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令和元年度第３回大正区区政会議 

 

日 時：令和元年１２月１１日（水） 

    午後６時２７分～午後８時２５分 

場 所：大正区役所５階５０２会議室 

 

○佐々木課長 

 皆さんこんばんは。定刻よりちょっと早いですけれども、皆さんおそろいでござい

ますので、令和元年第３回大正区区政会議を開催させていただきます。 

 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、任期満了に伴う委員改選後の初めて開催となっております。委

員の皆様方におきましては令和３年９月３０日までの２年間お世話になります。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 なお、現在区政会議のほうで委員定数１３名のうち、出席者１１名でございます。

よって、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

に成立していることを御報告させていただきます。 

 それでは、開会に当たりまして、大正区長の吉田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。きょうは夕方になりましてか

ら風も寒くなりまして、そうした大変な中、またお忙しいところ、このようにお集ま

りいただきまして、まことにありがとうございます。 

 今回は、委員の改選後初の区政会議でございます。皆様方には委員をお引き受けい

ただきまして、まことにありがとうございます. 

 それでは、ここからは資料もございますので、座らせていただいてお話をさせてい
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ただきます。よろしくお願いいたします。 

 議長、そして副議長が選出される前で甚だ僭越ではございますが、議事の進行上冒

頭に本日の内容も含めて私から御挨拶をさせていただきます。 

 本日のメーンの議題は２０１８年度から２０２２年度までの中長期の計画となりま

す大正区将来ビジョン２０２２でございます。このビジョンは区政会議で今後議論を

させていただくことになります毎年度の事業業務計画や予算、そして区政、区役所の

あらゆる事務のベースになるものでございます。２０１８年４月１日に公表をいたし

ましたが、一方でこのビジョンにも明記いたしてありますとおり、時代の流れや社会

の変化に柔軟に対応するため逐次精査修正を加えていきます。本日はその精査修正に

向けて委員の皆さんから御意見を拝聴する場でございます。基本的なものとはいえ区

政全般を対象とする議論になります。どうかよろしくお願いいたします。 

 次にこの会議の進め方についてでございます。大正区では、この進め方そのものも

どんどんよくするためＰＤＣＡを回しているところでございます。具体策といたしま

して、原則として委員の皆さんへの資料配付を約２週間前には行いまして、事前の御

質問、御意見を文書でいただくことにいたしております。これによりまして、区役所

からのいわゆる概要説明は割愛をいたします。いきなり御質問や御意見への回答、そ

して議論からスタートさせていただきます。もちろんここでお出しする回答などにつ

きましては区長、副区長の責任において推敲に推敲を重ねております。御理解の程お

願いをいたします。今申しましたやり方につきましてもさらなる進化を目指している

ところです。次回からは事前の御質問や御意見への回答も会議前に文書で済まさせて

いただいて、それに対する再質問からの議論スタートを目指しております。 

 またその議論も、網羅的でポイントが定まりづらい議論は各専門会議へ任せまして

この区政会議では極力テーマや論点を絞り込んだ議論となることを目指しております。

区政会議でいただきました御質問や御意見、あるいは区政会議後にいただくアンケー

トに盛られた御質問御意見について、区行政としてどう対応したのかが見える化する
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よう委員会の御報告はもちろん、ホームページなどでも公表しているところでござい

ます。会議の当日におきましてもスライド投影などＩＣＴを活用したり、御発言をし

ていただきやすい環境を整備したいということを通じて、委員の皆さんのサポートに

一層努めてまいります。それではただいまから本日の御議論をお願い申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、今回最初ということでございますので、委員の皆様を御紹介させてい

ただきます。お手元の名簿順にお名前を申し上げさせていただきますので、恐れ入り

ますがその場で御起立いただいて、簡単で結構でございますので自己紹介のほうお願

いしたいと思います。 

 まず、大正区地域まちづくり実行委員会委員長会から御推薦の安藤委員でございま

す。 

○安藤委員 

 地域まちづくり実行委員会からまいりました安藤でございます。よろしくお願いい

たします。 

○佐々木課長 

 公募委員の石田委員でございます。 

○石田委員 

 大正くすのきクリニックという透析クリニックで臨床工学士として勤めております

石田と申します。よろしくお願いします。 

○佐々木課長 

 公募委員の角元委員と社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会から推薦の川上委

員につきましては、本日御欠席と聞いております。 

 続きまして、公募委員の神吉委員でございます。 
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○神吉委員 

 泉尾２丁目でイラストレーターをしてます神吉と申します。区政委員は２期目にな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 公募委員の木村委員でございます。 

○木村委員 

 木村と申します。私は住んでいるのは浪速区なんですが、職場が大正区。千島のマ

クドナルドのすぐ裏に、大阪きづがわ医療福祉生協がやっている診療所がありまして、

そこで勤めておりますので、お世話になっています。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 続いて、公募委員の駒井委員でございます。 

○駒井委員 

 私は自治体とかそういった関係は全く皆無でありまして、４２歳まで企業勤めをし

ておりました。その中でのいろんな意見を述べられたらいいなと思っております。あ

と、今子どもが小学校なんで、小さいお子さんを守るためにどうしていくのかってい

うのをすごく興味がありますので、それについていろいろ考えさせてもらいたいなと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 大正区地域まちづくり実行委員会委員長会から推薦の竹村委員ございます。 

○竹村委員 

 地域まちづくり実行委員会からの推薦でございます竹村でございます。住んでおる

のは中泉尾地域でございます。よろしくお願いします。 

○佐々木課長 

 大正区地域女性団体協議会から御推薦の谷田委員ございます。 

○谷田委員 
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 こんばんは。二期目になりますけれども、大正区地域女性団体協議会からまいりま

した谷田です。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 大正区民生委員児童委員協議会から御推薦の仲田委員でございます。 

○仲田委員 

 民生委員をしております仲田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 公募委員の宮川委員でございます。 

○宮川委員 

 大正区に在住しておりまして、西区と大正区と港区で障がい福祉サービスの事業を

介しております。よろしくお願いします。 

○佐々木課長 

 公募委員の宮崎委員でございます。 

○宮崎委員 

 三軒家東でファミリーホームを、今、大阪市の委託を受けまして、今現在１８名の

子どもたちのファミリーホームを運営しています。よろしくお願いします。 

○佐々木課長 

 大正区地域振興会から推薦の山下委員でございます。 

○山下委員 

 南恩加島に住んでおります山下でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 また、区政会議におきまして、議論をより実りのあるものにするために区内選出の

議員、大正警察署長、大正消防署長の皆様におきましても、オブザーバーとして御出

席を御依頼しているところでございます。 

 まず、区内選出の議員から御紹介させていただきます。 
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 大阪市会議員の出雲議員でございます。 

○出雲議員 

 皆さんこんばんは。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○佐々木課長 

 同じく大阪市会議員の小山議員でございます。 

○小山議員 

 こんばんは。小山でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 なお、府議会議員の金城議員と府議会議員の川岡議員、そして大正警察署長、大正

消防署長の皆様につきましては、本日御欠席と聞いております。 

 続きまして、大正区役所側の出席者を御紹介させていただきます。 

 まず、区長の吉田でございます。 

○吉田区長 

 よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 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。 

○佐々木課長 

 総務課長の村田でございます。 

○村田課長 

 皆さんこんばんは、総務課長の村田です。よろしくお願いします。 

○佐々木課長 

 地域担当課長の三宅でございます。 

○三宅課長 
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 三宅でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 地域活動支援担当課長の橋本でございます。 

○橋本課長 

 橋本です。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 保健福祉課長の松原でございます。 

○松原課長 

 松原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 こども・教育担当課長の池田でございます。 

○池田課長 

 池田です。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 そして、事務局といたしまして私、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、そして担当係長の前田、係員の吉岡でございます。以上でございます。 

 続いて、配付資料の確認をまずさせていただきたいと思います。まず一番上に第３

回大正区区政会議の式次第がございます。その後に座席表、そして委員名簿、御意見

シートがあるかと思います。そして、書類番号１としまして、区政会議のイメージ図、

そして書類番号２といたしまして、区政会議を含む各会議体との相関について、書類

番号３として、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例の抜粋、書類番号４と

いうことで、大正区区政会議の運営要綱、書類番号５ということで、区政会議委員か

らの事前質問・意見に対する回答でございます。また、事前に郵送でお送りしており

ます大正区将来ビジョン２０２２につきましては、書類番号６としてさせていただき

たいと思います。本日の資料につきましてお手元にございますでしょうか。 
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 また、参考資料としてその下に地域まちづくり実行委員会活動内容と「こんにちは

大正」ということで、区の広報紙の１２月号があるかと思います。この２つにつきま

しては、区政会議におきまして地域の課題などいろいろ議論することになっていきま

す。その中で、地域のまちづくりの活動につきまして、どういうことをやっているの

かを知っていただく。その上で議論をしていただくほうが議論が進みやすいと思って

おります。毎月の広報紙「こんにちは大正」に記載して、後ろですね、地域レポート

という形で各地域、大正区１０団体ございます。毎月１回一団体の活動を紹介してお

ります。それをそれぞれ直近のものをまとめた冊子が地域活動まちづくり実行委員会

の活動内容になっております。そして、後ほどごらんになっていただけたらと中のほ

う、１２月号のほうには地域活動の大正区への要望なり、地域活動についても触れら

れているところがございます。ページで言いましたら６ページと７ページでどんと大

きな形で区政にかかる要望書とか地域の活動が記載されております。これらを参考に

していただいて、今後の区政会議でよりよい議論になるようにまた御一読していただ

けたらと思って参考資料としてつけておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の会議につきまして、全て公開とさせていただいて、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理解、御了承お願いしたいと思います。また、本日の会議の終了

予定時刻は８時３０分を予定としておりますので、御協力のほど、よろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、議事に入ります前に、区政会議の運営について私のほうから御説明させ

ていただきます。 

 １１月１９日と２０日に、事前に区政会議の委員に就任された方に御説明はさせて

いただいたところでございますが、御欠席の方もいらっしゃいますので御参加いただ

いた方には繰り返しで申しわけございませんけれども、私の方から簡単に説明させて

いただきます。 
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 それでは書類番号１の区政会議のイメージ図をごらんください。区政会議におきま

しては、条例で定められた会議体でございまして、その目的といたしましては区長が

行う施策や事業について立案段階から、また最後にその実績や成果の評価の段階に至

るまで、最初から最後まで参画して意見を述べていただいて区政への反映を図ること

を目的としております。構成メンバーにつきましては地域活動をしている団体からの

推薦や公募による委員が構成メンバーとなっております。これらの方々でどういった

ことを御議論いただくのかといいますと、区の将来ビジョンや区の予算、区の運営方

針、そして区政運営の総合的な評価など、そういったことを議論する形になっており

ます。ここでいただいた御議論については、我々の方でしっかり受けとめて区政のほ

うへ反映していく、また区政会議でいただいた評価も真摯に受けとめて、ＰＤＣＡを

回してよりよい事業・施策に反映させていただきたいと思っております。また区政会

議の議論につきましてはホームページでも公開して、多くの区民に対しても情報発信

していくというような形で考えております。 

 具体的に、どのぐらいの頻度でどのように行うのかということでは、区政会議につ

いては年間４回行う予定をしております。第１回目につきましては大体６月下旬、本

年度はちょっと選挙の関係があって７月になったんですけれども、通常は６月の下旬

で、そのときの議題は大体前年度の運営方針の評価を行ってまいります。また２回目

は９月下旬ごろを想定しております。そのときの議題は、今年度の事業業務計画書の

中間の振り返りないし翌年度の事業業務計画書についての御意見をいただく場になっ

ております。また３回目１２月上旬、この会が３回目なんですけれども、こういう時

この場には翌年度の運営方針に対しての御意見をいただく場になっております。また

２月下旬について最後第４回を行わせていただいております。これについては翌年度

の運営方針や予算、また事業計画の案についての御説明となっております。これらは

日程についてはまた来年度の日程なんかについても全て決定させていただいて、年度

の最初ないし今年度３月までには決定して皆様にお伝えさせていただきますのでよろ
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しくお願いしたいと思います。 

 またこれらの議論以外にもですね、やはりその都度区政会議で審議をしていただく

必要のある事項もございます。それにつきましては書類番号２をごらんください。区

政運営におきまして、地域のまちづくりのこととか、こどもや教育のこと、そして地

域福祉のこと、また防災のこと、こういったことを四つの柱で運営しておりますけれ

ども、やはりそういった事項については結構専門的なところもございます。区政会議

とは別に専門の方なり従事している方を委員として各会議体を設けております。まち

づくりの関係におきましては大正区地域まちづくり実行委員会委員長会議、そしてこ

ども教育の関係については大正区総合教育会議、そして地域福祉については大正区地

域福祉推進会議、防災関係については大正区防災会議が開催されておりまして、その

中でやはり区政会議に意見を聞いたほうがいいものにつきましては私どもの政策推進

課のほうで吸い上げて、大正区役所内での経営会議ということで区長、副区長を筆頭

に各課長が集まった会議でどういったものが区政会議で議論したらいいのかと審議し

た上で区政会議のほうに諮らせていただこうと思っております。そこで出た御意見等

についてはそれぞれの専門の会議体のほうにもフィードバックしていきたいと考えて

おります。また、区政会議の委員の方から専門的な意見も聞きたいというような御意

見がございましたら、我々のほうで集約をさせていただいて各会議体の方に意見収集

の御依頼をさせていただきたいと思っております。そういった形で区政会議の議題等

にも各個別の議題も設定をしていこうと考えているところでございます。 

 区政会議の運営につきましては以上でございます。何か御質問等はございますでし

ょうか。 

 済みません。府議会議員の金城先生がお越しになりましたので一言御紹介させてい

ただきます。 

○金城議員 

 府議会議員の金城克典でございます。きょうは本当に遅い時間にありがとうござい



11 

ます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 それでは、質問がなければ議題のほうに移ってまいりたいと思います。 

 まず議題１といたしまして、議長・副議長の選任について入ってまいりたいと思い

ます。このたび、委員改選によりまして、書類番号３の区政会議運営の基本となる事

項に関する条例、この第７条の第１項に区政会議の委員はその互選により議長及び副

議長を選任することがございますので、議長・副議長を選任する必要がございます。

選任におきましては互選ということでございますので、自薦、他薦はどちらでも結構

でございますので、何か御意見等はございませんでしょうか。 

 はい、谷田委員。 

○谷田委員 

 二期目でもありますので、大正区地域まちづくり実行委員会委員長会からの御推薦

の安藤委員を議長にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○佐々木課長 

 ただいま、谷田委員より安藤委員へお願いしたいという御意見がございましたけれ

ども、皆さん御異議はございませんでしょうか。 

 異議がないということでございますので、安藤委員には区政会議の議長をお願いす

ることといたしたいと思います。 

 続きまして副議長の選任につきましては、自薦他薦どちらでも結構ですが御意見ご

ざいますでしょうか。 

○安藤委員 

 意見がないようですので、第二期目になります公募のほうから神吉委員さんにやっ

ていただきたいと思ってますけどいかがでしょうか。 

○佐々木課長 

 はい。異議なしというお答えもありましたので、特に異議がないということで神吉
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委員に区政会議の副議長をお願いすることとしたいと思います。それでは、議長、副

議長に選出されました安藤委員と神吉委員におかれましては、まことに申しわけござ

いませんが、議長席と副議長席へお移りいただきたいと思います。 

 それでは、承認されました議長、副議長より一言御挨拶いただきたいと思います。 

 まず、安藤議長よろしくお願いします。 

○安藤議長 

 ただいま議長に選任いただきました安藤でございます。これから２年間の任期とな

りますけども、よりよい区政会議となりますように皆様の活発な御意見とそれと議事

進行がスムーズにまいりますよう御協力の程よろしくお願い申し上げます。 

○佐々木課長 

 続きまして神吉副議長よろしくお願いします。 

○神吉副議長 

 はい。ただいま副議長に選任いただきました神吉でございます。議長の補佐として

区政会議が有益な議論の場となるよう尽力したいと思いますので、どうか御協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

○佐々木課長 

 ありがとうございます。それでは、これからの議事進行につきましては安藤議長に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 それでは早速、議事に入らせていただきます。 

 議題２の「大正区将来ビジョン２０２２」について、区役所から説明をお願いしま

す。 

○佐々木課長 

 それでは、「大正区将来ビジョン２０２２」について御説明させていただきます。

これにつきましては書類番号５の事前質問意見に対する回答と、書類番号６の大正区
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将来ビジョン２０２２を御準備いただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

 書類番号６の「大正区将来ビジョン２０２２」につきましては、事前に送付をさせ

ていただいて、既に御一読していただいてるかと思いますので、説明のほうは割愛さ

せていただきます。続きまして書類番号５の事前質問に対する回答につきましては、

事前の送付ができていないことから、簡単ではございますが私のほうから質問に対す

る回答を説明させていただいて、その後皆様方から御意見をいただきたいと思ってお

ります。 

 それでは書類番号５の区政会議委員からの事前質問、意見に対する回答をご覧くだ

さい。 

 まず一つ目、１－１ということで、石田委員のほうから１０ページの基本の方向性

に対しての御意見でございます。「大阪、日本に大正区があってよかった」と思って

いただけるようなという文章の中に、誰に思っていただくのかというような御質問で

ございます。大正区役所といたしましては、区民の生活満足度の高いまちをめざして、

さらにはそれだけではなくて、大阪、日本、国際社会の平和と繁栄に貢献できるまち

をめざしております。そうしたことから、世界中の方々に「大正区があってよかっ

た」と思っていただけるよう、大正区政運営に努めてまいります。 

 続いて１－２の石田委員のほうから１２ページの重点的取り組みということで、担

い手不足、無関心層の増大はどうしてそういったことが起こってるのかという御質問

でございます。担い手不足につきましては若年層の地域活動への参加が低調なことが

背景にある、また無関心層の増大については、人々の生活様式や価値観が多様化して、

地域におけるつながりが薄くなったということが背景にあると考えております。そこ

で、今後はより多くの方々が地域活動協議会の活動に理解して参画していただけるよ

うに、地域活動協議会の活動のほかにも開かれた組織運営とか、会計の透明性の確保

などについての情報発信に努めていきたいと考えております。 

 １－３、石田委員からの御質問で１３ページの重点的な取り組みの中で、世界中の
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まちづくりのベスト・プラクティスの例はどういったものかという御質問でございま

す。大正区は区民一人一人が自立して、一方で「おたがいさま」の精神で他者とのつ

ながりやきずなをもってともに支えあうという、自立と利他の調和のとれた社会をめ

ざしております。そういった方針のもと、地域の住民がそれぞれ自立して、また、支

援が必要な方におきましては住民同士で支えあうことのできる仕組みとなっている要

援護者支援システムとか、地域福祉、地域防災、地域活動協議会等は、世界中のまち

づくりのベスト・プラクティスと考えているところでございます。 

 続いて１－４で木村委員のほうから１５ページの地域包括ケアシステムの構築につ

いて、目指すべき将来像については「地域で自立した日常生活」とあるが、「自立し

た」よりも「尊厳をもって」という表現のほうがいいのではないかという御意見でご

ざいます。ここでの「自立」という表現につきましては、自分自身の意思において決

定するという考えのもとに使っております。また、委員の御指摘の「尊厳」について

は、存在の価値や人間性が守られているものと考えておりまして、やはり、この２つ

の考え方は大変重要ということでございますので、両方併記するような形で、修正を

していきたいと考えております。 

 ２ページ目でございます。１－５で竹村委員のほうから１６ページの要援護者支援

システムの構築について、社会的孤立が広がる社会の中で、地域まちづくりの見守り

のネットワークの強化が必要であるという御意見でございます。委員御指摘のとおり、

社会的孤立が広がる中で、支援が必要でありながらなかなか適切な支援につながって

いない人をいかに把握し支えるかが大きな課題と、我々も認識しております。そのよ

うな中で、大正区では災害時にひとりで避難することが難しい方の名簿を整備いたし

まして、その名簿を活用して、日ごろの見守りの活動と災害時の避難支援を一体的に

行う仕組みを各地域において構築していくよう現在取り組んでいるところでございま

す。 

 続いて１－６の駒井委員からの御質問で１９ページの「健康寿命の延伸」について



15 

でございます。一つ目が、年齢別、がん種別、男女別に統計をデータ化しているので

しょうかという御質問で、データ化は行っておりますので、これの一番最後のほうに

別紙として統計データをつけておりますので、またご覧いただけたらと思います。そ

して、がんの健診の重要性について理解していない区民に対して、具体的にどういっ

た形で啓蒙活動を行って健診率をアップすることを考えているのか。その手法として

はやはりデータを元におのおのに焦点をあてた啓蒙活動が必要ではないかという御意

見でございます。がん検診に係る統計データについては、市の平均よりも受診率の低

い子宮頸がん、乳がんに焦点を当てて、受診促進の対象が集中する小中学校のＰＴＡ

とか保育所、幼稚園児の保護者を対象に、地域の健康講座や教育を積極的に行って、

がん検診の重要性に周知をしているところでございます。また、これまでの区の広報

紙やホームページ等活用を活用して受診啓発を行うに加えて、新たに郵便局とも連携

して広報活動を行って区民の意識向上に努めているところでございます。 

続いて１－７の木村委員からの御質問。１９ページの「健康寿命の延伸について」。

やはり無関心層へのアプローチも大切なのではないかという御質問でございます。委

員の御指摘のとおり、無関心層へのアプローチは当区の健康づくり施策を進める上で

大変重要であると課題認識もしております。みずからの健康に無関心、他人事になっ

ている意識を自分ごととして受けとめる意識の変化を目指して従来の広報活動だけで

はなくて、より身近で興味や関心をもつことができる健康づくりの情報発信について

の手法について検討を進めていこうと考えているところでございます。 

 次にめくっていただいて、３ページ目の１－８、駒井委員からの御質問でございま

す。２２ページの「災害への備え」ということで、まず、ことしの台風１９号が直撃

した場合は、甚大な被害が免れなかったのではないかということと、その被害予想の

範囲とか区民への防災訓練の重要性の周知徹底をするためにはどういったやり方があ

るのか。また、尻無川の堤防の安全性についての御意見でございます。大正区におき

ましては、自助を基本として、その自助を互助、共助、公助でどうサポートするかと
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いう観点で災害対策に取り組んでいます。水害の被害による想定につきましては、水

害ハザードマップを作成して大阪市のホームページへ掲載したり、区役所の窓口にも

配布しているところでございます。防災訓練の重要性につきまして、区の広報紙の８

月号で特集を組みまして、ふだんからの備えの重要性について周知を図っているほか、

ホームページでもごらんいただけるようになっております。また、昨年度におきまし

ては、地域まちづくり実行委員会が中心となって、各地域において地区防災計画の直

下型地震編を策定していただいて、ことし１１月２日に複数の地域や小中学校と連携

して直下型地震を想定した総合防災訓練を実施しております。今年度は地区防災計画

の風水害編の策定を現在進めておりまして、来年１１月に大正区全域で風水害を想定

した総合防災訓練の実施を計画しております。尻無川の防潮堤につきましては、伊勢

湾台風級の超大型台風による高潮にも十分対応できるよう整備をしております。また、

地震の時でも護岸が安全であるように耐震の補強も行っているところでございます。 

 続いて１－９ということで、竹村委員から２２、２３ページの「災害への備え」や

「防犯対策」について。自主防災組織づくりの自助、互助、共助の意識の向上や町を

明るく街路灯や防犯カメラの設置などの防犯防止による安全、安心なまちづくりを目

指すべきではないかという御意見でございます。先ほども言いましたように、自助を

基本として、その自助を互助・共助、そして公助でサポートする防災体制を構築して

いくことを基本として広報活動についても、８月号で防災の特集を組んで、ふだんか

らの備えの重要性について周知を行っているところでございます。また、大正区では、

地域まちづくり実行委員会が中心となり自主防災組織による防災や減災活動にも取り

組んでおります。また各地域が行う街路防犯灯や防犯カメラの設置、維持管理等の取

り組みへの支援につきましても、引き続き行ってまいりたいと考えております。 

 続いて４ページの１－１０の駒井委員からの２５ページの「子育て施策の充実（見

守り）」についての御質問でございます。こどもサポートネットというのはどういっ

たものなのかという御質問につきましては、平成２８年度に実施した調査におきまし
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て、親の経済状況が子どもの生活や学習環境や学習理解への影響を与えているにもか

かわらず、そういった家庭への支援が届いていないという課題が判明したところでご

ざいます。そこで、学校現場での気づきを区役所や地域等につないで、社会全体で支

える仕組みとしてこどもサポートネット事業を展開しているところでございます。具

体的には、学校の全ての児童生徒を対象に課題を抱える子どもや世帯を発見して、学

校、区役所、地域が参加するスクリーニング会議Ⅱという会議で、支援の方向性を検

討、決定して支援につなげているところでございます。続いて２番目の、いろんな施

策で講座等に参加できない区民の方に対するアプローチはどう考えているのかという

ところにつきましては、母子健康手帳を交付するときとか、乳幼児の健康検診の際に

いろんな場面において妊娠期から地域担当保健師が相談窓口であることを周知してお

ります。またそういった所に来所できない方につきましても、電話連絡とか家庭訪問

を個別に行って状況を確認しているところでございます。続いて３番目の子どもを守

るためには、子どもだけではなく両親のケアが重要であるという御意見でございます。

こどもサポートネット事業とか要保護児童対策地域協議会において支援を行うときに

は、親の生育歴の影響やＤＶ、親の疾患などの家庭状況の問題とか、近隣や親族との

関係が持てないなどの社会的な孤立、また、子ども自身の問題など、いろんな要因を

考慮して支援方針を決定しております。支援が必要な家庭に対して、保育士や家庭児

童相談員、スクールソーシャルワーとかこどもサポート推進員が家庭訪問をして、個

別の支援を行っております。また、妊娠期からの支援といたしまして「プレパパ・プ

レママレッスン」を開催して、親になる意識向上や父親の育児の参加を促しておりま

す。また、乳幼児健診で来所された養育者の方にも子育ての不安について尋ねて、必

要に応じて個別に対応しているところでございます。また、来所できない方について

も、電話連絡や家庭訪問で現在の不安等についても尋ねて個別対応を行っているとこ

ろでございます。 

 ５ページ目の１－１１、宮川委員から２５ページの「子育て施策の充実(見守り)」
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についての御質問でございます。発達障がいサポーターについての御意見でございま

す。発達障がいサポーター事業におきましては、小中学校に在籍する発達障がいのあ

る児童生徒の生活上の行動面に対して、社会性や対人関係の構築に向けて、サポータ

ーを配置しております。具体的には、休み時間や校外における支援、また、課外活動

への支援を行っております。この発達障がいサポーターにつきましては、配置を希望

する学校が区役所に申請を行いまして、区役所が必要であると認める学校を決定いた

します。その後学校においてサポーターを募集して、応募があれば区役所が発達障が

いに理解と知識がある方とか、児童生徒とかかわりが経験豊富な方などの適正につい

て確認を行った上で採用して、学校のほうで活動を開始するという流れになっており

ます。 

 続きまして、６ページ目をごらんください。１－１２、宮崎委員からの御質問で、

「子育て施策の充実(見守り)」についてということで、要保護児童対策地域活動に参

加している方についてという御質問でございます。要保護児童対策地域協議会につき

ましては、大正警察署、大正消防署、教育委員会事務局とか、あと区内の保育所、幼

稚園、医師会、社会福祉協議会等、ここに書かれているところが構成メンバーとなっ

ております。また、発達障がいのサポーターの派遣方法についての御質問につきまし

ては。先ほども説明をさせていただきましたので、この場の説明については、省略さ

せていただきます。 

 続いて７ページ、１－１３の宮崎委員で３０ページの「問題行動への対応」につい

て。学習、登校サポート事業なり、区独自のスクールソーシャルワーカー活用事業の

具体的な内容を教えてほしいという御質問でございます。学習、登校サポート事業に

つきましては、生活困窮家庭やひとり親家庭で、学校の授業以外の学習機会が少ない

児童・生徒とか、また不登校等、学習機会を逃した児童・生徒に対して、事業者が一

人一人の状況に応じたきめ細かい学習サポートとか登校に向けた支援を行って、基礎

学力の向上を図って貧困の連鎖を断ち切るということを目的としております。区独自
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のスクールソーシャルワーカーの活用事業といたしましては、専門的な知識を有して

いるスクールソーシャルワーカーが、こどもサポートネットと連携して、区内の小中

学校の問題課題を抱える児童・生徒への働きかけとか、関係機関等とのネットワーク

の構築、調整、そして学校に対しての課題、解決のノウハウの伝授することを行って

おります。 

 続いて１－１４の宮川委員からの御質問でございます。３０ページの同じく「問題

行動への対応」ということで、現状の課題に対しての具体的な取り組みが薄いのでは

ないかという御意見でございます。大正区役所といたしましては、区独自のスクール

ソーシャルワーカーの活用事業や学習、登校サポート事業に加えて、こどもサポート

ネット事業を行って、地域、学校、区役所で構成するスクリーニング会議を開催して

おります。このスクリー二ング会議において、学校での子どもたちに対する気づきを

見える化して、スクリーニングシートを用いて、一つでも印のあった項目がある子ど

もたちの状況を詳細に把握して、必要な支援方策を決定しているところでございます。

このスクリーニングシートといたしましては、いじめとか、暴力行為、不登校といっ

た項目もあって、それぞれの個別に応じて決定する支援方策を検討しているところで

ございます。 

 続いて８ページでございます。１－１５ということで宮川委員のほうから「まちの

活性化」ということで、「公民連携手法による活性化の取り組み」の具体事例につい

ての御質問でございます。民間事業者と連携、協力のもと、まちの活性化とか地域福

祉や教育等、さまざまな分野において、事業を展開しております。その一例としまし

て、ＵＲの千島団地におきましてはＵＲと民間企業と我々とで連携して、全室ＤＩＹ

可能な部屋にするとかして若者を呼び込んだり、また、フィットネスやクリーニング

配達など高齢者にも優しい住宅にすることで、幅広い層の居住者の増加とコミュニテ

ィの活性化を目指して取り組んでいるところでございます。また、ヨリドコ大正メイ

キン事業におきましては、築６０年以上の文化住宅をリノベーションして、シェア工
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房をすることで地域の活性化とか空き家対策を行っている事例でございます。 

 続いて９ページにおきましては、これからはその他の意見、御質問ということで、

宮崎委員からのほうは、発達障がいサポート事業の目的と詳細について。これにつき

ましても、既に御説明しているところでございますので、この場での説明は省略させ

ていただきます。また、２番目でネグレクトケースの改善。乳児から寄り添い型の支

援の具体事例を教えてほしいということでございます。妊娠期の状況の把握とか、乳

幼児健診や保育所、幼稚園での状況把握を行って、保健師、子育て支援室、保育所等

の関係機関において支援を実施しております。具体的な支援の事例といたしましては、

母子家庭で家が片づけられず、保育所も休みがちのような方において、第２子の出産

に当たりましては、出産準備や生活環境が不十分ということで、要保護児童対策地域

協議会に特定妊婦登録を行って、保健師や生活支援、子育て支援室と連携し養育環境

を整えているところでございます。地域とも情報共有し、支援を実施しているところ

でございます。続いて、同じく３番目の心理相談員の乳幼児の発達相談の目的と詳細

ということで、発達障がいのある子どもと養育者が、速やかに診断や医療につなげる

相談を受けることで早期の養育や適切な保育、教育等につながるまで、専門的な支援

のもとに安心して育児ができるように支援する目的で心理相談員を配置しているとこ

ろでございます。業務内容といたしましては、１歳６カ月児や、３歳児の健康検診事

業における心理相談、４歳、５歳児の発達障がい相談事業における心理相談、また、

育児教室、事業における心理相談など、ここに掲げているものが業務内容となってお

ります。また、４番目の要保護児童とは、どういった児童を指すのかということで、

児童福祉法第６条の３に規定しています要保護児童というものは、保護者のない児童

または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童であり、虐待を受け

た子どもだけではなくて、非行児童なども含まれるところでございます。 

 最後、１１ページでございます。２－２、石田委員からの御質問で、大正区の未成

年の自殺者数と率を教えてほしいという御質問でございます。平成２９年度におきま
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して、大正区全体で１５名の自殺者に対して未成年者が２名ということで、率といた

しまして１３．３％になっております。また参考に全国や大阪市の数字も記載させて

いただいております。 

 ２－３ということで、竹村委員のほうから大正区の人口の減少の歯どめを考えて、

若い世代の方が大正区に多く住むようなまちを考えるべきではないかという御意見で

ございます。これにつきましては、尻無川河川敷に来年の１月にオープンになります

「ＴＵＧＢＯＡＴ ＴＡＩＳＨＯ」のような魅力あるにぎわい施設を設置できるよう

な環境の整備とか支援を行うことで、まずは、交流人口として大正区に訪れてもらう

人口を拡大させて、魅力的な施設の増加だけではなくて、新たに魅力発見や発信によ

り流入人口の増加につなげていきたいと考えております。また、地域福祉や地域防災、

子育て、教育、さらにはコミュニティの充実によって安心して安らかに住めるような

大正区をつくってまいりたいと考えております。 

 最後に２－４ということで、駒井委員からビジョンの内容を具体的に数値化した目

標にすることは可能でしょうかという御質問でございます。「大正区将来ビジョン２

０２２」の中にも数値化した目標を記載しておりますけれども、ビジョンを実現する

ために単年度ごとにそれぞれの事業の「事業・業務計画書」で約１００以上の事業項

目がございまして、それぞれを作成・公表しております。そういったところで、より

きめ細やかな、業績目標だけではなくて、成果に対する目標も数値化しております。

また、区民意識調査などを活用して、経年的にもチェックを行って、各事業でＰＤＣ

Ａを回しているところでございます。 

 事前の質問意見に対する回答の説明は以上でございます。 

○安藤議長 

 はい、ありがとうございました。ただいま区役所から説明がありましたけれども、

事前質問、意見に対する回答、説明に対する再質問、また、区政全般につきまして、

質問、意見をお受けいたします。何か御質問、御意見はございませんでしょうか。 
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 木村委員。 

○木村委員 

 木村です。質問させていただいた２項目で返事をいただいてありがとうございます。

私２つ質問させていただきまして、一つが１ページにある１－４の誰もが健康に安心

して暮らせるまちへ。地域包括ケアのところで、目指すべき将来像についてのことで、

「自立」っていうことと、それに加えて「尊厳をもって」ということで、大事って言

うことで、答えていただきましてありがたく思っております。こういう答えがいいの

かなと私は思いました。ただ、２つめで質問させてもらいました２ページにある１－

７で、無関心層へのアプローチが大事ではないかという質問なんですが、趣旨は、答

えは、無関心層に対して関心をもってもらう努力をするっていうような答えになって

いたと思うんですけれども、ちょっと趣旨は、無関心層の方が無関心のままでも健康

になるようなそんな施策もあるんじゃないかなという、ちょっと趣旨で質問させてい

ただいたんです。健康づくりに関心をもつのは大変大事だと思いまして、一人一人が

自分が健康になろうということで、健康になろうということで健康習慣を身につけて

いったりだとかということは大変大事だと思うんですが、それだけではやはり限界が

あるのかなというのを思いまして、最近ＳＤＨといって健康の社会的決定要因とかい

うことが注目されていて、住んでいる環境だとかさまざまな中で健康の度合いが違っ

てくるということなんかも注目されていると思います。また健康寿命を延伸させるの

で今大事なのは多分、要介護になる前の段階でフレイルといって虚弱になっていく段

階があるということで、フレイルっていうことの最初はサルコペニアかな、とかいう

筋量が落ちていくということもあるんですが、それになっていくのが社会参加をしな

いということなんかも例えば要因であるということで、閉じこもりの人がいるとそう

いうこう虚弱になって、要介護状態になっていって健康寿命が短くなるということも

あって、健康福祉しようということでなくても、出かける場所があったらたくさんあ

ってそういうことができるような町であれば健康寿命は延びると、フレイルが予防で
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きて要介護になる状態がおくれて健康になるということがあって、そんな施策という

のはもう個人の意識を変えるという政策、まちづくりの中で要望できたりすることが

いっぱいあるんじゃないのかなということで、そんなことにもちょっと目を向けてい

ただけないかなということで御質問だったんです、意見だったんです。ということで

もし何かそういったことがあればということで教えてもらえたらと思っております。 

○安藤議長 

 ただいまの木村委員の意見に対して何か回答はございますか。 

○松原課長 

 保健福祉課長の松原です。御意見ありがとうございます。 

 まず委員の意見をうまくこちらのほうがちょっと趣旨をつかんでいなくて、御希望

に添える回答になっていなかったところは本当におわび申し上げたいと思います。 

 今おっしゃいましたフレイルといいますか、本当に今よく言われている高齢者の方

の居場所という形なのかもしれないんですけれども、そういうところをいかにふやし

ていくのかというところも確かに必要だと思っておりますし、その一つのきっかけと

いたしまして、本当にそこに出てきていただかないといけないというところはあるん

ですけれども、各地域の集会所なんかを利用してのいきいき百歳体操ということを各

地域の皆さん方のほうでやっていただいておりまして、やはりそこに出てくることで

自然に健康を意識したりほかの方と交流することによってそのあたりも少しずつでも

そういうフレイルになる前段階で予防ができるんじゃないかということで一つの取り

組みをさせていただいておりましたり、具体になりますと老人福祉センターであった

りそれぞれの地域の皆さんのところでそういった高齢者の方が、よく本当に男性の高

齢者が一番引きこもってしまうというところも課題として区役所としてもよく考えて

いるところでもありますので、そうした方々がなるべく地域参加できたりとか生きが

いを持てるような仕組みということを少しずつでも、社会福祉協議会さんのほうと一

緒に取り組みをさせていただいたりしていますけれども、おやじカフェのような形で、
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一つでも何か自分が取り組めるものがあるということだけで外に出るというふうなこ

とで、委員がおっしゃったような、自然に要介護度にならない段階で抑えられるとい

うふうな、そういうことについて今後も区としてもできる限り取り組んでまいりたい

と考えておりますのでまたよろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに何か。 

○村田課長 

 済みません。総務課長の村田です。 

 幾つか今保健福祉の観点で担当課長が申し上げましたけど、やはりこの課題はいろ

んな部署にまたがっている話ですので、横ぐしをさすという感じで総務課のほうから

お答えさせていただきますけれども、今申し上げたようにやはり地域でですね、どう

いう方々がどういう形でお暮らしをされているか、それを把握していくということ、

これが一番大事なんかなというふうに思います。そういった観点からいろんなお年寄

りがどういう状態にあるのか、そういう把握するという作業を今後大正区としては進

めていきたいなというふうに思っていますし、それから町に出る。おっしゃるに、非

常に大事なことやと思います。地域では食事サービス、地域の女性を中心にやってい

ただいています。それからふれあい喫茶、これも地域の方が皆さん立ってやっていた

だいています。各１０校区でそれぞれの地域、課題に応じた形でいろんな自分たちが

しやすい形で事業をされております。そういった事業については我々大正区としては

地域まちづくり委員会、大阪市では地域活動協議会というんですけどそちらのほうに

補助金という形でお渡しさせていただいて、そして地域の課題をそれぞれ解決してい

ただいている、そういう状況になっております。だからといって地域に丸投げで区役

所は何もせえへんということではございませんので、そういった取り組みを後ろから

サポートしていくというのが我々の大事な役目かなというふうに思いますので、こん
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なことしたらいいんちゃうか、あんなことしたらいいんちゃうかという、地域にもそ

うですし我々区役所にもいろんな提案とか、こんなことできるよということをおっし

ゃっていただければええかなというふうに思います。 

以上です。 

○吉田区長 

 あの内容につきましては両課長がお伝えしたとおりなんですよね。 

 きょうは将来ビジョンについての議論ですよね、もっといえば将来ビジョンをどう

書くかということが議論の対象ですので、今両課長からお答えした内容が今この将来

ビジョンには載っていないということの御指摘というふうに受けとめてですね、やは

り関心を持っていない、あるいは幾らＰＲしても持てない人への施策という視点がこ

の将来ビジョンにはないということがこれで明らかになったわけですので、ちょっと

具体的にどう書くかというのはこれから検討させていただきますけれども、その内容

をこの将来ビジョンに修正という形で盛り込ませていただきます。よろしくお願いし

ます。 

○安藤議長 

 はい、ほかに御質問、御意見はございませんか。 

 こちらからちょっと指名させてもらってよろしいですか。 

 石田委員、結構質問されていましたけども、どないですか。 

○石田委員 

 石田です。 

 回答していただいたとおりで納得はしているんですけれども、例えば世界中のまち

づくりのベスト・プラクティスの例を見たいんですという質問に対しての大正区の構

想は回答していただいたんですけど、細かい話をすると質問の意図は世界で同じよう

な状態に陥っている町がどういうふうに盛り返していっているのかという例がほかに

あるのかどうか、またそこを見本にしているのかどうか、そういったところを聞きた
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かったかなぐらいで、特に僕のほうからはこれで大丈夫です。 

 ありがとうございます。 

○安藤議長 

 今の意見で何か区役所のほうで足すようなことはありますか。 

 よろしいですか。 

○佐々木課長 

 あのちょっといろいろ、ベスト・プラクティスの関係で書き方等いろいろ区長や副

区長とも相談して書かせていただいており、当然いろんなところ、世界のところにつ

いてもよい状況とかもあったりして、ただそれをそのまままねても大正区の事情がい

ろいろ違うということがあるので、そこはアレンジをしていかないといけないという

認識がございますので、そういった形で今後ともいろいろ他都市等の内容も見ながら、

そこでこういった解決方法とかあればそれが大正区に当てはまるかどうかということ

も吟味した上でいろいろ事業展開のほうをやっていきたいと思っております。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。 

 それではちょっと順番で行かせてもらいます。 

 駒井委員、何かよろしいですか。 

○駒井委員 

 木村委員にちょっと重複するんですけども、区長が先ほどおっしゃったわからない

人に対するアプローチについてはすごく関心があって、私が独身のときにマンション

に住んでいたんです、大正区の。そのときにこんにちは大正とかそういったものが全

く配っていなかったので何も把握できていない状態が続いていました。それで結婚し

て子どもが生まれてそこでいろんなこと、ああこういうことをしているんだというこ

とが改めてわかって、大正区もいろいろしているんだなということを思ったのが４３

歳だったんですよ、それが４２歳まで全く知らなかったんです、私。それで独身の人
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に対するアプローチというのをもうちょっと堀り下げてもらってもいいんじゃないか

な、多分知らない人はたくさんいると思うんです、私自身が全く知らなかったんで。

そういったところをもうちょっと重視していただければなというふうには思います。 

 あと一点、堤防なんですけど、一昨年前の台風が来たときに私の知り合いが市営住

宅に住んでいてそこから尻無川を見たときにもうあふれる寸前だったという話を聞い

たんです。もう少しで越水するかもしれないという状態だったということを聞きまし

たので、例えばこの１９号が来たときの震災被害というのはどういったものになるの

かというのを予想していただければそれをもう少し私たちに周知徹底して私たちが把

握すれば来年も来るかもしれない台風に備えていろんなことを考えられるんじゃない

かなと思います。以上です。 

○安藤議長 

 区役所のほうから何か回答がありますか。 

○橋本課長 

 地域活動支援担当課長の橋本です。 

 堤防の関係のお話なんですけども、台風１９号というのはことし千葉とかを襲った

んですよね。まず昨年台風２１号が大阪に接近した分でいきますと、ちょっとデータ

的には尻無川の分はちょっと見つけられなかったんですけども、もう片方の木津川の

ところでは最大潮位が５．１３メートルあったと。実際水門自体は７．４メートルま

で高さがあるんですね、ただいろいろこう風が強くて波が立ったりもするので７．４

メートルといっても水の高さが、高潮が５．２メートルを計画の潮位ということで想

定をしていて、まあ恐らく木津川のほうも大体それぐらいの５．３か５．７センチぐ

らいの差ということでそういうふうなことを駒井委員のほうもおっしゃったかなと思

っております。あと実際ことしの１９号のところで千葉県を襲った部分があるんです

けども、その被害の想定というところなんですけどもさまざまな気象条件がありまし

て、台風でいきますと台風の大きさというものもありますし強さというのもあります、
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あとその速度が速ければ高潮の高くなる可能性がありましてそういうあと進路も大阪

湾に対してどういうふうに進むかというその角度もあります。あと満潮時なのか干潮

時なのかというところもありましてさまざまな気象条件が重なって、実際その１９号

で千葉のほうでああいう災害があったということでそれを大阪湾のほうに当てはめる

というのはなかなか難しいという状況になっております、ということでなかなか予想

というのはちょっと難しい状況となっております。 

○村田課長 

 あと独身の方に情報をという話がありましたけれども、確かにおっしゃるとおり何

か役所とか地域のかかわりといったら母子手帳をもらって子どもが生まれました、子

育てサークルで地域のお母さん方と仲よくなりました、それで子どもが小学校に上が

ります、少年野球をやる、子ども会に入る、そんな形でどんどん地域とのかかわりと

いうのができてきていろんな情報が入ってくると思うんですけど、おっしゃるとおり

独身の方に対してどういうふうに情報を伝達するかというのは確かに欠けている部分

はあるかもしれません。一般的に若い人だからホームページを見てくださいだとかＦ

ａｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒだとか、一般的なことについては我々も引き続き広

報というのはしていかなあかんのかなというふうに思っていますし拡充はしたいとい

うふうに思っています。ただ一つ言えるのは、特に防災のときもそうなんですけども、

情報って取りに行かな来えへん部分がいっぱいあるんですよね、情報取りに行かなあ

かん、来えへん。それから情報を届きにくい人に届けてあげる、届いた人は届けてあ

げる、これがまあ今ここで書いてある公助・共助という形だと思うんです。だからそ

この部分をあわせて統一したら情報が一人一人に届くのかあるいは受け取ることが、

取りに行けるのかというのを、広報手段、いろんな方法を考えていきたいなと思いま

すのでよろしくお願いします。 

○駒井委員 

 よろしくお願いします。 
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○吉田区長 

 防災の関連で堤防についてのお尋ねがありまして、課長がお答えしましたように最

近も新たな高潮の想定等が出ました。しかし申し上げましたように実際どういうこと

が起こるのか、千年に一回の確率といったってもしかしたら千年に一回に一回のこと

があす起こるかもしれないというのが確かなことなんですね。そこで私たちの防災対

策、特に津波高潮対策についてはもちろん水門とか鉄扉等をきちんと閉めてですね、

オーバーフローしてこないようにするということを第一義的に考えておりますけれど

も、私たちの防災対策というのは仮にきちっと閉まってもそれが超えてきた場合ある

いは閉まっていてもそこに船等がぶつかったりあるいは液状化現象で想定以下の水位

でもオーバーフローしてきたときということを考えて対策を組んでいます、ですから

仮に超えてきたときはまず自分の身を守ることが必要なので、例えばですけれども３

階以上のところに一刻も早く避難するということを考えながら計画とか訓練を練って

おりまして、それは越えてこないということを想定しているわけではなくて、どんな

ハードの整備をしても超えてくる場合を想定しての計画であり訓練であるということ

を御理解いただきたいと思います。 

○安藤議長 

 ほかに御質問はありませんか。 

○石田委員 

 済みません、質問じゃないんですけど、１－１の最初の質問のところで「大阪、日

本に大正区があってよかった」と思っていただいているような、というのは誰に対し

てですかというところの回答で世界中の方々に大正区があってよかったと思っていた

だけるようなというところなんですけど、僕はこの発想がめっちゃ好きです。以上で

す。 

○安藤議長 

 ほかに御質問、御意見はありませんか。 
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 ないようでしたら公募委員のほうもちょっと優先させてもらいます。 

 宮川委員、何かありませんか。 

○宮川委員 

 初めて質問させていただいたんですけど、僕の質問させていただいた５ページ、１

－１１の部分なんですが、回答としまして発達障がいサポーターについて内容を詳し

く書いていただいてすごくわかりやすいと思います。 

 後半なんですが人材確保のために募集を行っていて、令和二年度からはまた新しく

募集の形態を変えたりとかされているということで進んでいくと思うのですが、実際

に発達障がいに理解と知識がある者が今現状、従事しているのでしょうかというとこ

ろをお聞きしたいんですけど。 

○池田課長 

 こども教育担当課長の池田です。御質問ありがとうございます。 

 実際に発達障がいサポーター事業に関しては、今採用といいますか決定は区役所の

ほうでするんですけども、実際には学校のほうでこの人材の募集をしていただいてい

ます。主には実際のところ、理解があるというところでは例えば今教育大学のほうに

通っておられて教師を目指しておられる方でありますとか、また地域でも社会福祉的

なところにかかわりながら支援をしていただいているボランティアの方ということも

ございますので、そういった資格といいますか申請をいただいた内容を区役所のほう

でチェックをさせていただいて、この方にお願いできれば、ということで承認をさせ

ていただいているところです。また広報室のほうでも人材確保ということで、こうい

う発達障がいサポーターでありますとか各学校のところで、例えば音楽や英語に関し

てのサポートをしていただける方という形で人材のほうの募集ということもさせてい

ただいているところです。 

○安藤議長 

 宮川委員、よろしいですか。 
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 それでは宮崎委員、何かありますか。 

○宮崎委員 

 私木津川のそばで３０年余り生活させてもらっています。昨年の台風のときに２階

のベランダから木津川を見ましたら今まで見たこともないような恐怖に襲われまして、

預かっている子どもたちが６人います、２歳から１８歳までの子が。その川を見なが

ら大丈夫か大丈夫かと恐怖におののいていまして、どこに逃げるのという言葉が一番

に出たんです。それでうちの隣に３階建ての同じホームがあるんですけど、３階では

無理だろうなということで、結果的には穏便に台風が過ぎ去ってくれたんですけども

家の前からかなりの物が飛んできたりとかもろもろ言ってまして、この状態ではあか

んなと思って今現在近くのマンションの９階を借り受けまして空き家のまま置いてい

ます。子どもたちにはそれを見せて、いつでもここは逃げる場所だよということで夜

も安心して寝られるというのが今の状態です。 

 そういうわけで今宮川委員がおっしゃったのと同じ質問になるんですけども、発達

障がいの子がほとんど十何名という、大阪市から委託を受けて預かっています。それ

でこの子たちを自宅に帰すのが目的での私たちの仕事なんですけども、その中で回答

のほうで十分詳細を書いていただいているんですけど、小学校とか中学校の場合は学

校にいきいきがあったりとかサポートセンターがあったりとかいけるんですけども２

歳、３歳とか４歳の子どもたちが発達障がいで異常行動をする場合はどういうふうに

どこに相談に行ったらいいのかなとか、どういうところで預かっていただけるのかな

というのが一般家庭の保護者の方からも自立支援のほうでかかってきていますので、

きょう参加したときにお尋ねしたいなと思っていますので回答のほうよろしくお願い

します。 

○松原課長 

 状態を相談させていただくということで心理相談員等がおりますので、状態等ある

いは家庭でどういうふうに育児のほうでやっていかれるかというところでの相談には
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対応させていただけてるんですけれども、実際はそういう小さなお子様をいわゆる家

庭ではなく預かっていただけるところというところでいきますと、なかなか実際難し

いところもありますので個別で個々に対応させていただくというところになっている

かと思うんです。ちょっとその施設につきましては具体的に今お答えをさせていただ

けないというところがあるんですけれども、家庭で育児に悩まれたりというところが

ありましたら保健師であったり専門的には心理相談員というところで、あるいは専門

の医師につないで相談をさせていただいたりということを、小学校に入るまでの段階

で対応させていただいているのが現状でございます。 

○安藤議長 

 宮崎委員、納得してくれましたか。 

 よろしいですか。今の回答でよろしいですか。 

○宮崎委員 

 多分難しい課題だなと思って質問をさせていただいたんですけども、親御さんの休

憩休息の場というのをたまには持たせてあげるほうが安心して養育のほうを続けるん

と違うかなと。やはりこういう異常行動とかもろもろをしていたら家族全体がちょっ

と荒れてきたりして虐待とか云々につながるのと違うかなというのが気になりまして、

うちもそういうお子さんを何人か預かっていますので。それで預かることによって親

御さんからちょっとした休憩ができてよかったというふうなことを聞きますので、そ

れを我々じゃなくて区のほうとかそういう公のところで開いてあげたらもっと安心し

て親御さんの場所となるんと違うかなという声が上がっていましたので、ここでちょ

っと一言述べさせてもらいました。 

 ありがとうございます。 

○吉田区長 

 具体的なケースによって支援の方法が違うと思いますので、そのケースケースごと

にぜひ区役所に相談をしていただければと思います。確かにその把握はしたがその出
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口となる支援の社会資源が十分にそろっているかというとやはりそこは圧倒的に今整

備ができておりません。ただ先ほど委員もおっしゃいましたように、申し出をしてく

ださった方が納得いただけるまで最後の最後まで寄り添ってやる覚悟ではおりますの

で、そういう寄り添い型の支援をしていくので、全部が行政で支援ができるかという

とそうではなくて自助・互助・共助も絡めながらあらゆる支援の方法、出口を考えて

いきますので、まずはケースごとに御相談いただければ思っております。私たちが今

持っている制度に合わせて御支援するということではなくてお困り事に合わせて支援

を活用していくと、社会支援を活用していくという体制で臨んでまいりますのでよろ

しくお願いいたします。 

○安藤議長 

 ほかにも御意見、御質問がないようでしたら地域から出ていくと。竹村委員、よろ

しく。 

○竹村委員 

 今、若い者に情報があんまり行かないという。これは今僕の質問でも大体これ、各

地域で町会とか社協とかに入っている方が活動して防災でも防犯でもやっていますね。

今この大正区は人口が６２，０００ですか、それで世帯数は２９，７５４の、これ皆、

町会に入っているんですか。ある程度町会に入っていなかったら情報もあんまり大体

届きませんね、大体今のを見たら。それで活動しているのは地域では町会に入ってい

る人がほとんど活動して、避難訓練や防災の活動やいわゆる百歳体操、高齢者の孤独

とか。あれはみんな大体町会に入っている方が活動してやっていますのでね、若い者

ももうちょっと町会に入るような方向で役所のほうから進めてほしいなと思います。

それでこの前の去年の台風でも、聞いたら尻無川も何か大分水がもうちょっとであふ

れるんと違うかなというふうな状況やったみたいですよ、聞いたら。それで大正区の

尻無川の堤防なんかも古いですからね、地震で液状化なんかにでもなったらもうほん

まに堤防が潰れて今、区長がおっしゃったようにボートとか船が当たったらすぐ決壊
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しますわね。そのときに水なんか大正区は海抜０メートルやからね、水が入ってきた

らなかなか抜けへんかなと。これ災害のときなんかボートとかあんなのを用意して、

各避難場所に用意していくんですかね、そういうあれもちょっと考えてほしいなと思

いますね、ボートを。堤防なんか決壊して水が入ってきたら多分水が抜けんとボート

とかそんなのが必要じゃないかなと思いますけどね。 

 とりあえずこれ今、僕が見たら大体地域、まちづくりとかそんなのは町会に入って

いる方が中心に動いてますんでね、町会に入ってもらって大正区のことをもっとわか

ってもらうようにしていったらもっとね、若い人が僕もこれ若い人、大正区はね、今

見たら更地でも何でも住宅が建っても大正区の中でまわっているだけでよそから来ま

せんね、だから人口はふえないし、若い人を呼ぼうと思ったらこれ書いてありました

けどＵＲとかああいうところと提携して、もうちょっと家賃を安くして補助して大正

区はあそこに行ったらこういう特典があるから大正区がいいなということでやっぱり

若い人を呼ぶような方法に持っていってほしいなと思います。以上です。 

○村田課長 

 町会の加入率は２９，０００世帯のうち大体６割ちょっと７割弱、６割５分ぐらい

の加入率だというふうに聞いています。確かに町会の皆さん、まちづくり実行委員会

の皆さん、非常に地域で活躍されています。活躍されていることをどないかしてアピ

ールしたいというふうに思いまして、このこんにちは大正に各地域のレポートという

ことで書いていただいています。僕の担当している地域の方にも書いていただきなが

ら、地域の紹介というのをしていただきました。ただ区役所が、区役所はここにあり

ますので、各地域でそれぞれのこんな活動しているよというのを我々が地域に行って

こんなんですというのはなかなか言いにくいんですよね、やっぱりそこは。我々がで

きることは入ってきた人に、転入しはった人にこういう町会の活動があるのでよろし

くお願いしますみたいな、そしてこんにちは大正で伝える。それからホームページを

紹介するというぐらいのことで、まあほかにもあればおっしゃっていただければあり
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がたいんですけども、やはりほんまは一番いいのは、一番身近な地域で身近な人方に

こんなことをやっているよという情報を知っていただくというのが大事なんと違うか

なというふうに思います。各地域まちづくり実行委員会で広報をやっていただいたり

とかいろいろと掲示板に貼っていただいたりとか回覧をまわしていただいたりという

のがあると思いますけれども、それを超えてもっと違う方法で各地域のまちづくり実

行委員会の広報活動、こんなことあるんと違うかな、こんなことができるんじゃない

かなというふうなことを、またまちづくりセンターなどと一緒になりながら地域の皆

さんに来年度に御提案していければなということで思っております。 

 橋本課長、いいですか、そんな感じで。 

 具体的に各地域で広報のツールを一緒に考えたりとかね、何かそんなことを考えて

いますのでよろしくお願いします。 

○佐々木課長 

 済みません、私のほうでいろいろ広報の担当もしております。こんにちは大正につ

きましてはこれ、全戸配布になっております。これについては各区によっては新聞に

折り込んだりとかいう形でそれぞれいろんな形で配布しているところでございますの

で我々としてはやはり区の情報としてみんなに知ってほしいということでこれを配布

しているということでございます。ただやはり先ほど言った若い世代についてなかな

かこういったものを読まないというところもあります。現在ホームページだけじゃな

くてＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ことしからＬＩＮＥのほうとかもやらせて

いただいて、ちょっとその内容とかにつきましても今乱立してわーっと書いている状

況があったりするので、テーマごとに分けるほうが見やすいのではないかとかいろい

ろそういった改善をして少しでもいろんな項目がございますので、ある項目だけでも

結構なので見られるような形で我々も工夫をしていこうと思っているようなところで

ございます。また先ほどＴＵＧＢＯＡＴ ＴＡＩＳＨＯを例に挙げましたけれども、

そういった魅力ある施設が大正区にもできて、それだけではなくて今ある資源の中で
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もやはり発信の仕方によっては魅力に感じるところもあるかと思います。知らなかっ

たというようなところもありますし、いろいろやはり渡船のこととかも含めて今古い

ものがいいように映っているところもございますので、新たな魅力というのも発信を

して流入人口等をふやしていきたいと思っているところでございます。 

○駒井委員 

 これは済みません、もれなく全戸に配っているのですか。 

○佐々木課長 

 これについては各世帯のほうに全戸、一人一人ではなく各世帯に配布しているとい

うことでございます。 

○駒井委員 

 ひとり暮らしの人にはないんですか。 

○佐々木課長 

 ひとり暮らしの方もこれを全部、それで事業所とかも含めて送ったりもしておりま

すし、大正区を知ってもらうということで交通機関のところにも配布をしたりとか公

共の施設においても配布をして、区民じゃない方も取れるような状況もつくっている

ところでございます。 

○村田課長 

 入っていなかったら区役所に言ってください、いつでも。 

○駒井委員 

 独身のときに入っていなかったんです、一度も見たことがなかったんです。 

○佐々木課長 

 今は全戸に変わったので、もしなければそれは単純に配布ミスでございます。ただ

恐らく昔は新聞折り込みというようなこととかで新聞に入れているところがあります

ので新聞を取っていなければ届かない、ただ区役所に来たら取っていただけるような

形になるのでそれがまた不便になっているというところもありますのでそういう形で
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全戸配布に切りかえたというような状況でございます。 

○橋本課長 

 済みません、水門の話が出ましたので水門について御説明をさせていただきますと、

木津川水門と尻無川水門につきましては昭和４５年に完成しておりまして、現在です

ね推定の、あと何年でという寿命ですね、尻無川については２２年、木津川水門につ

いては１２年というふうな検査の結果が出ております。こういうことを踏まえまして

大阪府のほうでですね、今後１０年、これをつくるのに１０年程度かかるみたいで、

１０年程度かけてこの今の水門のある付近に新たな水門を建設するというふうな方針

がことしの２月に発表されております。あと先ほど駒井委員の質問について、災害の

規模は予想できないということでお答えしたんですけどもそれだと皆さんちょっと不

安が残ってしまうかなと思いましてちょっと言い漏れていたんですけども、実際災害

が起こりそうになれば、ことしのいろいろテレビの報道とかで警戒レベル３とか４と

か５とかいうのが気になった方もいてると思うんですけども、大阪市に警戒レベルの

３・４・５とかいうのが、日本全体で運用の基準が決まっておりまして、大阪市にお

いてもですね尻無川や木津川があふれて大正区に被害が出そうだというときには警戒

レベルの３とか４が防災行政無線といいまして、ちょっとなかなか聞き取りづらいい

ということでいろいろ御意見をいただいているんですけども、それでアナウンスをさ

せていただくことになっております。それで警戒レベル３というのが高齢者とか避難

に準備がかかる方についてはその避難の準備を開始してくださいとかいうふうなのも

のでして、警戒レベル４というのは避難勧告といいまして、いよいよ危ないのでもう

避難をしてくださいというふうなことで発するようになっております。あと警戒レベ

ル５というのは最高なんですけども、５というのは既に災害が発生しているおそれが

あるということで、５を聞いてから避難を始めたのでは実際避難ができない可能性が

ございますので、警戒レベルの４の発生ということをお聞きになれば、小学校の災害

時の避難所を開けることになりますのでそちらのほうに避難をしていただく、もし時



38 

間がなければ３階以上の高い建物、鉄筋コンクリートの３階建て以上の高い建物に避

難をしていただくということで対応していただければと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

○吉田区長 

 竹村会長さすがに御経験が豊富で多岐にわたる御質問だったので幾つか漏れている

のでそれだけお答えいたしますと、長期冠水に備えて水浸しになったときのためにボ

ートを準備しているかなという話が一つございました。確かに区内である地域の方が

ある施設に対して、そのためにボートを御寄附いただいたというケースはあります。

ただ区役所の施策としてはどうかということなんですけれども、今ちょうど大阪市と

して大阪市立大学等々と協力して長期湛水ですね、この研究をいたしております。数

年のうちに結論が出ると思うんですけれども、それに基づいてそういう場合がもし想

定されるんであればそれに備えてボートも含めてどんな備品が必要かというのは検討

することになると思います。 

 それから人口増については、これをやったら人口がふえるという施策があるんであ

ればきっとほかの地方公共団体もそれに取り組んでいると思うんですね。恐らく正解

がない、あるいは地方公共団体ごとに処方箋が違うというのがこの人口増の難しいと

ころで総合戦略だと思うんです、いろんなことをやりもって人口というのはふえてい

く、ふやしていくもんだと思いますので、この将来ビジョンに盛られたことをやっぱ

りすべからく実現するということを通じて尽力していきたいと思っています。 

 駒井委員からありました広報紙のことについての議論はとてもおもしろいなと思っ

ているんですね、というのは全戸配布を始めたんですけれども、全員に行き渡る、全

家庭に行き渡るであろうということであって本当に行き渡ってるかというとそれは違

いますよというのがまさにおっしゃったとおりなんです。区民意識調査でも実は閲読

率というのは調査していて実際に読んでいる人が、もらった人が何％かというのは数

字をとっているんです。確かに１００％ではありません、その分析をしなきゃいけな
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いと思うんですね、それは分析をするようにいう指示は出しています。おっしゃるよ

うに配り漏れもあると思うんです、でも家庭で誰が取るかわからないんで、お母さん

が取ってそのまま読んでごみ箱に捨てたら配布率は１００％なんやけれども実際に読

んでいる人の割合が１００％かといったらそれに届かないわけでして、そんないろん

な要因があると思いますのでそこはしっかり分析して全員が読んでいるはずだという

ことが本当なのかどうかというのはしっかり分析していきたいと思っています。 

 それと最後にお話をしようと思ったんですけれども、全く関心がない人が読んでい

ませんねんということとはまた別の問題ですのでそれはそれでまた処方箋を考えてい

きたいと思います。 

○安藤議長 

 ほかにはもう、そしたら地域から山下委員、何かありますか。 

○山下委員 

 これ見てましたら、よくホームページだとかＳＮＳだとかいうふうになっています

けど、これらのことを本当にホームページをどれぐらいの人が見ているのかというの

を今区長がおっしゃったようになんか、とってみているうちにやらないと、ホームペ

ージを流していますからいいでしょうという話になってしまってこれが終わってしま

うんじゃないかなというような気がします。例えばここに出ているんであれば、この

問題については何％ぐらいの人が大正区で見ていますよ、見ていませんよというふう

なのがあればああそれじゃあこういうところをもうちょっと推していかなきゃいけな

いんじゃないかなというようなものが出るんじゃないかと思いますので、そういう書

き方をして次の我々のこの区政委員会でそういうことを改善していってよくなるよう

な方法に持っていったらどうかなというふうに感じております。以上です。 

○安藤議長 

 そしたら本日はちょっとまだ時間がありますので、皆さんにちょっと聞いていただ

きたいと思います。 



40 

 谷田委員、何か。 

○谷田委員 

 顔があったから。 

 済みません、時間があるということなんですけども、今Ｆａｃｅｂｏｏｋの件とか

Ｔｗｉｔｔｅｒの件でちょっと私も息子が茨木市のほうに住んでいるんですけども、

毎年区民祭りにはこっちに帰ってきて楽しみにしているということで、いつもは新聞

は見ないですけどもＦａｃｅｂｏｏｋを見て電話をかけてきて情報を得たいというこ

とで通信しているんですけども、やはり若いなと思うのがＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉ

ｔｔｅｒを見ているということなんで、私自身はスマホを持っていてもよく見てＹａ

ｈｏｏでニュースを見るぐらいなんですけども、やはりこういうこんにちは大正とか

そういうことで大正区を本当にもっと知っていただきたいなと思っています。今駒井

さんのほうからもいろいろな意見が出たと思うんですけども、もっともっと大正区を

好きになっていただいて私たちと一緒に頑張っていきたいなと思ってるんですけども

いかがでしょうか。ちょっと地域が違うんですけどもね、またいつか駒井さんの顔を

見たらまたお声をかけますのでよろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 もう少し、最後になりますけど仲田委員、何か。 

○仲田委員 

 若い方が余り地域のことに御興味がないということを私も最近ひしひしと感じたん

ですけども、それは防災訓練を今まで何回もしてたんですけども、今回１１月にした

ときには小学校と連携して小学校の土曜授業で授業参観という形で父兄も一緒に参加

してしたんです。そしたら最近私のところの三軒家東地域はマンションがすごく多い

んでマンションからの方がたくさんおいでになったときに、住所はわかるけどどこの

町会に入っているかわからないという方がほとんどだったんです。それでああすごい

なとそのときに初めて意識の低さというのを感じまして、それでここのマンションは
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ここの地域ですよということを初めてお知らせしました。今まで何度もしているのに、

そういう方は参加をなさっていなかったということで、やっぱりこつこつと回数を重

ねてやっていくのがやっぱり一番いいのかなというふうに思いました。以上です。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。 

 それではこの辺で時間が参りましたので、これで議題議事は終了させていただきま

す。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○佐々木課長 

 安藤議長、ありがとうございました。 

 本日は配付資料の中に御意見シートを配付させていただいております。本日の会議

で発言できなかったこととか後でちょっと考えてああこれ、聞いたほうがよかったな

というような御意見がございましたら御記入いただいて、１２月２５日の水曜日まで

にメールなりＦＡＸなり郵送による提出なり、また４階の４２番窓口まで直接持って

きていただいても結構でございますので、また意見等の漏れがありましたら御記入い

ただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 

 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 

 皆様、本日は大変真摯な御議論、まことにありがとうございました。 

 担当課長も含めてですね、丁寧にお答えさせていただけたかなと存じております。 

 その上で最後に幾つかコメントをさせていただきます。 

一例なんですが１－１４の宮川委員からの御質問についてです。 

 区独自のＳＳＷあるいは学習登校サポート事業ということだけが書いてある将来ビ

ジョンのページのことを指してですね、まあこれだけなんですかと、あるいはこれで

十分なんですかという質問をいただいたんですね。それに対する先ほどの答えは、子
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サポネットを行っていますという、子サポネットは非常に重要でかつ大変な事業なん

ですけれども、そのことをお答えさせていただいたんですが先ほども申しましたよう

にきょうは将来ビジョン、２０２２年にちゃんと書いているかという議論でもありま

すので、この御指摘についてはちゃんとやっているんやからこれ以上のことをやって

いるので、これはこれをつくった後に新たに始めた事業なんですね、そのほかにもこ

れをつくった以降に新たに始めたことがありますので、そういうことは入れていかな

いといけない、修正項目だと思いますので追加という形でぜひ修正をさせていただき

ます。 

 一例を申し上げましたけれども、そのほかにもいろいろお答えした中でここに書い

ていないことがあるかと思いますのでそれは修正という形で書かせていただきます。

文字面を変えるだけやないかと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ役

所というところは文書主義で文書が変わるとやっぱり施策が変わるというのが現実あ

りますので、やっぱり書き物をきちっと修正していくということは大事だと思います

のでそれはやらせていただきます。いつまでにやるねんということが次に問題になる

んですけれども、この区政会議でも区役所のあらゆる会議でもそうなんですけれども

次の回の冒頭には前回いただいた宿題についてはこういうふうに対応しましたという

ことを必ず答えるようにいたしておりますので、きょう御意見いただいたこととか私

たちとして自律的に修正しなきゃいけないこと思ったことにつきましては、次回まで

に修正して次回の冒頭にこういう形で修正させていただきましたということを御報告

をさせていただきます。 

 最後にですね、きょうは全体として無関心層とかかかわりを持とうとしない人々を

念頭に置いた施策が必要になるというような要望、御質問、御意見が多かったという

ふうに感じております。そういったことからこの将来ビジョンにはなかった視点です

ので、どこがどうということはちょっと今申し上げられないんですけども全体のトー

ンを今申しましたようなことを念頭に置いてもう一回見直したいと思っています。ど
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こかに書いたんですけどこれまでの区役所の広報というのは何月何日にこんなイベン

トがありますので皆来てくださいということが中心の広報でした。この将来ビジョン

ではそれを第２ステージに上げるということを、将来ビジョンの１１ページのところ、

真ん中あたりにですね、第２ステージの広報へバージョンアップさせますと。つまり

告知記事じゃなくて説明責任をしっかり果たしていけるような広報をやっていきます

ということを宣言したんですが、きょうの御意見はそのさらに上を行く第３ステージ

の広報とか施策じゃないかなと。つまり関心を持っていない方、関心を持とうとしな

い方々に対する広報とか施策というのはここで書いてある第２ステージを超えて第３

ステージかなと思っていますので、第３ステージに進めということだろうというふう

に思っていますので先ほど言いましたように全体のトーンを見直して修正箇所がない

か、追加箇所がないか点検いたします。山下会長から最後のほうでおっしゃっていた

だいたようにとかく私たちはホームページに載せたから読んでいるであろう読んでい

るはずだ、全戸配布したから全員が読んでいるはずだというところの発想に立ってし

まいがちなので、本当に読んでいるか、本当に理解していただいているか、私たちの

サービスが本当に行き届いているかというお客様である住民の立場に立って、もう一

度私たちの施策が行き届いているかということを、これを機会に考え直してそれに基

づいたこの将来ビジョンになっているかということを次回までに考え直して、その結

果については次回御報告させていただきたいと存じます。 

 本日はまことにありがとうございました。 

○佐々木課長 

 それでは本日の区政会議はこれをもって終了いたしたいと思っております。 

 次回の区政会議の日程ではございますが２月２６日水曜日となっておりますので御

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、１階は閉鎖しておりますので２階の駐車場の玄関からお帰りいただけ

ますようよろしくお願いしたいと思います。 



44 

 本日は遅くまでまことにありがとうございました。 

―了― 

 


