
令和元年度第3回区政会議での意見と対応一覧

【当日出された意見等】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

1
・事前質問1-4について、将来ビジョンに「自
立」と「尊厳」を併記する修正を行うという回答
を頂いたが、私もその案に賛成である。

木村委員 回答済み
保健福祉課
（福祉）

2

・事前質問1-7については、無関心層に関心を
持ってもらう施策について回答を頂いた。私の質
問の趣旨は別であり、無関心層の方々が無関心の
ままでも健康になるような施策もあるのではと考
えている。近年SDH（健康の社会的決定要因）が
注目されているように、フレイル状態になる人の
中には、社会参加をしないことが要因として挙げ
られることもあり、社会参加を促し、それが健康
寿命の延伸につながるような施策があれば教えて
ほしい。

木村委員

〔保健福祉課　松原課長〕
・高齢者が要介護状態に至ることを予防するため、高齢者の居
場所づくりを増やしていくことは、区役所としても課題と考え
ている。「いきいき百歳体操」の実施や、特に男性高齢者が引
きこもりになりがちのため、社会福祉協議会と連携した「おや
じカフェ」など、今後も高齢者が社会や地域に参加すること
で、要介護状態に至ることを自然に予防する施策に取組んでい
きたい。

〔総務課　村田課長〕
・各地域の中に、どういった人がいて、どういった暮らしをし
ているかを把握することが重要だと考えている。その中で、大
正区としては要援護者の見守りを施策として進めていく。
・また地域参加については、各地域がそれぞれの課題に即した
形で、「食事サービス」や「ふれあい喫茶」などを実施してお
り、大正区役所は地域課題の解決に向け、地域まちづくり実行
委員会への補助金の助成などを通じてサポートを行っている。

〔吉田区長〕
・本日は大正区将来ビジョン2022について皆さんにご議論頂
いている。無関心層および、いくらPRしても関心をもてない
人への施策や、両課長が回答したことが、将来ビジョンに現時
点で反映されていないということが明らかになったため、表現
方法については検討するが、将来ビジョンの修正を行いたい。

区政会議当日に回答させていただいた施策のほか、高齢者の社会参加の促進を図る
ための仕組みづくりについて区社会福祉協議会に委託し、有償ボランティアによる
支えあい活動を立ち上げ、ボランティア登録をすすめています。引き続き、各地域
事情に即した高齢者の居場所づくりや社会参加を支援してまいります。
こうしたことから、「将来ビジョン2022」P19の施策「健康寿命の増進」におけ
る目指すべき将来像を、「区民が食生活や運動に関心を持ち、生活習慣を見直し、
特定健診やがん検診を通じて、自らの健康状態を把握し、積極的に社会参加するこ
とで健康を維持している状態」という記載に修正します。

保健福祉課
（健康づくり
／高齢・介
護）

3

・回答にはおおむね納得しているが、事前質問1-
3については、大正区の構想ではなく他都市のベ
ストプラクティスの事例があるのか、それを見本
としているのかどうかを教えてほしいという意味
合いであった。

石田委員

〔政策推進課〕佐々木課長
・それぞれの都市で状況が異なるので、良いと思われる方法論
をそのまま大正区で展開するのは難しいと考えているが、今後
も他都市の状況等も検討しながら、大正区の現状や課題に即し
た事業展開を行っていきたい。

回答済み
政策推進課
（政策推進）

4

・区の事業等を知らない人へのアプローチには私
も問題意識を持っている。独身時代、自宅に広報
紙が届かず区の施策等を全く知らなかった。子ど
もが産まれてからは大正区役所の取組みを色々知
る事が出来た。自分の経験から、独身の人々への
アプローチを掘り下げてもいいのではと考えてい
る。

駒井委員

〔総務課〕村田課長
・独身の方へのアプローチについて、区役所としてSNSによ
る情報発信には取り組んでいるが、地域や行政との関わりの薄
い独身の方への情報発信は弱いと思う。情報は取りにいかない
と獲得できないという側面もある一方、情報を取ることが出来
ない方にいかに届けるかということも含めて、今後広報手段を
検討していきたい。

　平成31年1月に実施した区民アンケート調査では、「区からの情報発信（広報
紙・区HP・SNSなど）について、必要な時に必要な情報が届いていると思います
か」という質問に対して、全体の47.2%の区民は肯定的意見でしたが、一方で全年
齢層の12.5%、特に18～29歳の若年層については30.4%が、情報発信している
こと自体を「知らない」と回答しており、広報紙を区内全世帯に配布しているにも
関わらず、広報紙の存在に気付いていない、もしくは関心が無いという結果でし
た。
　このため、広報紙の存在を知らない層、無関心層、若年層が広報紙に関心を持
ち、手に取って読むようアプローチしていく手法について、今後検討していき、
「将来ビジョン2022」にもその旨を記載します。
　
　SNS（Facebook・Twitter）の情報発信についても、力を入れてできる限り毎
日情報発信し、令和元年5月にはLINE公式アカウントを開始し、若年層へ向けての
情報発信を強化しております。さらに、SNSのアカウントをカテゴリ別にして見や
すくするなど今後改善を行っていきます。

政策推進課
（政策推進）
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【当日出された意見等】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

5

・昨年の台風21号の時に、尻無川がもう少しで越
水する状態であったことを、川の近くに住んでい
る知人から聞いた。今年台風19号が関東に甚大な
被害を与えたが、台風19号と同等の台風が大正区
に接近したという被害の想定をシュミレーション
し、それを区民に周知すれば、次の台風シーズン
に備え、防災の準備をする人が増えるのではない
か。

駒井委員

〔政策推進課（地域活動支援担当）橋本課長〕
・台風21号の状況として、尻無川のデータは持ち合わせてい
ないが、木津川でも越水する寸前の潮位に達していたという報
告がある。
・台風の被害は、台風の強さや規模、進路など様々な条件によ
り規模が変わることから、台風19号が大正区に接近したと仮
定した際の、災害の規模は予想できない。
・大阪市で被害がでる恐れがある際は、警戒レベルが防災行政
無線などを通じて伝えられる。警戒レベルは日本全国で基準が
定められており、警戒レベル３であれば避難に時間を要する人
が避難を開始する、警戒レベル４は避難勧告、警戒レベル５が
すでに災害が発生している恐れがあるというもの。

〔吉田区長〕
・津波・高潮対策として、水門や防潮鉄扉をきちんと締め越水
を防ぐことが第一であるが、仮に水門や鉄扉を超えて越水して
きた場合や、何らかの状況により想定以下の水位でも越水した
場合を想定し、計画を組み、訓練を行っている。

平成30年台風21号における尻無川水門の状況は、計画高潮位がO.P（大阪湾最低
潮位）.+5.20ｍ（水門内高はO.P.+7.4m）のところ、最高潮位がO.P.+4.83mであ
り、区内への浸水被害を防ぐことができました。
来年度においても、大正区将来ビジョン2022に沿った運営を引き続き行い、施策
目標である全地域での地区防災計画の策定を進め、災害に応じた避難体制を確立し
てまいります。

政策推進課
（地域活動支
援）

6

・事前質問1-1について、回答にある「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、大正区区政運営に努めてまいります」と
いう発想は、とても好きだ。

石田委員
政策推進課
（政策推進）

7
・事前質問1-11について、発達障がいサポー
ターを募集しているが、現在従事されている人
は、発達障がいに理解と知識がある人なのか。

宮川委員

〔保健福祉課（こども・教育担当〕〕池田課長
・学校において募集を行い、教師をめざす学生や、地域で社会
福祉にかかわるボランティアの方など、区役所で審査の上採用
している。

　現在区内小中学校に従事いただいている発達障がいサポーターについては、区役
所において発達障がいに理解と知識がある者、児童生徒との関わりが経験豊富な者
（教員または講師、NPO法人や福祉施設等での勤務経験を有する）であるかを確認
したうえで採用しており、適性な人材を配置しています。

保健福祉課
（こども・教
育）

8

・事前質問1-12について、発達障がいのある小
中学校の児童への対策は分かったが、未就学児が
異常行動などを起こす場合、どこに相談にいけば
いいのか、またどういう所で預かってくれるの
か。
・発達障がいのある子どもの家庭について、親の
休息の場を設けることが重要だと考えている。そ
れにより、家庭環境の悪化や虐待を防止する面が
あると思う。私も同様の事業をしているが、民間
だけでなく、行政でもそうした場や制度があれば
いいなと思う。

宮崎委員

〔保健福祉課　松原課長〕
・子どもの状態や育児の相談については、保健師や心理相談員
にて対応を行っている。

〔吉田区長〕
・ケースにより支援の方法が異なるので、区役所にぜひ相談を
してほしい。区役所単体で解決できるものばかりではなく、ま
たそうした支援への社会資源が整備できていないのも事実であ
るが、区役所としてはケースに合わせ自助・互助・共助を巻き
込み、今ある制度等を活用しながら、寄り添い型の支援を行っ
ていきたい。

　未就学児（4・5歳児）における発達障がいの相談については、区役所において医
師、心理相談員、保健師が相談を受け、必要に応じて医療機関を紹介したり、保育
所入所や日常生活の訓練など一人ひとりの状況に応じた支援に引継ぎます。
　日常生活の訓練については、基本的な動作・知識技能の習得、集団生活への適応
訓練を行う通所施設や入所施設があります。通所にあたって、障がい児の心身の状
況や置かれている環境などの事情を踏まえて計画を作成したり、育児支援・家族支
援などよりきめ細かく相談対応を行う事業所もあります。
　また、保護者の休息や急な疾病等により一時的に障がいのあるお子さんを施設で
お預りする短期入所事業に加え、保護者の休息につながるような社会資源の発掘に
努めてまいります。

〔保健福祉課
（健康づくり
／福祉）〕
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【当日出された意見等】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

9

・広報紙に世帯数が掲載されているが、この世帯
数全て町会に入っているのか。本日若い人に情報
が届かないという議論があったが、町会に入って
いないと情報も得られない。また本日話題に出た
防災や高齢者の見守りなど、全て地域の町会に
入っている人達で行っている。若い人達にも町会
に入ってもらうよう、区役所としても働きかけを
してほしい。

竹村委員

〔総務課　村田課長〕
・町会の加入率は約２万９千世帯のうち、約６割５分くらいと
把握している。区役所としては地域活動をPRするため広報紙
にて各地域まちづくり実行委員会の活動内容の紹介も行ってい
る。その他転入者には町会の案内も行っているが、一番身近に
いる地域で、自らの活動を知ってもらうのが重要だと考えてい
る。従来の方法とは異なる方法での地域まちづくり実行委員会
の広報活動を今後、地域の方々にも提案していきたい。

〔政策推進課　佐々木課長〕
・大正区広報紙は各世帯に全戸配布しており、区の情報を発信
している。若い人向けへの情報発信として、HPの他フェイス
ブック、ツイッターに加え、本年度LINEも開設した。また発
信の方法もカテゴリ別にして見やすくするなど今後改善を行っ
ていく。
・広報紙が届いていなければ、配布漏れの恐れがあるので区役
所に連絡してほしい。昔は新聞折り込みであり全戸配布ではな
かった。

〔吉田区長〕
・広報紙については、区民意識調査にて閲読率を調査してい
る。閲読率は100%でないので、広報紙が届いているのに閲読
していない分析を行うように指示している。また、全く関心が
ない人が読んでいないこととは別の事なので、これはこれで処
方箋を考えていきたい。

〔町会について〕
　町会加入率につきましては、大正区全体の平均で63.1％（平成31年1月1日、市
全体では55.1％）と把握しております。区広報紙やホームページ等を活用して、町
会への加入促進に向けた支援を今後も継続するとともに、特に若年層を中心に地域
活動への関心が希薄化していることが課題であることから、活動に関心を持てるよ
うな地域の取り組みをサポートしてまいります。

〔広報紙について〕
　平成31年1月に実施した区民アンケート調査では、「区からの情報発信（広報
紙・区HP・SNSなど）について、必要な時に必要な情報が届いていると思います
か」という質問に対して、全体の47.2%の区民は肯定的意見でしたが、一方で全年
齢層の12.5%、特に18～29歳の若年層については30.4%が、情報発信している
こと自体を「知らない」と回答しており、広報紙を区内全世帯に配布しているにも
関わらず、広報紙の存在に気付いていない、もしくは関心が無いという結果でし
た。
　このため、広報紙の存在を知らない層、無関心層、若年層が広報紙に関心を持
ち、手に取って読むようアプローチしていく手法について、今後検討していき、
「将来ビジョン2022」にもその旨を記載します。

政策推進課
（地域）

政策推進課
（政策推進）

1
0

・尻無川の堤防は古く、液状化等で決壊し、水害
がおよぶ可能性があると思う。災害時に各避難場
所にボートは用意してあるのか。

竹村委員

〔政策推進課（地域活動支援担当）橋本課長〕
・尻無川水門、木津川水門は昭和45年に完成しており、推定
の耐用年数が尻無川水門で残り22年、木津川水門で残り12年
という調査結果がでている。今後10年程度をかけて、今の水
門の近くに新たな水門を建てるという方針が大阪府より発表さ
れた。

〔吉田区長〕
・長期湛水については、大阪市として大阪市立大学などが研究
しており、数年のうちに結論が出ると思う。その調査結果に基
づき、ボートも含めてどんな備品が必要かを検討する。

回答済み

政策推進課
（地域活動支
援）

1
1

・大正区に若い人が入って来るような施策も講じ
てほしい。

竹村委員

〔政策推進課　佐々木課長〕
・TUGBOAT大正のような新しい魅力だけでなく、大正区に
今ある資源の魅力を再発見していただけるよう今後も積極的に
発信していき、人口増につなげていきたい。

〔吉田区長〕
・人口増については、正解がなく、自治体毎の総合戦略の結果
だと考えている。将来ビジョンの内容をすべからく実現し、尽
力していきたい。

回答済み
政策推進課
（政策推進）
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【当日出された意見等】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

1
2

・事前質問の回答では、各種事業内容について
ホームページやSNSで広報するというものが多い
が、それだけだと、言いっ放しになってしまうの
ではないか。ホームページのアクセス数等を分析
して、広報のやり方を改善していければいいので
はないか。

山下委員

　SNSの分析については、平成30年12月にFacebookのフォロワーの年代・性別
割合、フォロワー数の増加割合、記事のアクセス数トップ１０やジャンル別のアク
セス数などの調査を行いました。前年は得に台風21号関連のアクセス数がトップ
で、災害が起こった時の情報発信手段としてSNSが有効であることがわかりまし
た。
　一方、区HPについても台風21号が日本に上陸するまでは、アクセス数が1日
100前後でしたが、台風上陸後は、アクセス数が初日3156、翌日3880、翌々日
2188と一気に跳ね上がっていたことがわかり、区HPでの災害情報発信の重要性が
認識されました。
　上記の分析により、緊急情報を含めより情報発信を強化していくため、区HPトッ
プページでもFacebookとTwitterのページを確認することができるようにしまし
た、今後も区HP・SNSのアクセス数を増やし、多くの行政情報にアクセスできる
よう取り組んでまいります。
　また、ホームページ・SNS以外でも、区内広報板、広報サポーター、バス停、イ
オン等大阪市包括連携先へのチラシ等の掲示。区の行政情報の動画をさわやか広場
で放映するなど、積極的に広報を行ってまいります。
今後とも定期的に情報発信の手法について検討していきます。

政策推進課
（政策推進）

1
3

・大正区の事をもっと知ってほしいと考えてい
る。私の息子は茨木市に住んでいるが、SNSを通
じて大正区民まつりの情報等を得ているようで、
やはり若い人にはSNSが有効だと感じる。今回駒
井委員と初めて会い、色んなご意見を聞いたが、
もっと大正区のことを好きになってもらい、我々
と一緒に活動できたらと考えている。

谷田委員

　平成29年７月「平成28年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調
査」によれば、全世代含めて7割以上の人が、なんらかのソーシャルメディアを利
用しており、なかでもLINEの利用者が多く、20～30代の利用率はどちらも9割前
後です。また、10～20代は、ほかの年代よりTwitter利用率が高く6割前後となっ
ています。
　このようなことから、区としてもSNSの情報発信には力を入れてできる限り毎日
情報発信しております。また、令和元年5月よりLINE公式アカウントを開始し、若
年層へ向けての情報発信を強化しております。さらに、今後はSNSのアカウントを
カテゴリ別にして見やすくするなど、改善を行っていきます。

政策推進課
（政策推進）

1
4

・若い人が地域の活動に興味がないことをひしひ
しと感じている。今回11月に実施した防災訓練で
は、初めて小学校と連携し土曜参観という形で、
保護者にも参加頂いた。私の地域である三軒家東
はマンションの住民が多く、住所は分かってもど
この町会に属しているのかわからないという人が
ほとんどであった。今回マンションごとの町会の
案内を行ったが、そうした活動をコツコツ行うこ
とが重要だと感じた。

仲田委員

　マンション等共同住宅に居住されている方に対する地域活動への参加のきっかけ
づくりとして、誰もが関心を持ちやすい防災訓練等の機会を活用していただくこと
は大変有効な取り組みであると考えております。区としても、地域の防災訓練の広
報等を通じて、地域活動への参加促進の取り組みを支援してまいります。

政策推進課
（地域）

15

Facebookは既に若手がいない。Twitterでの交
流がない。フォロワー2900人に対してフォロー
1人。
⇒情報発信について議論がありましたが、ほしい
情報はいつでもすぐに取得できる環境である。
「関心がない、興味がない」という内容をなんと
かしようと思うのではなく、興味関心のあること
にフォーカスした方がいいと思った。第3ステー
ジが必要かどうか議論した方がいい。

石田委員

　平成31年1月に実施した区民アンケート調査では、「区からの情報発信（広報
紙・区HP・SNSなど）について、必要な時に必要な情報が届いていると思います
か」という質問に対して、全体の47.2%の区民は肯定的意見でしたが、一方で全年
齢層の12.5%、特に18～29歳の若年層については30.4%が、情報発信している
こと自体を「知らない」と回答しており、広報紙やSNSの存在に気付いていない、
もしくは関心が無いという結果でした。
　これらの層においても、例えば災害時の備えや選挙情報等、公的機関としては
知っておいていただきたい内容も含むため、そのアプローチの方法について検討し
ていきたいと思います。
　また、すでに区の情報発信に関心を持っていただいている方々に対しても情報の
質を落とすことなく情報発信していきます。

政策推進課
（政策推進）
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【ご意見シートにて提出された意見】

委員名 回答 対応 担当課

16

今回初めて区政会議に参加しましたが、それぞれ
の立場・分野で感じた事を発言できる場所がある
事は貴重な時間だと思います。類似した意見が多
く見受けられたのは問題視されている傾向だと考
えています。
その一つとして、低年齢の障がい児が置き去りに
なっているのではないかと懸念しています。各機
関に相談にいくのは優先課題ですが、各児の生活
歴・疾病歴で対応も異なりますが、昨今の核家族
に対して、心理・身体・精神等の受け皿も必要と
している時代です。

宮﨑委員

　未就学児（4・5歳児）における発達障がいの相談については、区役所において医
師、心理相談員、保健師が相談を受け、各自の生活歴や疾病歴などを確認しながら
必要に応じて医療機関を紹介したり、保育所入所や日常生活の訓練に引き継ぐな
ど、一人ひとりの状況に応じてきめ細かく支援してまいります。

保健福祉課
（健康づくり
／保健活動）

17

災害対策については、行政に頼らず個人で危機感
を持つように働きかけを行うこと指導が大切だと
考えられる。しかしながら、弱者に対しては行政
が係わり地域が協力していく事もあり得る策かと
考えられます。他の地区と違い魅力ある大正区に
して頂きたいと思います。

宮﨑委員

　大地震や風水害などの災害が発生した場合に、自分や家族の力だけでは安全な場
所への避難ができない高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人などの災害時要
援護者の支援については、地域での日ごろからの見守り活動を基盤とした安否確認
や避難支援に取り組んでまいります。
　具体的には、現在大正区において、災害が発生したときに自分一人の力では避難
することができない「要援護者」に対して、地域が日ごろの見守りと災害時の避難
支援を一体的に行う仕組み（要援護者支援システム）作りに取り組んでいます。
　平成25年に改正された災害対策基本法では、「要援護者名簿」の整備は法律上行
政の責務とされています。一方で住民の責務として、自ら災害に備えるための手段
を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加に努めることなど
が明記されたほか、要援護者支援の活動自体は地域の役割とされています。
　要援護者支援に必要な「要援護者名簿」の提供は一部の地域で始まっています
が、今後、全ての地域に提供できるよう取り組みを進めている状況です。
　来年度においても、大正区将来ビジョン2022に沿った運営を引き続き行い、施
策目標である全地域での地区防災計画の策定を進め、災害に応じた避難体制を確立
してまいります。

政策推進課
（地域活動支
援）

保健福祉課
（福祉）

18

〔がんについて〕
データを確認させて頂きました。大正区のがん比
率の高さに驚きました。全体的にがん比率が高
く、特に【大腸がん】【肺がん】【肝及肝内胆管
がん】の比率が高い。しかし【乳房がん】が低
い、これは啓蒙活動の効果で受診率が高いからで
しょうか？
毎年１０月に行われている「ピンクリボン月間」
の効果の表れも含まれているのでしょうか。仮に
啓蒙活動の効果であるならば、他にも同様に各々
のがんに特化した啓蒙活動を行えば受診率アップ
が少しずつでも期待できるのではないでしょう
か？

駒井委員

　当区では、がんの死亡数が全国や本市の統計より高く、本市が実施するがん検診
のうち、肺がん・子宮頸がん・乳がんの受診率が本市平均を下回っている状況にあ
ります。
　平成30年度の乳がんの死亡数が相対的に低いことと「ピンクリボン月間」等の啓
発活動との関連性は定かではありませんが、区民の健康寿命の延伸のためには、が
ん検診の受診率を向上し、がんの早期発見・早期治療につなげることが大きな課題
であることから、特に受診率の低いがん検診に焦点を当て、区内医療機関とも連携
して、啓発・受診勧奨を行ってまいります。

保健福祉課
（健康づく
り）

19

〔災害の備えについて〕
できれば、木津川のみならず尻無川にも関心を向
けていただければと思います。
大正区・区民全員の命を預かっているという考え
の元で調査をして頂ければとても嬉しく思いま
す。水害ハザードマップを改めて確認致しまし
た。「内水氾濫の場合」＝大型台風を想定しての
マップと解釈してもよろしいのでしょうか？「自
助」「共助」「公助」この３つを活かす為には、
基盤となる誰がみてもわかりやすいマニュアルが
必要ではないかと考えます。(例えば、一枚で収ま
るようなマニュアル・各世帯に一枚等)
区民がこの３つ「助」の理解、また危機管理の意
識向上は今後必要だと考えます。

駒井委員

　平成30年台風21号における尻無川水門の状況は、計画高潮位がO.P（大阪湾最
低潮位）.+5.20ｍ（水門内高はO.P.+7.4m）のところ、最高潮位がO.P.+4.83mで
あり、区内への浸水被害を防ぐことができました。
　水害ハザードマップの内水氾濫とは、水路や下水道の能力を超える大雨による住
宅地や道路などが冠水する水害のことをいい、2000年に発生した東海豪雨級の降
雨を想定して作成してます。
　現在、各地域において「自助」と「互助・共助」とが一体となって、地震などの
災害による人的、物的被害を最小限にとどめることを目的とした「地区防災計画」
を3ヵ年計画で策定を進めていただいており、この計画の策定ができた段階で、ご
提案の一枚で収まるようなマニュアルなど、わかりやすいマニュアルの策定を予定
しています。
　来年度においても、大正区将来ビジョン2022に沿った運営を引き続き行い、施
策目標である全地域での地区防災計画の策定を進め、災害に応じた避難体制を確立
してまいります。

政策推進課
（地域活動支
援）

意見内容
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委員名 回答 対応 担当課

20

〔子育ての施策(見守り)〕
回答を読み安心しました。
ただ、全てを把握するのは難しいとは思います
が、まだまだダークな部分が存在すると考えま
す。「役所」「自治体」「学校」「警察」「区
民」全員がタイアップし大切な子供という宝を
守っていく大正区であれば人口も増える可能性が
あるのではないかと思います。またその意識づけ
も必要であると考えます。

駒井委員

　子育て施策に関する区民の方からの相談に対するアプローチや支援の取り組みを
ご説明いたしましたが、児童虐待の通告先やこどもに関する相談窓口、支援制度が
わからない方が多いと思われ、昨年11月号区広報紙に、児童虐待防止に関して子育
てに悩む保護者、周囲の大人への呼びかけの記事を掲載しました。来年度は、児童
虐待防止をテーマとした有識者のコラムなどを区広報紙、HPに掲載を予定してお
り、こどもを地域全体でサポートする大切さをお伝えしてまいります。

保健福祉課
（こども・教
育）

21

【世界に誇れる大正区】を目指すのであれば「学
力アップ」「美化」「資質の向上」等々沢山の課
題があると考えます。例えば、「学力アップ」今
の時代は英語は理解できて当然というスタンスで
採用している企業が増えています。中年サラリー
マンが英語受験の為、疲労困憊しているという情
報も…英語に対する学力向上必須であることから
小学校低学年から必修科目として英語を楽しく理
解できる取組を考えて頂ければと思います。(例え
ば、英語専属講師を外部委託する等)
「美化」については、残念ながら大正区は決して
綺麗な街並みではないです。公園も他区と比較し
て劣っていると感じます。そしてカラス被害…皆
が困っています。人はやはり美しく温かい場所に
集まるものではないでしょうか。

駒井委員

〔学力アップについて〕
英語については、学習指導要領の見直しにより、２０２０年度から小学校３、４年
生は「外国語活動」として体験型の学習、小学校５、６年生は「教科」として授業
が設定されます。小学校１、２年生が英語に触れる機会の創出方策については、各
小学校長の意見も聞きながら議論を行ってまいります。

〔美化について〕
・各地域では、定期的な清掃活動や緑化活動が取り組まれており、街の美化に寄与
していただいているところですが、引き続き区役所としてもこのような地域活動を
行政的にサポートしてまいります。
・2018年の台風21号によって倒木等の大きな被害を受けた昭和山（千島公園）に
ついて、区政会議や地域各種団体で聴取したご意見を踏まえ、港のみえる四季彩の
丘公園というコンセプトにて、現在復旧作業を行っております。また千島公園内の
旧水景施設についても、音楽イベントにも使用可能な多目的に利用できるステージ
を設置するなど再整備を合わせて行います。今後も美しく魅力的な街並みの構築に
向け、取り組んでまいります。
・カラスによりごみが荒らされるといった被害を減らすには、防鳥用ネット（環境
事業センターで貸出しています。）の使用等ごみの出し方を工夫することが対策の
ひとつになります。区役所としても、区民の皆さまにカラスの防除対策について引
き続き周知啓発を行って、ごみの散乱防止をお願いしてまいります。

保健福祉課
（こども・教
育）

政策推進課
（地域）

政策推進課
（政策推進）

保健福祉課
（健康づく
り）

【区長発言】

（会議冒頭の挨拶）
・委員改選後初の区政会議となる。委員を引き受けて頂き、大変感謝している。
・本日の議論の中心となるのは、大正区将来ビジョン２０２２について。今後会議で議論させて頂くこととなる、毎年度の事業・業務計画書や予算、区役所のあらゆる事務のベースとなるも
のであり、時代の流れや社会の変化に合わせ逐次精査・修正を行っている。本日は本ビジョンの精査・修正に向け、皆さんにご議論頂きたい。
・会議運営について、よりよい会議体にするためPDCAを回している。具体策として、委員への資料配付を会議の約２週間までに行い、事前の質問を受け付けている。これにより資料の説明
を割愛しており、次回からは事前の質問に対する回答までを、会議前までに完了させ、事前質問の回答への再質問から始める。また、区政会議にて頂いた意見等に対しての対応結果を各委員
に報告するとともにHPでも公表をしている。その他、ICTの活用や、委員の皆さんが発言しやすいような環境づくりも行っていく。

（会議終了時の挨拶）
・本日の議論や、事前質問頂いた内容並びにその回答については、現時点で将来ビジョンに書かれていない部分である。それについては、次回の会議までに修正し、お示しする。
・本日の議論は、無関心層や関わりを持とうとしない層を念頭に置いた施策を講じる必要があるのではという要望・意見・質問だったように感じている。将来ビジョンにはなかった視点であ
るため、修正についても、全体のトーンも見直したい。
・これまでの区役所の広報は周知が中心であり、将来ビジョンにおいて、第二ステージの広報、説明責任遂行をめざすと記載をしたが、本日の議論はその先をいく第三ステージの施策、広報
だと考えている。

意見内容
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