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令和元年度第１回大正区区政会議 

 

日 時：令和元年７月５日（金） 

    午後６時３０分～午後８時２８分 

場 所：大正区役所５階５０２会議室 

 

○佐々木政策推進課長 

 こんばんは。お忙しい中、区政会議のほうに御出席いただきましてありがとうござ

います。定刻になりましたので、ただいまから令和元年第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推進課長の佐々木でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回の区政会議は、あらかじめ御案内しております議題３点、「平成３０年度大正

区運営方針」の振り返りについて、千島公園の復旧計画について、区政会議のあり方

について、この３点を御議論いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 なお、午後６時３０分現在、区政会議の委員定数１８名のうち、９名現在御出席で

すので、２分の１以上の出席があるということで、条例に基づきまして本会議は有効

に成立しております。 

 また、今年度の異動、また組織改編によりまして、出席しております職員並びに役

職の変更がございますので、新体制になって初めてということで、職員全員を御紹介

させていただきます。 

 まず、大正区長、吉田でございます。 

○吉田区長 

 よろしくお願いいたします。 
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○佐々木政策推進課長 

 副区長の岡本でございます。 

○岡本副区長 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 総務課長の村田でございます。 

○村田総務課長 

 こんばんは、村田です。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 地域担当課長の三宅でございます。 

○三宅地域担当課長 

 こんばんは。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 地域活動支援担当課長の橋本でございます。 

○橋本地域活動支援担当課長 

 よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 窓口サービス課長、濱口でございます。 

○濱口窓口サービス課長 

 よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 保健福祉課長の松原でございます。 

○松原保健福祉課長 

 いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 
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 こども・教育担当課長、池田でございます。 

○池田こども・教育担当課長 

 よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 生活支援担当課長、筒井でございます。 

○筒井生活支援担当課長 

 よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 そして、私、事務局を務めさせていただきます政策推進課長の佐々木と、同じく政

策推進課長代理の稲垣、担当係長の前田、係員の吉岡で務めさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 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。区長の吉田康人でございます。本日もお忙しい中、そして特

にきょうは蒸し暑い一日でございましたが、そうした気候の中、このように御参集を

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 今の委員のもとでの区政会議は、きょうと次回と、残すところあと２回ということ

になります。次回は、日程上どうしても来年度の予算のことを中心に議論をしていた

だかなければなりません。したがいまして、今回は、本来は次回でやるべきだったか

もしれませんけれども、この２年間の、皆様がお務めになられた２年間の区政会議の

総括を一番メーンの議題として取り扱いさせていただきたいと存じます。 

 総括と申しますと、私が大正区に来て２カ月ぐらいたった６月だったと記憶してお

りますけれども、この大正区の区政会議に出席をいたしたわけでございます。このと

きに、区政会議も変えていかなければならないなということのお話をいたしました。

そのときの原稿を改めて見ていたんですけれども、どんなことが書いてあるかという
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と、ちょうど新しい将来ビジョンをつくる時期でございました。そういうこともあり

まして、これからは、やはり区民の皆さん方のニーズをしっかり聞いて、そして表に

出ていない潜在的なニーズもあろうから、そういうこともしっかり掘り起こしていき

たいということをお話しいたしております。そして、区民の皆様方と役所からの一方

的な説明だけではなくて、しっかり双方向の議論をすることによって新しいビジョン

を見出していきたいと、こんなお話をいたしました。 

 その一環として、区政会議では具体的に委員の皆様方への資料を２週間、あるいは

１週間ぐらい前にお送りをさせていただいて、それに対する御質問や御意見を事前の

質問意見シートで募集もさせていただきました。できるだけ区政会議では役所からの

説明は省略させていただいて、まず質疑応答から入るという形に変えさせていただき

ました。その成果が、２年たった今、出ているかどうかということにつきましては、

後ほどの議論でぜひ忌憚なく、皆様方の御意見をお聞かせいただきたいと存じており

ます。 

 次に、これも後ほど具体的に御説明をさせていただきますけれども、公募委員で現

在１期目の方におかれましては、ぜひとも２期目につきましても新たな公募に応じて

いただくよう、御検討をいただきたいと存じます。各団体の御推薦の委員の方におか

れましては、２期目の方は交代となりますけれども、新委員の御推薦へ格段の御配慮

を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、ただいまから本日の議論をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。ありがとうございます。 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございます。 

 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。お手元のほう

に令和元年度第１回大正区区政会議という式次第があるかと思います。それをめくっ

ていただきまして、まず配付資料として書類番号３、千島公園樹木の復旧案検討の考
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え方。続いて、書類番号４、区政会議委員の改選について。書類番号５、大正区区政

会議公募委員の募集について。書類番号６、大正区区政会議委員申込書。書類番号７、

大正区区政会議委員任期数。書類番号８、区政会議を含む各会議体との相関について。

書類番号９、平成３０年度大正区区民意識調査報告書（抜粋）。さらに、「令和元年

度第１回大正区区政会議」ご意見シート、平成３０年度大正区区政会議委員評価シー

ト、その後ろに記載例、区政会議に関するアンケート、その後ろに参考として、別紙

で各区で取り組んでいる区政会議運営上の工夫事例。そして、大正区区政会議の座席

表。そして、区政会議の委員の名簿。そして、返信用の封筒が配付させていただいて

いるかと思います。なお、本日、議題でも使います書類番号１と書類番号２について

は、１として平成３０年度大正区運営方針、書類番号２につきましては区政会議委員

からの事前質問、意見に対する回答、これについては事前に郵送をしているため、本

日、机には今は配付しておりませんけれども、持ってくるのをお忘れの方につきまし

てはお配りさせていただきますし、あと今、配付の資料が漏れているものがありまし

たら、挙手で言うていただけたら配付させていただきますが、ありますでしょうか。 

 皆さん、ありますでしょうか。 

 そうしますと、あと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

いただいた写真等につきましては、後日、区のホームページなど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８時半を予定としてお

ります。御協力のほど、よろしくお願いします。 

 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存じますので、よろしく

お願いいたします。 

○山本議長 

 皆様、こんばんは。それでは早速、議事に入らせていただきます。 

 まず、議題１の「平成３０年度大正区運営方針」の振り返りにつきまして、区役所

のほうから説明をお願いいたします。 
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○佐々木政策推進課長 

 それでは、私のほうから議題１の「平成３０年度大正区運営方針」の振り返りにつ

いて御説明させていただきます。議題１の平成３０年度大正区振り返りについては、

書類番号１の大正区運営方針と書類番号２としてあります区政会議委員からの事前質

問・意見に対する回答というものでありますけれども、これにつきまして、既に回答

についても事前にお配りさせていただいておりますこともありますので、具体の説明

については割愛させていただきまして、この場におきましては、皆様方からの質問・

意見に対して、大正区の回答に対してのさらなる御意見や、また、そのほか平成３０

年度運営方針の振り返りに対するその他の御意見がございましたら、ここで承って御

議論をさせていただきたいと思っております。 

 どうぞ御質問のある方、挙手等でお願いしたいと思います。 

○吉田区長 

 ちょっと私が最初に、冒頭御挨拶したことともかかわるので念のため申し上げます

と、新しい区政会議になってから、もう役所の説明は割愛させていただいて、事前に

皆様方からの質問を書面でもって受け付けますと。この区政会議では、その回答から

始めさせていただくように変えましたということを申し上げました。後ほど、また詳

しく御説明いたしますけれども、それでもなかなか時間が足りないという実情がござ

いますので、これからは、その回答も事前にしてしまうので、この場での回答もなく

すようにいたしますと。その回答については、もう皆さん、ごらんいただいているの

で、改めて私たちの回答を見た上で御質問がありましたら、今、この時間帯にお承り

すると。そういうふうに次期、次回以降も変えていきたいということでございます。

念のため申し上げました。 

○山本議長 

 それでは、ただいま役所のほうからの説明がございましたけれども、事前に配付さ

れているわけでございますけれども、それに関して御質問とか御意見のある方は挙手



7 

の上で、よろしくお願いいたします。 

 上村委員。 

○上村委員 

 いつも問題用紙、回答用紙をもらうんですけども、字が余りに小さいのでついつい、

もう目を通してないんですけども。字が小さいとついつい、どうかなという気がしま

して、目を通さなあかんのだと思いますけども、目を通す気になれないんです、申し

わけないんですけど。そういう答えですけど、どんなもんでっしゃろか。 

○山本議長 

 ただいまの御質問につきまして、回答をよろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 私も結構、眼鏡、近眼と老眼が入っているので、なかなか見にくいところもあるの

ですけれども、その辺についてＡ３番とかで大きくしてお渡しするとか、次回はそう

いったことを工夫させていただいて、皆様に見やすいような形で御提供できるように。

ちょっと物が大きくなったりはしますけれども、そのほうが、読んでいただいて回答

いただくのが我々の使命でございますので、そのようにちょっと検討をさせていただ

きます。 

○上村委員 

 なるべく読むようにします。 

○山本議長 

 ほかの委員さん、ございませんでしょうか。 

 照喜納委員。 

○照喜納委員 

 ちょっと、まだ耳の回復が思わしくなくて申しわけないんですけども。 

 前にも質問をさせていただいたんですけども、今の回答の方とも関連するんですけ

ど、字が小さいのは私ももう年で、白内障もかかって読むだけでも大変なんで、２日
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ぐらいかかるんですけどもね。ちょっと余りにも議題にするのが多過ぎて、もっとま

とめて、ここで次の皆さん方に意見を求める、いろんなことを求める、出してもらう

のは何ぼかまとめたほうが、皆さん方もここで意見を聞いて、次の議題はこうして、

これとこれとこれというのを出していただいて、それに対して意見を出した方が、も

う全部やるといったら、なかなかまともな回答もしにくいんじゃないかというふうな、

前にもこれ一回、私、意見を出したと思うんですけども、そのことについてお願いし

ます。 

○吉田区長 

 きょう、実は、この式次第にある３番のところで、そういう御意見をまた伺えたら

というふうに思っていたんです。それに対する私たちの、こういうふうにしますとい

う案も後ほどの時間で御提示いたしますので、まさに照喜納委員がおっしゃる問題意

識に沿って、その改善策を考えてございますので、また後の時間でやりとりをさせて

いただければと思います。今は、運営方針についての御意見等あれば、ぜひお承りし

たいということでお願いいたします。 

○山本議長 

 それでは、議題１の、今も区長もおっしゃいましたけれども、運営方針の振り返り

について何か御質問とか御意見の方、挙手の上、よろしくお願いいたします。 

 森川委員。 

○森川委員 

 この質問用紙のやつです。僕、ちょっと質問で、ずっとこの２期ぐらい区政会議で

ずっと交通網の話が出ていると思うんですよ。いわゆる委員から、いろいろ交通の話

は出ているとは思うんですけれども、実際、それが反映されているのかどうかという

のを、それは僕も考えていて、行政にぼんと投げるんじゃなくて、行政は議会の意見

を下で事務としてやることだと僕は思っているので、上としてはどうなのかなという

のは僕、ちょっと思っているんですよ。 
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 それは、僕が思っているのは、ここで行政じゃなくて議員が説明するべきだと思い

ますよ。実際にお金を引っ張れてこれるのとか、実際は開発どうなんとか、どれぐら

いの進捗ぐあいとか、そういうのをやっぱり説明責任というのかな、そういうのをや

るべきやと僕は思います。 

○山本議長 

 そしたら、区長のほうから。 

○吉田区長 

 おっしゃっている御趣旨は、よくわかりました。よくわかりますけれども、事この

区政会議という場に関して言えば、区政会議の委員の皆さん方と行政とのディスカッ

ションの場でございますので、議員先生方から何らかのお話をいただく場としてはふ

さわしくございませんので、その場も既にあるわけなんですけど、議会という場であ

るわけなんですけれども、それに加えてどういう場を拡充していくということについ

ては、議員先生方のほうで改めて御議論の上、何らかの方針が示されることと思いま

す。それが示されましたら、私たちは広報活動に努めていきたいということで、この

場ではそういう議論にさせていただきたいんですが。 

○森川委員 

 今、いつとか、そんなんを聞きたいわけなんですけれども、やっぱり先延ばし先延

ばしではなくて、ここまでにこれぐらいはできるとか、そういうのを求められてくる

のかなと思うんですよ、これだけ長く長くしているとね。それぐらいまで来ているか

なと、ちょっと問題意識を持ってほしいなということで。 

○吉田区長 

 きょうも議員先生方お二人に傍聴して来てくださっていますけれども、それは、こ

こで出た意見をしっかり聞いて施策展開に生かそうという意味で御出席だと存じてお

りますので、今後、新たな展開をしていただけるものと御期待を申し上げております。 

○山本議長 
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 ほかにございませんでしょうか。 

 御手洗委員。 

○御手洗委員 

 河川敷の、今つくっているところがありますよね。あそこなんですけど、ＩＫＥＡ

も同様なんですけど、その場所に人が行くというところまでは、多分、もちろん盛り

上がってなると思うんですけど、なかなかそこに来る人たちを大正区の中に引っ張る

というところがなかなかできていないと思っているので、そこは何か、いろいろ考え

てしていきますよというのはわかるんですけど、なかなか実際問題で、じゃあ、どう

やって中に人を引っ張るんですかというところが一つ、ずっとこれも長年の課題なの

で、それが気になっているということと。 

 それともう一つ、やっぱり人口増加というか、人口問題は結局、今はどう、もちろ

ん対策もしているしというのは話し合いもしているのでわかっているんですけど、多

分これ、どんどん今のままだとやっぱり苦しくなっていくのもわかるので、人口問題

に関してのコメントとかをいただければと思います。 

○山本議長 

 区役所のほうから、よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 尻無川のＴＵＧＢＯＡＴ ＴＡＩＳＨＯのところにつきましては、まさしく、まず

そういった水辺の空間をよりよいものでつくって、まず人に来ていただくということ

で。いかに地域の人も含めて、ここの水辺の空間を自分の区の物すごく魅力というよ

うな形で、外の人も知ってもらって、こういうところで散歩をしたいな、ふだんから

散歩をしたいなというようなことを思うような形でＰＲとかもしていかないといけな

いかなと思っているところなんですけれども。 

 ちょっとまだ、そこの具体策っていうところまで、まだ今度１１月に大体、まず順

次オープンし、全体的に２月ぐらいで全てオープンになってくる予定ということもあ
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りますので、またそこの事業者ともどういった形で連携して、当然、どういった魅力

発信も含めてやっていくのかというのは具体的に、できた以降になってしまいますけ

れども、そういったことは検討していこうかなと思っております。 

 あと人口減というところについて、やはり我々として、一つはそういった物づくり

にしてもというところで、やはり盛んにもっと地域が活性化するということで、そう

いったところで魅力を一つ一つふやしていって、まずは人口減をとめて、流入のほう

にできるような形で持っていきたいとは思っているんですけど、なかなか、すぐに即

効性というものがなかなかないというところもあるので、今は一つ一つ積み重ねで、

そういった魅力発信をうまくやっていくということで工夫をしていきたいなと思って

いるところでございます。 

○御手洗委員 

 お話はわかるんですけど、例えば、１つ目の質問に関しては場所自体の話じゃなく

て、大正区内のほうにもっと人が入ってくるというような流れというのをどう考えて

いるかというところを知りたいので、そこのコメントとしてはちょっと違うんじゃな

いかなと今、聞いていて思ったんですけど。 

 済みません。ちょっと今、人口の絡みで言い忘れたので、もう一つだけ。高齢化も

進んでいるので、例えば、よく区役所なんかでもセミナーとか、いろんなことされて

いるんですけど、区役所へ来てくださいというよりは、もっと地域のほうで何かをや

るというふうにどんどん細かくして、向かう、外に出ていくというか、地域のほうに

動いていくほうが私はいいんじゃないかなとも思っているので、今後はそういう発想

も必要じゃないかというふうに思っているので。 

 済みません、先ほど言い忘れたので。 

○吉田区長 

 やはり拠点づくりのポイントは、御手洗委員がおっしゃるように拠点そのものを活

性化するということと、それから、拠点から区内に人を呼び込んでいくようなしつら
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えをするということだと思うんですね。ただ、それを行政が税金を使って区民の皆さ

ん、あるいは、区外の方々が流れ込んでくるようなものをみずからやるべきかという

と、ちょっとそれは違うと思いますので、やはり私たちは区内のそうした活動の活性

化を支援する、そういう環境を整備するということに努めていきたいと思っています。 

 それから、人口問題については、私が前任の吉村市長から大正区に派遣されたとき

に言われたのが、やってもらいたいことは人口増と、それから防災対策であると、津

波対策であると。こういうことを言われておりますので、私の命運をかけてというか、

私のこの４年間の任期をかけて、人口問題については対応していきたいというふうに

思っています。 

 将来ビジョンの話を冒頭いたしましたけれども、にぎわいの施設をつくったから、

この御回答にも書いておりますけれども、にぎわいの施設をつくったから人口がふえ

るかというと、なかなかそういうふうにはならないわけでございまして。そこで地域

福祉と地域防災と、それから子育て・教育、さらにはコミュニティーの充実という４

つの柱を掲げて、住む人々が安心して安らかに住めるような大正区をつくっていくと

いう考えで、そういうやり方じゃないと人口ってふえないと思いますので、そういう

やり方でこつこつと２年ちょっとをやってまいりましたから、２年間で人口がふえる

トレンドに持っていけるように、引き続きしっかり頑張っていきます。 

 具体策については、もう全てこの将来ビジョンに載せておりますので、それを御参

照いただければと思います。 

○山本議長 

 照喜納委員。 

○照喜納委員 

 ちょっと、この水辺空間の事業のことなんですけども、質問すると思っていました

けど今回よう出さなかったんですけども。台風とか、あの地域ですね。台風とか水害、

これが起こったときの対策的なことは考えられているでしょうか。これについて、ち
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ょっと説明をお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 台風とか、まず、あそこに水辺の近くということがありますので、一つそこにおら

れる方、宿泊施設とかもあったりしますので、水位が何ぼ以上上がれば、まずここか

ら避難をしていただくというような形がとっているところでありますし、ちょっとま

だ策定は、今、検討している最中ですけれども、そういった防災計画とかというとこ

ろも、事業者なり我々も含めて、まだ作成を今やっているところという状況でござい

ますので、またその辺をできましたら当然、お示しできるような形とかはできるかな

と思っております。 

○山本議長 

 ほかの委員の皆さんで、何か御質問、御意見ございませんでしょうか。 

 上村委員。 

○上村委員 

 御手洗さんの言うてることなんですけれども、うちの平尾の商店街でルンウキマー

ケットというので、商店街がやっているんですけども、それをやると御手洗さんもそ

うですけど、子供がメーンですけども、かなりの人が出てきはりますよね。あれもも

う何年かやって、やっとこさ落ちついてきて、商店街の人もやってよかったと言うて

くれていますし、今回、特に中央不動産の弓手さんが、東京の女の人やったかな。そ

れと、台湾の女の子の若い２人が食事を出していて、たまたまその２人と話をするこ

とができたら、平尾に住みたいというふうなことを言うてくれた。こんなん、やっぱ

りやっててよかったなというふうに思いました。 

 若い人がこういう、ちょっとでもああいう商店街で店を出してもらえたらうれしい

かなと思っていますので、これをどんどん続けたいなと。そやから、ほんまに続けら

へんかったら、そういうふうなことが起きひんのかなと。御手洗さんの、いきなりは

出えへんと思うけども、徐々に徐々に積み重ねていくことが必要かなと思っています。



14 

今度、また８月にもやりますので、よろしくお願いします。 

○吉田区長 

 私もほぼ毎回参加させていただきまして、すばらしいイベントだと思います。先ほ

ども申し上げましたように、やはり、ああいうことができるまちだから住みたいとい

う人は出てくると思うんです。きらびやかな拠点が平尾にばんとできたから、平尾に

住み続けようという人はきっといないけれども、こういうことができるまちなんやな

というのは人口増加につながると思っていまして、私たちも応援してというか、サポ

ートしていきたいと思っています。いつも、どうもありがとうございます。 

 できれば、こういう委員さん同士の、今みたいな委員さん同士の議論があればいい

かなと。いつも行政対委員みたいな議論になっているので、お互い今みたいな議論を

していただければ、この区政会議ももっと活性化するんじゃないかなと思います。あ

りがとうございます。 

○山本議長 

 木村委員、お願いします。 

○木村委員 

 質問を出していなくて申しわけないんですけども、目指すべき成果の戦略の３－２

のところで、私もこのあたりの質問を時々させていただいているんですが、地域包括

ケアを構築していくということで進めるということで、評価がＡということで、進捗

状況もａ順調ということになっているんですが、それを評価した根拠なり状況がわか

れば、ちょっと教えていただきたいなというのがあります。 

 あと、この場でするか、ちょっとあれなんですが。きょう、朝日新聞を読んでいた

ら大正区の学校のことが載っていて、泉尾北小学校で愛国の歌姫として知られる人を

招いて、神武天皇と仁徳天皇のお話の歌を披露してもらったといって新聞に載ってた

のが気になったので、それがどういうことだったのか、もしわかれば教えていただき

たいなと思いまして。その２点です。 
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 そぐうかどうか、ちょっとわからないんですがお願いします。 

○山本議長 

 そしたら、区役所の担当の方、よろしくお願いします。 

○松原保健福祉課長 

 保健福祉課長の松原です。 

 ３－２の地域包括ケアシステムの確立の自己評価のところでございますけれども、

アウトカムのほうが平成３７年度まで、よく言われています２０２５年だと思うんで

すけれども、全ての地域で地域包括ケアシステムの構築を行うというところでござい

まして、まだ今から、あと６年ぐらいあるということもございまして、現時点で順調

ではないとはちょっと評価しづらいということもありまして。 

 現在の時点では、さまざまな地域包括センターであったり、各医療と介護の連携で

あったりということで、国が進めようとしています地域包括ケアにつきまして、大正

区におきましても少しでも、そういう全ての人が安心して暮らせるような地域福祉に

できるようにということで、さまざまな制度を進めておりますので、現時点では一応、

順調という形で評価をさせていただいたところでございます。 

○池田こども・教育担当課長 

 泉尾北小学校の新聞報道がありました経緯については、申しわけございません、私

たちも新聞の内容でしか知り得ておりません。回答になっているかどうか、あれなん

ですけども。 

○山本議長 

 それでは、まだ御意見、御質問があるかもしれませんが、ご意見シートがございま

すので、議題１に関しましては、ご意見シートにて提出をお願いいたします。 

 次の議題でございますが、千島公園の復旧計画につきましてですね。そちらに移り

たいと思います。議題２につきましては、区役所から少し経過をお話しいただいた後

に、区役所並びに建設局から詳しく説明をよろしくお願いいたします。 
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○佐々木政策推進課長 

 まず、私のほうから千島公園の復旧の、この間の経過について御説明させていただ

きます。 

 去年の平成３０年９月４日の台風２１号によりまして、千島公園が甚大な被害を受

けたところでございます。被害の状況も、皆様御承知のとおりですけれども、書類番

号３番の６ページをごらんください。６ページにありますとおり、もう大木が相当数

折れて倒れているというような状況でございましたので、すぐさま立入禁止措置をし

て、本年の３月末までに倒木等の撤去の作業を行いまして、本年の４月１日からは立

入禁止措置を解除して、市民に今も開放しているところでございます。 

 このような状況の中で、平成３１年２月２６日の区政会議におきまして、直近の復

旧の状況の報告とともに、復旧の基本的な考え方と今後の進め方について意見をお聞

かせ願ったところでございます。また、３１年の３月２７日に千島公園の主な利用団

体等を中心に、復旧の関係につきまして意見交換会を実施させていただきました。区

政会議やその意見交換会の御意見を踏まえまして、書類番号３にありますとおり、千

島公園樹木の復旧案検討の考え方を取りまとめた次第でございます。 

 多くの意見としましては、やはり昭和山の眺めを、眺望を確保してほしいという意

見が大変多くありましたことから、復旧のコンセプトといたしましては、２ページ目

に書かれております港のみえる四季彩の丘公園というコンセプトで考え方をまとめて

いるところでございます。 

 具体の説明につきましては、建設局のほうからしていただきたいと思います。 

○園山緑化課課長代理 

 皆様、こんばんは。建設局緑化課の園山と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。座って説明させていただきます。 

 お手元の資料、書類番号３の１ページ目をごらんください。今、先ほど佐々木課長

のほうから御紹介がありましたように、３月の中旬に復旧案の検討の考え方につきま
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して、区民の皆様から意見をお伺いしたところでございます。先ほど御紹介がありま

したように、やはり昭和４０年代に千島公園が最初につくられたコンセプト、港の見

える丘、これをぜひ、また復活させてほしいという御意見が多かったかと思います。

そのため、頂上付近は見晴らしを確保するため、高木ではなくて低木がいいなという

御意見が多数ございました。また、お花が咲く木がたくさん欲しいわという御意見を

頂戴しておりまして、１ページ目に箇条書きで書かせていただいております、１つ目

にはミツバツツジ、また梅林、そしてサクラ、ツツジ、アジサイもいいねと。頂上付

近はスイセンもすごくきれいに、今、咲くよねというお話などがありました。 

 私ども、これらの御意見とともに、復旧の着眼点といたしまして下に書いてござい

ます、まず緊急時の場合の避難場所という観点からも、安全・安心に公園を御利用い

ただけるように、そして、昭和山からの眺望を確保するようにという形で検討案をま

とめてまいりました。 

 次のページをごらんください。 

 千島公園～港のみえる四季彩の丘公園～、これはゾーニング図になります。台風で

大変に被害が大きかったのが、この頂上付近から周辺の斜面のところですね。こちら

のほうが大きな被害を受けました。その被害を受けた部分につきまして、ゾーニング

ごとに四季折々、お花を楽しめるような公園をデザインしてまいりました。 

 まず皆様、港が見える丘の復元という形で、頂上付近につきましては、今、大変き

れいに咲いておりますスイセンのエリアをもっとふやしてまいりたいと思います。そ

して、頂上から下るにつれましてアガパンサス、ヒガンバナといった丈が低くて、ま

た四季を感じられるような、そういった草花を植えてまいりたいと考えております。

また、この坂を下りきったところ、これは今もアジサイがたくさん植わっているんで

すけれども、そちらのほうにもアジサイを増しまして、もっと今時分の梅雨時分に、

きれいなお花をめでられるようなゾーンにしてまいりたいと考えております。 

 また、昭和山の入り口に、昭和山と書いている名盤があるかと思います。そちらか
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らの公園に入って一番の一等地には、ツツジを植えてまいりたいというふうに考えて

おります。やはり、もともと区の花がツツジ、そして、千島公園はもともと頂上付近

にはツツジがたくさん植わっていたということもございますので、この正面西側の斜

面は、ツツジをたくさん植えてまいりたいというふうに考えております。 

 また、南西の山の頂上付近があるんですけれども、そちらはサクラのエリアとして

まいりたいと考えております。今もアジサイエリアのちょっと北側には、サクラがす

ごく咲いているエリアがあるんですけれども、春の時季はこの新しいサクラのエリア

のお花見も楽しめるかと思います。また、ススキのエリアですとか、ウメのエリアも

設けまして、四季折々にお花が楽しめるような公園にしてまいりたいというふうに考

えております。 

 １枚めくっていただきますと、そのお花の写真とともに、その咲く時季が書いてご

ざいます。１月スイセン、２月ウメに始まりまして、４月のサクラ、そして５月ツツ

ジ、６月アジサイ、夏場にもサルスベリなんかを楽しんでいただくことができる、そ

ういった公園になるかと思います。 

 １枚めくっていただきまして、これらの工事の関係についてなんですけれども、き

ょう方針を報告させていただきまして、その後、設計・積算に移ってまいります。工

事を発注いたしました後には、業者決定後、冬場１２月、１月、２月、もしかすると

３月に食い込む可能性もございます。このころに工事を行いまして、４月にはきれい

に復元された公園をお楽しみいただけることかと存じます。また、あわせて御紹介で

すが、水景施設の工事につきましても、あわせてスケジュールを書いてございます。

こちらは、秋口からの工事発注、そして、植栽工事とほぼ同時期に終わる予定と見込

んでおります。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山本議長 

 それでは、ただいまの御説明につきまして御質問、御意見等のある方は挙手の上、
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どうぞよろしくお願いいたします。 

 御手洗委員。 

○御手洗委員 

 新しい公園になったとして、効果というのは、台風の対策であったりとかというの

がどうなっているかというのを伺えればと思いますけれども。 

○山本議長 

 ただいまの件、御説明よろしくお願いします。 

○園山緑化課課長代理 

 ありがとうございます。 

 今回、台風で大変倒木がございました。その原因の一つには、昔たくさんの樹木を

植栽はしたんですけれども、本来、元気に健全に育つためには適切に間伐というか、

間引きというのをしなければなりません。大阪府下、お山がずっと和歌山、奈良とご

ざいますが、そちらの山であっても普通、間伐というのが入ります。そういったこと

ができずに、ひょろひょろっと大きく育ってしまったがために、木津川から吹き込ん

だ風が樹木に直撃して、大きな被害をもたらしたものと考えております。 

 このあたり、京都大学の防災研究所の先生にも御意見を頂戴しているんですけれど

も、やはり木津川がすぐ東側にございまして、台風は南から北に大きく強い風が吹き

ます。そこから千島公園のほうに、ぐっと強い風が流れ込んだのではないだろうかと

いう御意見を頂戴しているところです。 

 こういったところを踏まえまして、私どもの復旧案といたしましては、樹間を、ひ

ょろひょろに育たないように、木と木のすき間をちょっとあけぎみに植えてまいりた

いと思います。ひょろひょろひょろっと育つのではなくて、お日様を体いっぱいに受

けて伸び伸びと大きく育つことができるように、大きな空間を確保しながら植えてま

いりたいというふうに考えております。また、大きく育つような樹木は大きく植えて

おりませんで、ほとんどが低木、地被、また、頂上付近の風当たりが強いところには
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背丈が大きくならないような低木、地被という植物を植えてまいりたいというふうに

考えているところです。 

 間隔をあけて木を植えることによって、植栽してすぐは、えらい木の本数が少ない

やないかというイメージを持たれるかもしれませんが、これが５年、１０年、２０年

と大きく育つにつれて、伸び伸びと枝葉を伸ばし、根っこを伸ばし、大きく育ってい

くことになるかと思います。ぜひ温かい目で、長い間を見守っていただけたらなとい

うふうに思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○山本議長 

 ほかの委員の方で。 

 どうぞ。 

○松本副議長 

 お花のエリアをいろいろ描いてあるのを見せてもらっているんですけれども、今ま

で千島公園のほう、サクラが咲いている箇所が複数箇所あったと思うんですけど、こ

れ新しくなったら、頂上とかにもサクラがきれいに咲いていたと思うんですけど、そ

れもなくなっちゃって、サクラエリアは左下のところだけになってしまいますか。 

○西八幡屋公園事務所長 

 こんにちは。八幡屋公園事務所長の西です。 

 今残っている木については、そのまま残したままでやろうと思っています。あくま

でもこのエリア、きょうの御提案は、被害が大きかったエリアにこういう花を入れて

いくということでお考えいただいたら結構かと思います。 

 先ほどの御質問ですけれども、済みません、ちょっと長かったんですけど、要は低

木化することによって台風の被害をできるだけ少なくしていこうというのが、私らの

観点でもございます。よろしくお願いいたします。 

○吉田区長 
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 この絵の描き方は、ちょっといろいろ悩みまして、今植わっているやつをそのまま

描くと、新しいやつとの違いが見にくくなるので、今植わっているやつは緑の点々で

あらわしましょうということで、こういう絵になったんですけど。いろいろ悩みまし

たよね、この絵の描き方は。 

○西八幡屋公園事務所長 

 ツツジのエリアもちょうど正面を入ったところなんですけども、またごらんいただ

いたらいいんですが、かなりようさん面積があるんですけど、そこにツツジを一面に

ばって敷くというんじゃなくて、見ごたえがあるように丸く、ぽんぽんとポイント的

にやっていこうかなと。このようなことも考えていますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

○山本議長 

 ほかの方、ございませんでしょうか。 

 そうしましたら、千島公園の復旧計画につきましては、このぐらいでよろしいです

か。もし追加でございましたら、またご意見シートに御記入のほど、御提出をよろし

くお願いいたします。 

 それでは、３番目でございますが、先ほど区長からもお話がございましたけれども、

区政会議のあり方につきましてに移っていきたいと思います。 

 それでは、一応、区役所のほうから、あり方についてということで、まず説明をよ

ろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 では、また私のほうから書類番号の４から８について御説明させていただきます。 

 まず１点目は、書類番号４の区政会議委員の改選についての御説明をさせていただ

きます。 

 区政委員の任期につきましては、条例で２年と定められておりまして、本年９月末

をもって任期が満了することになっておりますので、今年度、改選を行う必要がござ
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います。次回の任期は、令和元年１０月１日から令和３年９月３０日までという形で

ございます。委員の構成につきましては、地域団体等からの推薦と公募委員の２つに

分かれております。 

 まず、地域団体からの推薦につきましては、この間、平成２９年度の前回の改選時

におきまして、区政会議のあり方についても委員の構成も含めて大幅に見直しを行っ

ておりますけれども、今回も改選に合わせて見直しを行っていきたいと考えておりま

す。現在、区政会議で議論されている内容としては、教育なり福祉なり、防犯、防災

といった、ある程度内容が限定されているということもございますので、推薦団体に

ついても見直して、次回の任期の推薦いただく地域団体につきましては、ここに記載

のありますとおり大正区地域振興会、社会福祉法人大正区社会福祉協議会、大正区民

生委員協議会、大正区地域女性団体協議会、大正区地域まちづくり実行委員会の５団

体から推薦をいただいて、委員として選定をしていきたいと考えております。 

 次に、公募委員につきましては、記載のとおり１０名程度を募集する予定でござい

ます。募集の時期につきましては、７月１８日木曜日から８月２１日の水曜日までの

約１カ月間、募集を行います。周知方法につきましては、区の広報紙やホームページ

等で周知をしていきたいと考えております。選考は、９月初旬ごろに選考委員会を開

催して決定していきたいと考えております。 

 続いて、書類番号５と６につきましては、具体の公募の内容なり、申込書のとおり

になっておりますので、時間の関係もございますので、説明は割愛させていただきま

す。後ほど御一読のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 なお、推薦委員、公募委員とも条例上、連続して３回以上選定することができない

形になっております。任期数につきましては、書類番号７に各委員の任期数が記載さ

れておりますので、御確認のほどお願いしたいと思います。２期連続でお務めいただ

いた委員の方につきましては、この場をおかりしまして感謝申し上げます。ありがと

うございます。また、１期目の方につきましては、次の任期もお務めいただくことは
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できるんですけれども、連続ではなくて、再度、推薦なり公募に御応募いただく必要

がございますので、その点は御注意いただきたいと思います。 

 次に、区政会議のあり方について御説明させていただきます。書類番号８、区政会

議を含む各会議体との相関についてをごらんください。 

 区政会議の目的は、条例では第３条に記載されているんですけれども、「区政会議

において、立案段階から意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び

成果に関する評価に係る意見を聴くことを基本とする」と定められております。つま

り、区政会議は幅広い区民の意見を聴取する場ということが言えるかと思います。そ

れを受けまして、平成２９年度の区政会議委員の改選の際、各委員の発言の機会を大

幅にふやし、議論の活性化を促すために推薦団体を大幅に見直しまして、定数につい

ても削減を行って、区政会議における発言の機会についてふやしていくということに

つきましては、一定少しは改善されたのかなと認識しているところでございます。 

 しかし、やはり運営方針なり事業計画書等につきましては、事業内容が多岐にわた

るとともに、どうしても質疑応答的な議論になってしまっておりますので、具体の、

本来の区政会議の目的である立案段階から意見を把握し適宜これを反映するという目

的が、まだ十分に達成できていないというふうに感じているところでございます。そ

ういったことで、議題の設定手法などにつきましても改善していきたいと考えており

ます。 

 具体的には、１つ目は一番下に掲げておりますとおり、一番下の四角のところをま

ずごらんください。先ほども言いましたとおり、事業計画書なり運営方針に係る意見

の聴取につきましては、やはり事業内容が多岐にわたっております。全てをここで、

この場で議論するというのはなかなか物理的に難しいことから、これにつきましては、

基本的には事前に質疑応答として、書面でやりとりをしていきたいと考えております。

ただ、区政会議の当日につきましては、事前の質問・回答の説明も省略させていただ

いて、質問に対する区の回答に対する御意見とか、具体に意見交換を行いたい事項に
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絞って議論をしていきたいと考えております。 

 次に、そのほかの議題につきましては、大正区において区政の施策を進めるに当た

って、大きく資料の下のほうに記載している４つの会議体、１つは大正区地域まちづ

くり実行委員会委員長会、大正区総合教育会議、大正区地域福祉推進会議、最後に、

これは今つくろうとしているものですけれども、仮称ですが防災会議、こういったい

ろんな会議体の中で意見聴取をし、議論を経て、施策の立案を行っているところでご

ざいます。 

 それぞれの会議体では、各事業に実際に携わっている方が委員として構成されて、

その委員の方と意見交換を行っているわけなんですけれども、施策の立案に当たって

は、実際に携わっている方ではなくて、より多くの地域住民の意見も聴取する必要の

ものもあるかと思いますので、この資料にある①のように、そのテーマを政策推進課

のほうでまずは取りまとめて、②番、③番のように区長、副区長、各課長で構成され

た区政運営の基本方針や重要施策事業を決定する大正区役所経営会議という会議の中

で議論した上で、区政会議で議論するテーマを決定して、事前に④に示すとおり議題

も提示して、区政会議の場でその議題テーマについて意見交換など、議論をしていき

たいと考えているところでございます。 

 そして、区政会議で議論した内容につきましては、⑤のように各会議体にフィード

バックをしていきたいと考えているところでございます。 

 また、⑥のように区政会議からも、各会議体の専門的な意見なども聞きたいという

御意見もあろうかと思います。そういったものにつきましては、政策推進課のほうで

また取りまとめた上で、各会議体で意見聴取依頼をして、次回の区政会議での議題と

して取り上げて、各会議体の委員の方もオブザーバーとして参画してもらうなど、意

見聴取、意見交換を行っていきたいと考えているところでございます。 

 こういった変更をすることで、区政会議の本来の目的である立案段階からの意見を

把握して適宜これを反映させるということが、少しでも進むのではないかなと考えて



25 

いるところでございます。 

 説明は、私のほうからは以上でございます。御議論のほど、何とぞよろしくお願い

いたします。 

○山本議長 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見とか御質問のある方は挙手の上、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 那須委員。 

○那須委員 

 今の説明の途中にありましたが、議題に非常に多いと。僕、１３０ぐらいありまし

たよね。１回書いたんですけども、せっかく挙がってきた限りは一つのテーマに対し

て何らかの意見があれば、それに回答をもらって、みんなが読むということはいいな

と思ったものですから。十四、五人おれば、１３５を無理やり、あなたはこれ、これ、

まず決めて、それに対して意見をもらって、その回答をした後、自分の好きな分野、

得意な分野、そういうところの意見をさらにもらっていってやるのはどうかなとは思

っていました。意見は書いたと思います。 

 途中で、また議論をいずれ絞って意見を聴取していくと言われましたけど、絞り方

というのはどうやってやるのか。まだ、それから考えていかれるかもしれませんけど

も、これに対してちょっとコメントをいただければと思います。 

○佐々木政策推進課長 

 どうしても運営方針なりにつきましては、条例上、運営方針については区政会議に

かけて議論をすることということになっておりますので、どうしても幅広い状況にな

らざるを得ないというところがございますので、そういった負担等があって各分野を

分けたほうが意見が言いやすいとか、今後、見やすいというようなことがございまし

たら、やはりこの場でいろいろ御議論をしていただいて、皆さんの賛同がいただける

のであれば、そういったやり方も検討の一つかなと思っているところでございます。 



26 

 絞り込みの方法につきましては、我々から絞り込むというよりかは、委員さんの中

で、これについてはやはり皆さんの、自分だけの意見じゃなくて皆さんの意見も聞い

てみたいとか、いろいろな思いがあるかと思いますので、我々のほうから特に事業計

画書とか、運営方針のところについては議論を絞り込むというよりかは、きょうみた

いなやり方で説明はなるべくカットして、事前に見ていただいた上で、さらなる区の

回答については見たけれどもちょっと区に再度確認したい事項とか、各委員さんの意

見も聞きたいというような形で、委員の中からの意見の中で時間の許す限りやってい

けたらなと思っているところでございます。 

○山本議長 

 ほかの委員の方で、何か区政会議のあり方につきまして御質問、御意見ございませ

んでしょうか。 

 御手洗委員。 

○御手洗委員 

 吉田区長が、多分、先ほどちょっと、ちらっと別のときにお話があったんですけど。

例えば委員同士はもっと話し合ってというところなんかは、私は逆に余りその認識が

なくて、区政会議というのはどちらかというと区役所と我々、いったら住民がやりと

りをする場だっていうところから、もう既に違っているような感覚があるので。それ

であれば、もっと区政会議というのはこういうふうに運用して、特に私も知らないだ

けかもしれないですけど、こういうふうにやっていくともっといい意見が出てよくな

るんですよというようなことを、もっとまずわかるように、委員のみんなにも事前に

わかるようにというか、ちょっとやり方みたいな話があって、それを踏まえて集まっ

て、みんなが話をするというのであれば、まだ言われているような形もできるかもし

れないですけど。 

 ちょっと、私はどちらかと言うと、やっぱり区役所のそういう書類とかに対して区

民として意見を出すという感覚なので、委員同士が話し合ってという部分は正直、余
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り今までなかったので、何かその辺をもう少し変えていかないといけないのじゃない

かと思うんですけど。 

○山本議長 

 今の件に関しては、区長のほうから。 

○吉田区長 

 おっしゃるとおりだと思います。目的というか目標は、やはりこの区政会議を活性

化して、議論が盛んに行われて、もって区政の発展に資するということなんですね。

そのためにどういうツールを、この区政会議の中で準備していくかということだと思

いますので、そこは私たちとしては、できればこの形で始めさせていただいて、先ほ

ども言いましたように一問一答式のやりとりを、文章ではありますけれども、それは

やっていきますと。当然、議題によっては、私たちのほうから、行政のほうから提案

を出させていただいて、それに対する意見を言っていただく場面もあるかと思います

し、また別の場面では、先ほど私が申しましたように、できれば委員同士で議論をし

ていただいて、その成果を私たちが生かすというような場面も必要であると思います。 

 どれが正解かというのは、正直言ってやりながらというか、走りながらでしか見出

せないかなと思っていますので、まだ少し次回までは時間がありますから、次期まで

は時間がありますので、きょう、できればほかにもいろんな意見をいただいて、その

様子をできるだけ取り入れていろんなことを、いろんなやり方をやっていきながら、

この大正区の区政会議に合ったやり方というか、時間配分を考えていきたいと思いま

す。 

○御手洗委員 

 続きで一言だけ、いいですか。 

○山本議長 

 どうぞ。 

○御手洗委員 
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 多分、進め方というところにちょっと、若干こだわっているんですけど。例えば質

問などをしたときに、その後、必ず区役所さんどうですかという流れでのやりとりな

ので、どうしても１対１というか、我々と区役所という、どうしてもやりとりがそっ

ちになってしまうような形が多いと思うので。例えば何か一つあった後に、ほかの委

員の皆さん、今のに対して意見どうですかとか、何かあればという流れがあれば、ま

た話もしやすいかと思うんですけど。ちょっと、そういうものが必要じゃないかと思

います。 

○吉田区長 

 そうですね。やっぱり、こちら側の議長を中心とする運営側のやり方も、おっしゃ

るように少し変えないと、今のままでは役所と委員さんとのやりとりになっています

ので、そのやり方を変えて、ほかにこれに関する意見はありませんかとか、今出た意

見に対して、ほかの委員さんはどういうふうに思いますかとかいうコーディネートで

すね。それはやっていかないといけないと思います。 

○山本議長 

 今の件に関しましては議長の進行の方法になりますけれども、なかなか、はっきり

言いまして私も一市民でございますので、なかなかそこらが職業じゃございませんの

でね。やっぱり自分としたら、できるだけこの会議を、皆さん方の意見を聞くという

ことで、基本的には自分の意見というのは余り出さないような形にしているわけなん

です。 

 どうしても、やはりこの中身に関しましたら、結構、専門的な分野が多いものです

から、ついつい役所の過去の流れからも、おっしゃるように役所のほうに答弁という

か、回答をお願いしているわけでございます。何でかと言いましたら、議長というて

も本当に、御手洗さんと私は同じ立場でございまして、違うのは何かいうたら公募委

員と団体推薦と違うと。はっきり言いまして、区政会議のあり方についてですが、私、

今まで発言してないんですけれども。団体推薦の場合はどうしても区役所との接触、
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会合等が多いものでございますから、この会議で上がってくる内容につきましても、

やっぱり予備知識とかがございます。やはり公募の方は初めてこの会に出ますので、

そこらにかなり温度差があることは事実でございます。 

 私が知っていることを当たり前みたいな考え方で言うのもおかしいし、また、私が

一民間人で、この会議におきまして変な方向に引っ張ることもできませんので、意見

交換というところではなかなかできてないですけれども、無難な進行方法といいまし

ょうか。私にとりまして、やっぱり議長の責任というのがございますので、どうして

もやはり役所もこれだけ担当のプロが出ているわけでございます。しょっちゅう言い

ますけど、行政とか全てなんですけど、縦割りが悪い悪いというふうに皆さん方、全

て世の中そうなんですけど。 

 ただ、私個人の、これ、あくまで意見でございます。私の個人の見解でございます

けど、縦割りが悪い悪いというのは、全て悪いわけではございません。やはり専門分

野において、専門知識が必要なわけです。担当外の者が無責任なことを言うて、かえ

って取りとどめもないようなことがあっては困るので、もちろん横の流れが大切なの

は一番大事でございますけれども、それはお互い補完し合って、助け合ってやってい

くのは基本だと思っています。 

 きょうも、例えば回答は全て担当の課長なりが、あるいは回答しているわけでござ

います。ですから、本当にこの会議を軽率に進めることができませんので、議長の責

任もございますけれども、私個人もそんなんでなかなか難しいので、自分自身の意見

が出せないというようなことが現状でございまして、それだけちょっと御理解のほど

をよろしくお願いいたします。 

 済みません。ちょっと、えらい個人的なことを申しましたけれども。 

 きょうの議題で、本当に区政会議のあり方について、物すごく時間をとっているわ

けでございます。過去の流れで申しましたら、本当に言いましたら以前は１時間半で

ございました。時間が足らんから２時間になりました。過去はいろんな案件がござい
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ましたので、８時半でも終わらなくて、もう９時前のときもございました。きょうは

本当に、この議題３に関しましては物すごく時間をとってございますので、皆さん方、

このあり方について将来的なことでございますので、忌憚ない御意見をこの場でよろ

しくお願いいたします。 

 これが通るか通らないは別として、出ている方、皆さん方に本当にお聞きしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 照喜納委員さん。 

○照喜納委員 

 先ほど、焦点を絞ってという話に関してなんですけども、その前に、私も今回で２

期目で、もう一回ぐらいですかね、区政会議は。ですので、後の皆さん方がしっかり

と議論できるようにという意味からも、焦点を絞ってというお話をさせていただきた

い。 

 第１回の１期目は前区長を中心にやったんですけども、そのときにはやっぱり、あ

る程度意見を絞って、ラウンドテーブルいうんかな。そういう、この意見について、

この意見についてというのを何ぼか決めて、それで、そこに参加する人も決めて、こ

の区政会議と違う会議をして、意見を出したこともありました。それが、１回か２回

で終わったんですけども、そういうこともありまして、焦点を絞るというやり方とし

ては、きょうも、毎回いただいているんですけども意見を、次に会議のための意見を

出すというときに、次の各委員さんから次のその中で一番重要な、重要いうよりもや

っていただきたい議論を、意見を募って、それをどうせまとめるんですかね、役所で

ね。 

 そこで、ちょっと今回はこういう問題が一番やっていただきたい、議論していただ

きたい、そういう内容ということをまとめていただいて、それを中心に何点か絞って

いただいてやるという方法もあるんじゃないかというふうに思いましたので、これか

らは次の、何回もこれをずっと続けていくわけですから、そういう方法もあるんじゃ



31 

ないかということです。 

○山本議長 

 本当にこれは、きょうはたっぷり時間がございますので、もう順番に何か御発言と

いうか、お願いできますか。 

 そしたら松本さんから、ずっとお願いします。時間はたっぷりありますので。 

○松本副議長 

 私も２期目になるんですけれども、もう４年になるのかな。区政会議に参加させて

いただいて、今まで一番すごく会議が盛り上がったなというふうに感じたのは、照喜

納委員さんのおっしゃっていたように、ラウンドテーブルという。前の区長さんのと

きに１回やった、テーマに沿って、それに関心のある人たちが集まって、少人数で行

うディスカッションというのがあったんですけれども、それがやっぱり発言をすごく

しやすくて、とても盛り上がったなというふうに感じますので、そういうラウンドテ

ーブルというのを、もうちょっと取り入れたらいいんじゃないかなというふうに私は

思っています。 

 区の５つの柱というふうに、ちゃんとテーマで福祉とか防災、子育て、地域活性化、

あと地域の活動というふうに５つ、とりあえずジャンルを分けられているみたいなの

で、それにそれぞれで、私はこれに関してすごく言いたいことがあるというふうに、

それぞれみんなあると思うんで。それをみんな、これについて意見を言いたいという

のをみんな集めて、意見を集めて、それで毎回、区政会議が２時間あったとしたら、

最初は全員でちょっと全体の意見をやって、ちょっとラウンドテーブルの時間という

のを間１時間ぐらいとって、それぞれディスカッションをして、そのディスカッショ

ンをした内容を最後、また全員集まって発表し合うみたいな感じだったら、すごく自

分も言いたいことをすごい言えるし、全体的に会議がすごく生き生きとするんじゃな

いかなというふうに私は思います。 

 事前に送っていただける資料に関しても、すごくたくさん送ってくださるんですけ



32 

ど、やっぱりちょっと自分の関心のないものというか、余りというのは余りちょっと

目を通していないというか、自分の見たいものがやっぱり欲しいので、自分の関心の

あるジャンルの資料だけ、できれば送ってほしいなというのが正直なところあります。 

 全体の資料というのもやっぱり必要なんだろうなとは思うので、その辺はちょっと

ダイジェストな感じで、ちょっとまとめて送って、自分の興味のある分野の話はちょ

っと詳細の資料という感じで送っていただけたらなというふうに私は思うので、そう

いうのをちょっと、例えばアンケートとかで、私はこの資料が欲しいですというのを

チェックして、それをまとめて送っていただけると、とても私はやりやすいなと思い

ました。 

 以上です。 

○山本議長 

 ありがとうございました。 

 次に、安藤委員、よろしくお願いします。 

○安藤委員 

 先ほど山本議長が言われていましたように、私もこの会議では余り意見は言わない

ようにしてきたつもりでございます。というのも、やはり地域で、私、社会福祉協議

会の会長をやっているんですけども、やはり皆さんの考え方が、私らはもうちょっと

欲しいわけですね。私らも目いっぱい、これ、地域でカウントをしていますけども、

いろいろ問題がありますわね。その問題点につきまして我々から言うよりか、皆さん

の意見が本当、私らは聞きたいんです。 

 それと、公募の方、やはり地域でかなり動いてはるんですか。役とか、そういうの

はやっていないんですか。やっていないんですか。これだけの意見を持っている方が

地域で動けへんいうのも、ちょっとおかしいなとは思っておるんですけどもね。やは

りこの会議を聞いていると、やはり公募の方がほとんど意見を出していただいていま

すわね。それだけの意見を持っておる人が地域に入ってほしいという、我々が本当、
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それを望んでおるんですけどもね。これからも、ちょっとそういうところを、ちょっ

と考えていただきたいなと思っています。 

 それと、これからも私、余りこの会議について、やはり私らも先ほど言いましたよ

うに、区とかなり折衝をしていますので、この場では余り意見は言わないほうがいい

んじゃないかなと思っていますので。 

○山本議長 

 上村委員、そしたら。 

○上村委員 

 そんなことないで。言うときは、やっぱり言うとかなあかん。 

 さっき言われたように、僕も資料をがばっと送ってこられるんですけども、もう見

ただけで読もうという気がないです。言われたようにアンケート、やっぱり興味があ

る分やったら目を通そうかなと思いますけども、これだけ小さい字で書かれたら、こ

んなん置かれて、もうええわと思う。さっき、一番最初に言いましたけれども、そう

いうなのもあった。 

 これは先に言うとかな、一番最初に言いたいなと思っていたんです。最初に資料を

送ってきて、見とけと言われるのだったら嫌やんね、あれ。おまえら送ってきて、そ

れが当たり前だと、仕事だと。そっちは仕事かもしれへんけども、送られてくるほう

にいうたら、何でこんなん送ってくんねんと思ってしまうから、申しわけないなと思

っています。 

 せっかく一生懸命やってくれてんねんから、それはわかってんねんけども、でも、

見ろと言われると、何でこんな小っちゃい字で見なあかんねんというような、逆にそ

ういうふうな気持ちになってしまって申しわけないなと思っていますけども。その辺

はちょっと、やっぱり興味ある部分だけがあったらいいかなというふうな気はします。

申しわけないですけどね。 

○山本議長 
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 隣の尾上委員、お願いします。 

○尾上委員 

 私も一応公募なんですけれども、いろいろ縁があり、私もこれで４年目になります

ので今回で終わりにはなるとは思うんですけれども。多少言いながらも、ちょっと控

え目的なところもやはりあって、私も地域のほうでいろいろさせていただいておりま

す。その中で、地域のこともわかっていますし、区役所との接点もあるので、区役所

側の言いたい感じのこともわかる。その中で、言いたいこともなかなか言えずという

のもちょっとあるんですけれども、やはり地域でいろいろやっていると本当にいろん

なことを聞きたいとか、ぶちまけたいとか、いろんなことはあるんですけれども、ち

ょっとやっぱり個人的な意見になってしまうというので、どうしても控え目になって

しまっています。 

 見てて思うのが、今、上村委員がおっしゃっていたように、公募の方ってやはり地

域で余りされてないというので、やはりいろんなこと、本当に細かいこと、私たちに

したら「えっ」というようなことも聞かれていたりとかってしているんですよね。だ

から、そういう人たちももちろん大事なんですけれども、あと地域の方ももう少し出

てもいいんじゃないかなという気もしています。 

 地域の方それぞれが、いろんなことを思っていらっしゃるけれども、結局、いろん

なところで出しているというのが、やっぱり長である方ばかりですので、やはり下の

方たちは思っていてもなかなか言えなかったり、通せなかったり、そういうので地域

からだんだん外れていくとていう場面も見たりするので。各地域から何名かずつとか

というのも、そうなると、ちょっと人数的にも多くなってしまうので、どうなんかな

っていう気はしますけれども。 

 ただ、特に若い方なんかは、先ほどちょっと意見も出てらしたんですけれども、自

分の興味のあることしか、多分、聞いてないし、言えないし、本当に目も通さないと

思うんです。そういうことを考えると、やっぱり分けて、それこそ言われていたよう
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に、それぞれの自分の興味のあることをそれぞれ発言してもらったら、そこからやっ

ぱりいいことも出たり、要らないことも出るかもしれないんですけれども、そういう

のでもっと活性化はしていくんじゃないかなという。 

 もっと地域に本当は入ってほしいという部分も、それぞれ、私もずっと地域のほう

に入ってきて、すごい思っている部分があるので。ただ、それを入ってこないという

のは、何かがあるから入ってこないんだろうから、それもどうやったら入ってくるか

というのも、それぞれ地域の方がこういうところに出て、それを感じ取っていただけ

たらいいんじゃないかなというのは思います。 

 以上です。 

○山本議長 

 木村委員、お願いいたします。 

○木村委員 

 ちょっとまとまった意見とか、特にないんですけども、私自身は公募委員でしてて、

ただ大正区で住んでるんじゃなくて、職場が大正区にあるということと、あと例えば

認知症サポーター養成講座、キャラバンメイトというのをやっていまして、その連絡

会なんかに出ているときに、社協の方々と一緒にやったりして地域の中の、時々そう

いった養成講座なんかで地域のところに行ったりしてということで接しているんです

が。 

 そんな中でも、やっぱり区役所がどんなことをやっているのかということを知るこ

とがなかなかできなくて、そういう意味では、この場に出れたことは大変勉強になる

なというふうに思っていますし、たくさんで読むの大変なんですが、逆にこれだけ出

してくれるとことは、本当にいいことだなというふうに思います。計画の立て方だと

か評価の仕方とか、そういったこともしっかりしているなと感心もしているところで

す。 

 ただ、そういった中で、やはり一市民として限界を感じるような、本当にでも実質
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的に進んでいるかということをやっぱり見ていこうと思ったら、やっぱりもうちょっ

と現場際でどんな苦労をされているのかとかいうところまで含めて見る機会を、私み

ずからかもしれませんけど、持っていったらもっとよりいいのかなと。さっきちょっ

と例えば評価のことなんかを聞きましたけども、実際、現場でどんなやりとりがあっ

て、どんな積み重ねでそうなったのかとかいうことがわかればもっと参考になるし、

何かしら貢献できることもあるんじゃないかなと思ったりはしています。 

 論議の中で、例えば残っているのは、台風の後のときに、どんなことから話をする

かということで、ちょっと分類分けとかして、論議の方向性を吉田区長なんかもつけ

てくださったことがあったかと思うんですが。やっぱり区の中でどんな論議がされよ

うとしているかとか、そんなことがわかっていたら、そこに一緒に市民感覚で参画し

ていけたら、より一層建設的な意見も出せるなとか、そのときはちょっと思ったんで

すが。そんな、また進め方もしてもらったらいいのかなというふうに、ちょっと思っ

たりしました。 

○山本議長 

 谷田委員、お願いいたします。 

○谷田委員 

 こんばんは。私のほうは２年目ということで、１期目が終わるんですけども、団体

からの推薦ということで入らせていただきました。１年目のときは何もわからず、書

類を本当に、さっき上村委員がおっしゃったように、がばっと送ってきたんですよね。

絶対に目を通さないかんと思って、自分のやはり関心があるところから読んでいきま

した。そして、余りちょっと関心がないなというところは、本当に深夜に読んでいる

んですよね。そやから、私も日中は忙しくて時間がないので、どうしても深夜になる

んです。そうしたら、読んでいたことが違う項目とがっちゃになってしまうことが多

くて、何を言うてるんやろう、この質問はとかいうときがありました。だけども、２

年目になってやっと視点がわかってきて、ここはこういう視点で書いているんやとい
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ことがやっとわかったところなんです。 

 だから、余り質問ということもなかったんですけども、各委員さんの質問を聞いて、

こういう観点から、こういう目で見たら、この質問の答えが出てくるんやなっていう

ことがよくわかったと思います。私も女性会の中から来させていただいているんです

けども、やはりこの区政会議で自分がちょっとおかしいなと思ったところの意見とか、

それを各地域の会長さんに御相談したりとかして、こういう意見もあるよということ

をまた聞いたこともありました。だから、そういう意見をやはり先ほど、委員さん同

士の意見もいいんじゃないかということもお聞きしたんですけども、とても参考にな

ると思います。 

 だから、この件に関してほかの委員さんはどうでしょうかっていうふうに聞いてい

ただいたら、先ほど山本議長のほうもおっしゃってましたけど、そういうふうに聞い

ていただいたらその件に関して意見が言えるかなというふうに感じております。これ

からも区政会議は続いていくと思いますけども、いい方向にいい流れで回っていった

らいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございます。 

○吉田区長 

 照喜納委員、順番にずっと回っていますんで。いいですか。 

○照喜納委員 

 いや、いいです。 

○吉田区長 

 いいですか。 

 那須委員、そしたら。 

○那須委員 

 まず、公募委員は地域にどんどん入れというのは、僕個人は、それはないでいいと

思います。先ほどおっしゃったように、地域の代表の方は日ごろから区役所に来て話
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して、いろいろしているから、この会議に来たら遠慮しているんやったら、もう外し

たほうがいいと思います。 

 日ごろ、いろんな地域で多分、これ４つぐらいありますけども、月１回の定例会と

か２カ月に１回ぐらいの定例会を多分やっているはずで、その場にはずっと係長とか、

係員クラスの人も出席しているはずであれば、そこで意見をまとめて、それはそれで

やったらいいと思います。区政会議と、途中、御手洗委員の意見にありました、区長

の意見に対して僕も本当に違和感を感じたのが、委員同士の意見をやれというのが全

く思ってなかったんでね。それは非常に違和感を持っています。 

 ただ、コーディネータの仕方であるんであれば、それはいいと思います。地域に入

れいうのはちょっと、ちょっと乱暴かなと。そういう人が全くない意見をまた求める

場所でもあるんかなと思っています。地域で出たら地域で出た場所をまた吸い上げて、

この場におろしてもらえばいいと思います。 

 それから例の資料の件ですけども、区のほうとして１３０もあるテーマ全て、興味

のあるところだけでいいよであれば、今のやり方でいいと思います。でも、せっかく

大量に資料を挙げてつくったんであれば、この場でも何か。ごめんなさい、しつこい

ようで一言欲しいんであれば、乱暴ですけども１つに割れば８つぐらいに絞れるんだ

から、それぐらいの意見はなしならなし、こうならこうって、全くの無回答よりは少

なくとも「なしだよ」という意見をもらっておいたほうがいいような気がします。ち

ょっと乱暴ですけども。 

 それを踏まえた上で、やっぱり興味がある分野にどんどん書いていって、意見をも

らえればいいかなと思います。その辺を踏まえて、事前配付資料ですか、私の興味の

あるのはまた、あらかじめ言ってもらったらいいですけども、多分、職員の人は大変

な資料になるかと思います。そこまでしんどい思いをさせてやるのかどうかというの

は、ちょっと考えたいと思います。 

 以上です。 



39 

○御手洗委員 

 私も公募委員として前の区長さんのときにも一度、区政委員もさせてもらっている

ので、今回、２回目で参加しているんですけども。いろんな各団体さんの意見という

のも当然必要だと思いますし、私らのような公募委員の意見というのもやっぱり必要

じゃないかっていうふうに、やっぱり感じています。 

 ふだん私自身は、いろんなイベントの企画をしたりとか、きょうも昼間、ちょっと

大正区のふれあい福祉センターで中学生を集めたイベントというか、企画をやって、

２回目なんですけど、そういうのもやってから来ているんですけど。商店街でいろん

なイベントもやりますし、例えば区民祭りみたいな形の実行委員とかにも幾つか参加

もしていますし、いろんな場面でいろんなところとの接点というのは、ないわけでは

ないんです。ただ、その中に入って、例えば地域で何かをやっているかというと、そ

うではないですし。 

 あと、個人的なあれなんですけど、やっぱり子供がなかなか学校に行けてないとい

うのもあって、教育に関してもいろんなソーシャルワーカーさんとお話したり、実際

にカウンセラーの方と話したり、フリースクールに体験で行ったりとかっていう、基

本的には自分でいろいろ動いて、いろいろ意見を聞いたり体験したものをふだん何か

に活用するという考え方でやっているので、地域の中に入ったり、例えば商店街であ

れば、商店街にもちょっと一応お店は借りているので、組合に入ったりという話もあ

るんですけど、入ることで言えなくなるとか、できなくなるというデメリットもある

意味あるので、いいところもあるし悪いところもあるというのを踏まえて、今はどっ

ちがいいかというのも自分で決めながら、いろんなこと今やっているので。 

 区政会議に関して言うと、もっと、逆に公募委員になるのかもしれないですけど、

毎回集まるこういう形というの以外に、これも私が今、ちょっと中学生や高校生と接

する機会が多いというのもあるからなんですけど、例えばゲスト的な方で、例えば学

生の意見を求めているのであれば、学生でそういうのでちょっと意見をもらえるよう
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な人が例えばここに来て話すとか、学校で先生をしているような人の意見が欲しいん

であれば、そういう人をもっと呼んでくるとかというようなことも含めて運営できた

ら、もっといいじゃないかなとも思います。 

 以上です。 

○森川委員 

 私は、あれですね。区政委員２期目で、もうこれで終わりなんですけれども、僕は

初め趣味として商店街支援みたいに、支援じゃないですけど、商店街の活性化とかを

個人的にやっておるんですけれども。それで、大正区の商店街の現状を踏まえて、区

役所としてどういう意見があるのかなというのがちょっと疑問にあって、それで僕は

参加させてもらっていました、ずっと。 

 会議で結局なんですけれども、初め区長に言ってて、それがいつできるのと、その

結果はいつ出てくるのというのを、僕ずっと言うてたと思うんですけれども。僕も初

め、２年ぐらいかな、ずっとこの意見書に商店街のことを書いたんですけれども、結

局、それは経済局に聞けとか、それは区としては関係ないよみたいな感じの返答やっ

たんですけどね。だから、やっぱりここに来るところの団体、僕でいうたら区商連と

か、例えばまちづくりとか、ああいうところってやっぱりトップとして来ているわけ

やから、意見を持っておかんとだめなんですよ。 

 だから、例えば区役所が、僕らが意見を出したと、そうしたら区役所の人が例えば

こういう意見で、ほかのところで意見がばっと出てきたときに、そこの専門家の意見

をちょっと聞いてみるとか、そういう場が要るんじゃないかなと思いました。例えば、

公募の委員から地域の話が出たってなってくると、地域の各団体の意見ってどうやね

んとかね。そういうのを、もっと出してほしかったなというのは思いました。 

○山本議長 

 全員の皆さんにいろんな御意見を賜りましたけれども、いろんな意見が出まして、

これを、きょうの分をもとに、また今後のあり方を検討していただいたら結構だと思



41 

います。いろんな意見が出て、私、本当に今までほとんど自分は発言してなかったん

です。ちょっともう、きょうは時間がありますので、あえて私のほうからちょっと自

分の個人的で、これはあくまでも個人的な見解と思ってください。議長じゃなしに。 

 もう基本的に、私はやはり議長となったら、何ぼ区政会議であっても中立性であっ

て、自分の生の声は出さんほうがいいんじゃないかなという、徹底してそういう考え

でやってまいりました。はっきり言いまして、この５０２会議室もこじんまりしてお

ります。以前は、大正区民ホールの広い場所でございました。時間も１時間半でござ

いまして、ここで２時間、３０分延長なりましたけれども、これもやはり、これだけ

時間を８時半いうても実際は９時近くなったこともございます。議長の立場では、本

当になかなか進行状況ばかりを気を使って、それと自分の分は基本的にやっぱり引っ

張るようなことはおかしいと思って、どんな会議でも、やっぱり議長というのは中立

性が大原則だと私は思っていますので。 

 ほんで、やはり公募委員さんの方は初めて聞くことが多いですから、やはり質問等

いろいろございます。ただ、団体推薦の場合はやはり本当に、さっき安藤委員もおっ

しゃいましたように、物すごく日常で役所との接触が多いわけでございます。そんな

関係で、この会議で出ている案件も、どうしても自分自身個人的に申しましたら、か

なりわかっていることもあったようなことが現状でございます。 

 それと一つ気になったことは、なかなか会議があっても、やっぱり出席率が基本的

には余りよくないなと、私は思っているわけです。きょうも、それはもちろん成立し

ましたけれども、やはり会議において出席率がかなり大事なので、やっぱりなった以

上は皆さん、責任感を持って出ていただくことが大事じゃないかと。やはり団体推薦

であっても、全然顔の見えない方もおられたわけです。全てが全く出なかった方もお

るわけです。これは、個人名はもちろん伏せますけれども。 

 議長は、これはあくまで私は団体の推薦でなったわけでございます。確かに議長が

上手な方やったら、もっとうまいこといったかもわかりませんけど。自分の性格で、
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なかなか手がたくいけば無難にいけばいいというような考え方で、きょうまでやって

まいりました。ですから、あと１回で自分の務めは終わるわけなんですけれども、次

のやっぱり議長の方にはいろんな考え方、どなたがなるかわかりませんけれども、そ

ういう意味では自分なりには気を使ってきたなというふうな感じなんですけど。皆さ

ん方から見たら、その辺はちょっと不満足な点もございましたと思いますけれども、

これは、きょうのこういうあり方についての議題が出ていますので、過去も含めまし

て、あと１回ございますけれども、なかなか自分の性格的なものもございますし、そ

の点はこの場をかりておわび申し上げます。 

 きょうは、もう大体皆さん方の意見が出ましたので、本来８時半と決めているんで

すけれども、議題が１、２、３全て大体進行を終えましたので、多少時間が早い日も

あっていいんじゃないかと思いますので、とりあえず議事に関したらこのぐらいで、

もう意見は出たというふうに私は解釈いたしましたので、皆さん方の御意見を踏まえ

まして、この辺でオブザーバーの議員の先生方から、きょうの皆さん方の意見を踏ま

えて、何かそういうふうな感じで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 いかがでございましょうか。 

○出雲議員 

 皆さん、こんばんは。出雲でございます。本当に区の課題をもって真摯に議論をさ

れていることに、心より感謝を申し上げたいと思います。 

 冒頭、森川委員のほうからもありましたけども、我々これ、この区政会議、条例に

定められておりまして、我々はオブザーバーとして、ここでいただいた意見なり、こ

の大正区においてはこうやって事前の質問など、こういうことを我々自身がしっかり

と踏まえて、議会の場でどういう政策にしていくかということは実際にやっておりま

す。そして、個々に何かありましたら、それは事務所のほうにもお電話いただきまし

たら、そちらのほうにお伺いして、お越しいただいてもしっかりと、またお答えはさ

せていただきたいというふうに思っています。 
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 本当に、でも我々も聞くにとどめるという条例上、オブザーバーということですの

で、本当に皆さんの真摯な意見に感謝を申し上げて、もう２期務められて、あと１回

という方には本当に４年間ありがとうございますと、この場をおかりして皆さんにお

礼を申し上げたいと思います。本当に、どうもありがとうございました。 

○小山議員 

 こんばんは。お疲れさまでございます。私は小山と申します。今回、実は区政会議

には初めて参加をさせていただくことになりました。今回、１期目の新人議員でござ

います。 

 きょうのこういった場、皆様のさまざまな団体、また、さまざまな立場の方の御意

見をしっかり大事にしてまいりまして、しっかりとまた議会の中で大阪のため、また、

なかんずく大正区のため、大正区の発展のために働いてまいりたいと、そのように決

意をいたしております。 

 出雲先生からもあったんですけれども、個人としての意見がなかなか、ここで発言

するというのはなかなかあれなんですけども、私も資料を全部読まさせていただきま

して、これを皆さん、資料を読まれるの本当に毎回大変だなというのは、もうつくづ

く実感いたしました。照喜納委員が言われたみたいに私も２日かかりまして、意見は

余りということは思うんですけども、もう少しわかりやすい言葉であったら、私も携

帯電話とか辞書で文字を一々調べながら読まさせていただきました。これからも、し

っかり頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○山本議長 

 オブザーバーの議員の先生方、ありがとうございました。 

 これで、本日は本当に予定の時間よか若干、進行は早かったでございますけれども、

議題１、２、３は全て終了いたしました。本当に皆様方には、拙い議長でございまし

たが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。私自身あと１回、
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議長のお役目でございますけれども、きょうのことを踏まえて少しでも変えれたらい

いかなと思うんですけど、何とか皆さん方の御協力によりまして、きょうの会議は無

事終えることができました。どうもありがとうございました。 

○佐々木政策推進課長 

 山本議長、ありがとうございました。 

 区政会議の委員の改選につきましては１０月１日の改選でございますので、本日お

配りしている内容で事務のほうを進めさせていただきたいと思っております。また、

本日、配付資料の中にご意見シートが配付させていただいておりますので、本日の会

議で発言できなかったことや内容につきましては、これに御意見、御質問を御記入い

ただいて御提出いただけたらと思っております。 

 また、区政会議委員の評価シートにつきまして若干、御説明させていただきます。 

 このシートは、平成３０年度の運営方針に沿って、区の目標とその取り組みについ

て委員の皆様から直接、評価、採点をいただくものでございます。記載方法につきま

しては、記入例のほうをごらんいただけますでしょうか。大正区では、それぞれの経

営課題において目標としております「めざすべき将来像」に対して、その右に掲げて

いる具体的な取り組みを実施しているところでございます。このシートは、具体的取

組がめざすべき将来像の実現に有効であるかどうかを評価していただくものでござい

まして、思う、やや思う、あまり思わない、思わないの４段階で評価いただき、丸を

つけていただけたらと思っております。取り組み自体の内容がわからない場合とか、

効果のほどがわからない場合については、わからないというところに丸をつけていた

だきますようよろしくお願いします。また、参考といたしまして、書類番号９の大正

区区民意識調査についてもお渡しさせていただいておりますので、そちらも御参考に

なさってください。 

 最後に、昨年度も実施していましたアンケートも今年度も実施したいと思っており

ますので、区政会議に関するアンケートも御記入していただいて、返信用封筒に先ほ
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ど言いましたご意見シートと区政会議の委員評価シートと、このアンケート、この３

点につきまして７月１９日、大変お忙しいところと思いますけれども、何とぞ御提出

のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、最後に、吉田区長よりお礼の御挨拶を申し上げます。 

○吉田区長 

 皆さん、本日も大変お忙しい中お越しいただきまして、真摯な議論を闘わせていた

だき心から御礼申し上げたいと存じます。 

 きょう、最後は区政会議のあり方ということで御議論をいただきました。議員の先

生からもコメントがありましたように、区政会議というのは条例に基づいて、これは

全ての区において設置されているものでございます。法的枠組みとして、こういうこ

とをやりなさいということが決まっている会議でございますので、区政会議の今後の

あり方を考える際にはそれをベースにした決め方というか、あり方を検討していかな

ければなりません。条例にはいろんなことが書いてあるんですけれども、主に２つの

役割がございます。 

 １つは、これは、もう皆さんお察しのとおり区民同士の、あるいは区民と行政との

議論を活性化させていくということです。それはなぜかと申しますと、やはりこれは

自治体の規模にもよるわけでございますけれども、２７０万人都市で１つの市会があ

るというか、市会しかないということから、どこまで区民の意見、あるいはニーズを

きめ細かく聞いていくかという点では課題がないわけではありません。そこで区民同

士の議論を、例えばですけれども、この区の単位で活性化していくことが、より多く

の区民の皆様方の御意見やニーズを市政に届けるということができると、それが大き

な役割の一つかなと思います。 

 それから、もう一つは区長をチェックすると、区長がやっている区政をチェックす

るという意味合いもございます。私は６万５，０００人の区民を預かる行政をやって

おりますけれども、選挙で選ばれたわけではございません。ですから、選挙で選ばれ
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た市長から遣わされたという側面はあるものの、やはりそれを補完する意味で、区民

の皆さん方から私が言っていること、やっていることをチェックしていただく場が、

より区民に近い位置で必要であろうということから、この区政会議の場で区長をチェ

ックしていただくということが非常に重要な機能としてございます。そういうことを

維持しながら、区制会議をよりよい場にしていかなければならないという使命を負っ

ております。 

 ラウンドテーブルのようなものをやったらというような御意見が複数ございました。

実は、私は前の住吉区で区長になったときも、前の区長がラウンドテーブルみたいな

ものをやっておりましたが、やめました。この大正区で、前の区長がやっていたとい

うことは余り存じ上げないんですけれども、もし、やっていたということを聞いてい

たとしても、きっとやめただろうと思います。それはなぜかということを少しお話し

たいんですけれども、前の前の市長が大阪市の、大きな課題が幾つかあるんですけれ

ども、その一つにやっぱり民主主義が弱いということがあって、それを挙げておられ

ました。私も全く同じ意見で、この大阪市で、特に今、大正区において民主主義をや

っぱりしっかりと根づかせるという使命があるというふうに思っています。ですから、

こうして区民の皆さん方と意見を闘わす場においても、ちゃんとした、ちゃんとって

いうのはちょっと大阪弁なんですけれども、しっかりした議論をやりたいというふう

に考えていますし、多様な意見を聞かせていただきたい、多様な意見を闘わせたいと

いうふうに考えております。 

 ラウンドテーブルというのは、言葉はいいんですけれども、やはりちゃんとした議

論にならない場合が多い。お話がいろいろ飛び交うんですけれども、じゃあ一体論点

は何だったのかと。一体行政はそこから、どういう意見を生かして施策に取り込んで

いくかということになると、甚だ弱い場合がとても多いです。そして、実はラウンド

テーブルにいらっしゃる方も、これはやり出したらわかるんですけれども、非常にカ

テゴリーが多い場合があって、ラウンドテーブルをやっても同じ人しか来ないという
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ことが必ず起こります。ですから、多様な意見をちゃんと聞くという意味では、今の

ところラウンドテーブルというのはそぐわないというふうに考えています。 

 特に、先ほども申しましたように区政会議というのは、区においては大阪市におけ

る市議会にかわるようなものとして設置されたものでありますから、やはりしっかり

とした議論が行われる場であってほしいと思いますし、区民全体の意見を背負って代

弁していただくような、多様な意見を闘わせるような場であってもらいたいと思いま

す。 

 資料が多過ぎるというようなお話もありました。興味がある資料だけを送ってもら

ったらいいというお話もありましたけれども、今、るる申し上げましたとおり、区民

の代表としてここに座っていただいているので、目を通す時間があるか、ないかとい

うのは別にして、この区政会議の意義ということからすると、やはりこの大正区で行

われている区政全般に対して目を光らせていただくということは、これはもう欠かせ

ないことだと思いますので。資料の送り方とか、ボリュームとか、字の大きさとか、

いろいろ課題はありますけれども、やはり区政全般をチェックする場であるっていう

ことをぜひ御認識をいただきたいと思いますし、私たちもそれを生かしていきたいと

考えています。 

 ラウンドテーブルの話にまた戻るんですけれども、区民の皆様方同士でいろんな意

見を闘わせていただくことは、私はむしろ行政が今からみんなが自由に意見できる場

を準備するから、そこにきてくださいと、私たちは見ていますから、そこで議論して

くださいと。その意見を区政に生かしていきますからみたいなもので本当にいいんだ

ろうかというふうに思うんですよ。区民の皆様方お一人お一人が考えておられること

の意見交換の場というのは、やはりみずから自分たちで自律的にこしらえて、じゃあ

こういうところで話し合おうやと自律的にやるべきものじゃないかと思うんです。そ

れは行政がこしらえるべきようなものではないというふうに考えています。 

 それから、もう一つは、既存の地域の団体で活躍しているという、活動していると
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いうお話もありましたけれども、地域には地域の団体だけではなくていろんな団体組

織が活動しておられます。皆様方が地域で生きる中で持たれた意見とかニーズという

のは、ぜひ、そこへ出てきていただいて、そこで御発言をいただいたらというふうに

思うんですよね。地域団体の方もいろんな各種団体の方も、それをいとうというよう

なことはなさらないと思いますので。ぜひ既存の組織を生かしていただいて、そこで

新しい人も古い人も自由に、闊達に議論をしていただくのが民主主義の、草の根民主

主義のあり方なんじゃないかなというふうに思っています。私は、そこへ呼んでいた

だければ、こんな話をしているんやからぜひ聞きに来いということであれば、ぜひ行

かせていただきます。できるだけ、きめ細かくお邪魔をしたいと思います。 

 言いたいことは、そういうラウンドテーブルのようなものは、行政でこしらえるも

のではないのではないかというふうに思うわけでございます。地域の、あるいは区内

のいろんな団体にも課題があって、ともすれば一部の役員の方々が決めた方向性を確

認するだけの場になっていないかとか、行政がいろんなことを地域の団体にお願いし

ているんですけれども、その案を確認するというか、行政がこういうことをやってく

れと言っているから、これでやりましょうかみたいなだけの確認の場になっているん

じゃないかというような課題はあると思うんですね。ぜひ地域の団体にも、先ほど申

しましたように、区民の広いニーズを掘り起こす、そこで議論をしていただくような

地域でのそういう集まりというんですか、ディスカッションの場になっていけばいい

かなというふうに思っています。 

 結論的には、先ほどこういう形で区政会議を変えていきたいというふうに申し上げ

ました。ベースになっている考え方、今るる申し上げましたけども、それをもとにこ

ういう形で区政会議を変えていきたいということを申しましたので、そういうやり方

でしばらく進めさせていただいて、やりながら、そんなやり方ではどうかなという御

意見も区政会議の委員の皆様方からいただくこともあると思いますので、それを取り

入れて、どんどんいい区政会議のやり方に変えていきたいと思っていますので、ぜひ
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皆様方には御理解をいただきたいと思います。 

 この大阪市、そして大正区の民主主義をさらに強いものにするために、区政会議だ

けではなくて地域や民間のさまざまな事業体での議論、そこへ参加しようとする方々

の議論を活性化することで努めてまいりたいと思いますので、引き続き区政会議の委

員の皆様方、そして区民の皆様方は、ぜひ新しい民主主義をこの大正区でつくってい

くんだという気概のもとに、引き続き地域での活動をお願いしたいと心からお願いを

申し上げまして、私からのきょう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。 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の区政会議、これをもって終了したいと思います。 

 あと、先ほども言いましたように、次回の区政会議につきましては９月２７日、金

曜日の１８時半からでございます。このメンバーでの区政会議は最後でございますの

で、何とぞ御出席のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 お帰りの際は、２階駐車場玄関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、２階から御退席のほどお願いいたします。 

 それでは、本日、遅くまでありがとうございました。 

―了― 


