット
（称）」】」構築に向け
た「地域包括支援プ
ロジェクトチーム」の
運用

現時点での取組状況・課題を教えてほしい。

今年度につきましては、地域活動協議会の活動に対する支援にかかる来年
度の補助金化へ向けた取組みや、地区防災計画の策定に向けた取組みなど
を行っております。
来年度につきましては、要援護者支援システムの構築の構築に向けた取組
みを進めていきたいと考えております。

1-15那須委員
政策プロ
モーション

取組番号１７
広報紙「こんにち
は大正」の製作
（企画・編集・印
刷）

地域防災他の情報発信を強化するため、H31
年度より1年のうちの５カ月を12ページへ増やし
（昨年に比べて4ページの増加）…となっていま
す。
・なぜ、この4テーマなのか
・なぜ、1年のうち5か月だけなのか
また、H30年度から約1,400千円の増加はこの
情報発信を強化するため、との理解でよろしい
でしょうか。

予算の増額分は、ほぼ広報紙の増ページ月を増やしたことによる増です。ま
た、増ページ分には将来ビジョン等でお示しさせていただいた重要テーマに
関する記事を掲載することとしており、その必要な月数として5か月分と算定
をいたしました。
昨年度からは「地域まちづくり実行委員会」の活動内容を区民の皆さんから
紹介していただいています。今後も区民の方が参画いただける紙面を増やし
てまいります。

区政会議での議論や区役所職員が行っている仕事や業務なども積極的に広
報し、区民の皆様にお知らせしてまいります。
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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

1-1 廣瀬委員 地域課

地震による液状化現象の対策はどうなっていますか。津
波又は高潮による水害から守れる現時点の水位は何
メートルですか。現在の尻無川、木津川の堤防は崩壊し
ないと思いますが、構造上でご説明ください。

大正区の水門、鉄扉が全て閉まれば、堤防の高さにより異な
りますが5.7メートルから7.2メートルまでの水位は防ぐことがで
きます。
液状化現象及び堤防については、平成25年8月に「大阪府防
災会議　南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」において、
長い時間揺れが続くマグニチュード9クラスの南海トラフ巨大地
震では、地盤の液状化が発生し、堤防が沈下・破壊することが
新たな知見として示されましたので、平成26年度から概ね10
年で、緊急的に堤防の耐震・液状化対策に取り組んでいるとこ
ろです。

1-2 廣瀬委員
地域課
政策プロモーショ
ン

大正区の発展について。安心、便利に住める大正区に
するには、防災、交通の便（地下鉄等）が必要と思いま
すが、将来像についてお答えください。

防災については、すべての区民が安全に避難できる体制が構
築されることをめざし、区民の防災意識の向上や地域の自主
防災組織づくりにより、自助・互助・共助の意識を高め、地域
防災力の向上を図ります。
地下鉄については、鶴見緑地線の鶴町延伸に関し、大阪市鉄
道ネットワーク審議会より、採算が取れないとの答申が出され
ています。一方、バス便については、今後もより良いサービス
に向けて、大阪シティバス㈱と協議・調整を行ってまいります。

区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答

３．その他意見、ご質問について
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1-3 森川委員 庶務

大阪市政に関して、メディアでは、現在市長・府知事の
民意を問うとうたった出直し選が注目をあびています。
市長・府知事の市・府への思いもわからんでもないです
が、出直し選の費用等があるのであれば、「保育所へ行
きながら制服の買えない子ども」「地域の子どもたちのた
めにがんばっている子ども会」等、将来の子どもたちの
ために投資すべきだと思います。無駄をなくしてから、そ
の先のビジョンが今の大阪にはないと思います。その先
も考えれるように、市・府議・区長・職員には、もう少し努
力していただきたいです。

　大阪市においては、ニア・イズ・ベターの観点から、住民・地
域に一番身近な区長が、自らの権限と責任のもと自立した自
治体型の区政運営を進めています。
　当区においても、今後の大正区のまちづくりの基礎として位
置づけた「大正区将来ビジョン2022」を区民の皆さまのご議論
をいただきながら平成30年4月1日に策定したところです。
　この「大正区将来ビジョン2022」をもとに、区政会議や区民意
識調査等でいただいた区民ニーズをふまえながら、総合的な
施策を決定し展開するために予算を編成しています。
　こういった考え方のもと、平成31年度においても「大正区将
来ビジョン2022」のなかの大きなテーマの一つである「次世代
の未来が輝くまち」をめざして、子育て、家庭・学校・地域教育
に係る施策の充実に向けて予算案を編成したところです。。
　とりわけ、すべての学習の基礎となる「リーディングスキル」
の向上や、学習機会の少ない生活困窮世帯や長期欠席等に
より学習機会を逃した児童・生徒への学習支援・登校支援など
については、これを重点施策と位置づけて取り組んでまいりま
す。

1-4 照喜名委員 こども・教育

区長はある会合で、本年の抱負として大正区の小、中
学校生の教育レベルを上げると言われましたが、短期で
レベルを上げることは可能でしょうか。もし具体策があれ
ばお示しください。

 大正区においては、「こどもの生活環境の向上」が学力向上
（教育レベルの向上）に非常に重要であると考えており、具体
的には(こどもサポートネットを通じた)問題行動解消のための
支援、虐待予防、朝食欠食の解消に取り組んでいます。また、
大正区の教育に関する事について、総合教育会議において議
論を重ね、平成31年度には、これまでの学力向上の取り組み
に加え、事業・業務計画書NO58『読み書き能力（リテラシー）』
スキルアップ事業、NO69「リーディングスキル」アップ事業など
の新規事業を実施するとともに、NO49学習・登校サポート事
業を中学生へ拡大し、基礎学力や教育環境の向上に努めま
す。
　委員ご指摘の「短期」でのレベル向上については、非常に難
しいものと考えておりますが、小学生や中学生の1年は取り返
すことのできないものであり、効果的に区の教育行政を進めて
いかなければならないと認識しております。施策効果の測定方
法としては、全国学力状況調査やチャレンジテストなどの成績
で成果を測り、出た結果については公表しててまいります。
　具体的な取組みとしては、事業・業務計画書の施策を推進し
ていくこととなりますが、区政会議や総合教育会議での意見
や、教育行政連絡会での意見を適宜施策に反映し、各学校を
サポートしてまいります。
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1-5 山北委員
政策プロモーショ
ン

大阪市の上下水道の不正について、強度的には問題な
いとのことであるが、大正区で行われた不正な工事の場
所は把握されているのか。また問題がなくても公表する
べきではないか。

現時点では公表に至っておりませんが、今年度内の最終報告
をめざして、調査に取り組んでいます。今後、調査が完了次
第、対象工事等を公表し、二度とこうしたことが繰り返されない
ようしっかりと再発防止策に取り組んでまいりますので何卒ご
理解賜りますようお願い申し上げます。また、周辺住民の皆様
の安全確保については、道路の巡視点検を行い、異常はあり
ませんでした。

1-6 御手洗委員
政策プロモーショ
ン

区民が意見を出したら、それがどう区政に反映された
か、どんなことを行ったかというアウトプットを見える様に
することが重要と思っています（区民がまちを作っている
感じ）。
人口増につながることを中心に”仕組みづくり”してほし
いです。（人口増⇒税収UP⇒サービス向上）

区政会議での議論や区役所職員が行っている仕事や業務な
ども積極的に広報し、区民の皆様にお知らせしてまいります。

1-7 御手洗委員
政策プロモーショ
ン

区役所では出来ない問題（課題）をもっと外に出して良
いと考えます。（大さわぎにならない程度にという出し方
も大事）
課題を知ることで、考えてくれる人が出てくるはずなの
で、あとはそういう人をどうサポートしていくか検討して
ほしい。

委員ご指摘のとおり、区役所単独で様々な課題を全て解決す
るということは不可能であると考えております。そのため民間
の方々の力を合わせて課題を解決する「公民連携」を推進す
るため、ホームページを活用して広く募集を行っています。今
後もこの制度を活用し、区の課題解決に取り組んでまいりま
す。

1-8 御手洗委員 地域課

区民をもっと巻き込んでいくアイデア＆アクションをつくっ
ていってほしい。
認知症サポーターや普通救命講習などの受講者を増や
す仕組みを考えれば、結果として防災・介護といったこと
に個人が興味を持ち、災害などが発生した際に活躍して
くれると期待します。自助・共助というだけだとなかなか
伝わらないのではないでしょうか。

委員ご指摘のとおり、防災や介護に興味を持つ人を増やすこ
とが、災害発生時の要援護者等への避難支援につながってい
くと考えております。
認知症サポーターや普通救命講習をはじめ、防災や介護にか
かる講座の情報について、受講者の増加に向け、広報の強化
を進めてまいります。

1-9 松本委員 地域課

以前も発言したが、地域の集会所の利用方法をもっとわ
かりやすくして欲しい。現状利用方法や予約方法（電話
番号など）を知っている限られた人しか使えないのが問
題。そもそも地域の方が管理されているので、このシス
テムを抜本的に変える必要があるのでないか。こういう
所を若い人が参加できるようになれば、もっと地域活動
に若い人が参入できるようになるのではないか。むしろ
この古いシステムが若い人たちが地域活動に入ってい
けない原因ではないか。

利用方法や電話番号が区のホームページに掲載されている
(別紙)ということがあまり知られていないことが原因と考えられ
ますので、HPのコンテンツの位置の変更や広報紙による周知
について検討・実施します。
地域集会所については、集会所毎に組織された運営委員会に
より運営されており、他の地域活動と同様、若い世代の担い手
不足が課題となっていることから、担い手の確保について区と
しても支援していきたいと考えております。
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