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令和元年度第４回大正区区政会議 

 

日 時：令和２年２月２６日（水） 

    午後６時３０分～午後８時３０分 

場 所：大正区役所５階５０２会議室 

 

○佐々木政策推進課長 

 皆さん、こんばんは。お忙しいところお集まり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度第４回大正区区政会議を開催さ

せていただきます。 

 私は、本日の司会を務めます政策推進課長の佐々木でございます。よろしくお願い

いたします。 

 この６時半現在、区政会議委員定数１３名のうち、出席者は現在８名でございます。

よって、２分の１以上の出席がございますので、区政会議の運営の基本となる事項に

関する条例第７条第５号に基づきまして、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 

 皆様、こんばんは。本日もお忙しい中お集まりをいただきまして、まことにありが

とうございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 きょうも盛りだくさんでございますので、早速、議事を進めたいと思いますが、一

つだけ、きょうの趣旨と言いますか、意義について申し上げたいと思います。 

 新しい委員になられましてからの新しい区政会議では、できれば毎回テーマを絞り

まして一つ、あるいは二つのテーマについて深く掘り下げた議論を戦わせるような、

そんな区政会議へ変えていきたいというふうに思っております。一方で区政会議に与
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えられた使命上、どうしても区政全般についての御意見を拝聴する場も設けなければ

なりません。きょうは、今が、これからも予算市会が始まるという時期でございます

ので、来年度１年間の事業や業務について、網羅的に御意見を伺う場という位置づけ

でございます。次回からはテーマを絞って深く掘り下げた議論をさせていただきたい

と存じます。途中ですね、御回答も申し上げますけれども、これだけ全部の、多くの

業務、事業、全部読み込まなあかんのかと、全部について意見を言わなあかんのかと

いうような御質問というか、御疑問もいただいておりますが、お一人お一人の委員様

に対しては、そういう期待をしているわけではございません。区政会議として、区政

会議全体として、やはり年に一度は区の事業を網羅的に見ていただきたい、意見を言

っていただきたいということは思っておりますけれども、各委員様に置かれましては、

できれば自分が、特に関心をお持ちの分野とか、日々専門的に取り組んでおられるこ

ととか、どうしてもこれだけに絞って言っておきたいとかいうことに絞り込んでお読

みいただいたり、意見を言っていただくという形で結構でございますので、そういう

御理解で今後も区政会議に御参画いただきたいと、このように考えております。 

 それでは、きょうの協議、審議を進めさせていただきますので、どうかよろしくお

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した。 

 本日の会議につきましては、お手元の配付資料と、並びに２回にわたりまして事前

に送付させていただいた資料に基づきまして進行させていただきます。各議題に入り

ます前に都度、資料の確認はさせていただきますけれども、事前に送付させていただ

いた書類につきまして、御持参いただきますようお願いしたところでございますが、

本日持ってくるのを忘れたという方がおりましたら予備もございますので、挙手をお

願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の会議は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
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いた写真などにつきましては、後日、区のホームページ等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午後８時３０分となっており

ますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 なお今回もお忙しい中、オブザーバーとして御参加させていただいてる方をまず御

紹介させていただきます。 

 大阪市消防局大正消防署、角田署長でございます。 

○角田消防署長 

 いつもお世話になっております。本日もよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 なお、市会議員並びに府議会議員の皆様につきましては議会等の公務により、また、

大阪府警の大正警察署長におきましても公務により御欠席と伺っております。 

 それでは、これから議事進行につきましては議長である安藤議長のほうにお願いし

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１の「大正区将来ビジョン２０２２の点検・精査について」、区役所から説明

をお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 それでは、議題１の「大正区将来ビジョン２０２２の点検・精査について」、御説

明させていただきます。 

 資料につきましては、書類番号１「大正区将来ビジョン２０２２」、書類番号２と

して将来ビジョンの変更履歴の表示版、それと将来ビジョンの新旧対照表、この３つ

を御準備いただけませんでしょうか。 

 前回の区政会議におきまして、大正区将来ビジョン２０２２につきまして御議論い

ただきまして、主には無関心層へのアプローチなど、これまでになかった視点を御指
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摘なり御意見をいただいたところと考えております。委員の皆様からいただいた御指

摘、御意見を踏まえるとともに区役所、我々のほうといたしましても現状の再分析と

か、事業の進捗状況の更新などを網羅的に見直しを行いまして、将来ビジョンの修正

の素案を御提示させていただいているところでございます。修正内容につきましては

事前に送付していることもございますし、時間の関係もございますので、本日の説明

は区政委員からいただいた御意見等に対しての修正内容を簡単に説明させていただき

ます。説明につきましては、この新旧対照表のところから簡単に説明させていただき

ますので、御用意ください。 

 まず、めくっていただいて３ページの、番号で言いますと５０番、地域包括ケアシ

ステムの構築の目指すべき将来像のところで、委員のほうからは、「自立した」とい

う表現よりも「尊厳をもって」という表現に変更したほうがいいのではないかという

御意見に対しまして、修正内容としては、個人の尊厳が尊重され自立した日常生活を

営むことのできる状態ということで併記させていただいております。 

 ざっとめくっていただいて７ページ、番号で言いますと６３番、６４番、健康寿命

の延伸のところの現状の課題なり目指すべき将来像に対しまして、意見といたしまし

ては、健康に無関心な層に向けて、社会参加を通じて健康寿命の延伸するような施策

が盛り込まれる必要があるのではないかというなどの御意見に対しまして、まず、番

号の６３番のところにつきましては、みずからの健康に無関心、他人事となっている

意識を自分ごととして受けとめる意識の変化を目指し、というような内容なり、ホー

ムページ等の啓発だけにとどまることなく、より身近で興味や関心の持つことのでき

る健康づくりの情報発信をしていくというようなことを追記させていただいておりま

す。 

 また、目指すべき将来像におきましても、最後のあたりのところで積極的に社会参

加することで健康を維持していく状態というような形で追記させていただいておりま

す。 
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 ざっとめくっていただきまして１０ページの７７番でございます。災害の備えの施

策の項目でございます。意見といたしましては、想定される被害状況の周知するなど

により、自助の意識を高める施策が盛り込まれていないのではないか、という内容で

ございます。追記としまして、区民への想定される被害状況の周知などによる防災意

識の向上という内容を追記させていただいております。 

 続きまして、ざっとめくって１４ページの８７番でございます。 

 これも子育て施策の充実、見守り関係のところにおきまして、いわゆる「相談会」

とか、「教室」など参加しない、また参加できない区民へのアプローチが盛り込まれ

ていないというような御意見に対しまして、追加といたしまして、妊娠期から中学生

までの間の切れ目のない支援を行うことを目指して、「大正区版ネウボラ」の構築を

進めているという状況でございまして、とりわけ下のほうに行っていただきまして、

しかしながらというところから、３歳児の健診以降、就学前の健診までの４歳児、５

歳児につきましては、支援の体制が不十分ということで、健康状態や生活状態の把握

がほかよりできていない状況でございます。そういったところから、そういった４歳

児、５歳児の潜在的な課題も見える化をして、リスクの把握をするための効率的、効

果的な把握の仕組みを構築していくという内容を追記させていただいております。  

 また、ざっとめくっていただきまして、１９ページ、１００番でございます。  

 問題行動への対応というようなところでございまして、これにつきまして現状の課

題に対する具体的な取り組みが薄く、目標につながっているのかという御意見でござ

います。事業が新規のものとかもありまして書き切れていなかったところがございま

すので、「区独自のスクールソーシャルワーカー活用事業」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」を行い、地域、学校、区役所で構成

する「スクリーニング会議」を開催するということで、「スクリーニング会議」の具

体的な内容等も記載させていただいているところでございます。 

 続きまして、ざっとめくって２４ページの１１５番でございます。 
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 地域活動の活性化の項目に対して、若い人の地域活動への取り組みについて御意見

がありまして、その内容につきましては、地域まちづくり実行委員会に対する支援に

ついて、若い世代の地域活動への参加・参画の促進など地域の特性に即した地域課題

の解決に向けた取り組みをより一層自立的に進めるために、補助金事業への、行政へ

の支援のあり方を見直すとともに、地域の要望の取りまとめにかかる支援など、一層

の民主的な運営の発展に取り組んで、地域の自主的な取り組みを支援していくという

内容を追記させていただいております。 

 続きまして、めくって２９ページの１２７番でございます。 

 情報発信の伝達力の強化ということで、区事業等の無関心層へのアプローチをどう

するのかという形で、若い世代、ツイッターやフェイスブックをよく活用するという

こともございますので、最後のほうに区のホームページでも、そのツイッターやフェ

イスブックを載せているような形を設置している状況でございます。その辺を追記さ

せていただいております。 

 めくって次のページ、３０ページの１２８番、これも同じような形で区の事業等の

無関心層へのアプローチをどうするのかということで、真ん中より少し下のあたりに、

広報紙、全戸配付してるんですけれども、やはりその中でも知らない層、無関心層、

若年層が、広報紙に関心を持って手に取って読んでいただくようなアプローチをする

手法とか、またアウトリーチ型の広報など、今後「第３ステージの広報のあり方」に

ついて検討をしていこうと考えているところでございます。その内容につきまして、

追記をさせていただいております。 

 以上が、区政委員からのいただいた意見についてざっと説明させていただいており

ます。このほかにも、我々区役所のほうで修正を行っております。このあたりの修正

点について、本日、さらにまた御議論いただきまして、本日の御意見等も踏まえて、

さらにブラッシュアップを重ねまして４月１日に将来ビジョンを改正していきたいと

考えておりますので、活発な御議論のほどよろしくお願いいたしたいと思います。  
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 説明は、以上でございます。 

○安藤議長 

 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が、大正区将来ビジョン２０２２につきまし

て質問、意見をお受けいたします。 

 何か御質問、御意見ございませんでしょうか。 

 川上委員、よろしくお願いします。 

○川上委員 

 済みません。今年度からですかね。４歳、５歳児スタートアップ事業というのをス

タートされるんですけど、これ新しい年度になって、そういう専任の方を雇用されて

活動されるということで書いてあったと思うんですけど、具体的に、その方だけが動

き回られるんですか。それともスクリーニング会議みたいに、いろんな方がまじって

やるのか、とりあえずは掘り下げるだけの作業をしていくのかというのを、具体的に

どういうことをされているのか教えていただきたいと思いますが。 

○池田こども・教育担当課長 

 こども・教育担当課長の池田です。いつもお世話になっております。 

 今、川上委員のほうから４・５歳児のスタートアップ事業をどんな形で、どういう

ふうに進めていくのかという御質問だと理解をしております。 

 まず、令和２年度になりますが、人の採用のほうは今進めていっているところです。

その採用されたものはスタートアップ推進員という形で、保育所・幼稚園の所属のあ

るところに巡回をしまして、その所属されている方の情報を取っていくということに

なりますが、おっしゃっていただきますようにスクリーニング会議、御参加もいただ

いておりますが、そのいろんな情報を行政と、また地域、また保育所・幼稚園、また

健康づくりの部分の保健師と一緒になりながら、この御家庭への支援をどういう形で

進めていくのかというところでは、仕組みの中で会議体ももって進めていこうと思っ
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ております。 

 ただ、新しい取り組みとなりまして、まず、どういう形でスクリーニングシートを

作成していくのかというところも一からになってまいりますので、その点、十分議論

しながら進めていこうと思っております。よろしくお願いいたします。 

○川上委員 

 将来的には、その今、さっき言ったスクリーニング会議みたいな、いろんな方の情

報を取り入れながら、その家庭の子どもたちをフォローしていくという形なんですか

ね。 

○池田こども・教育担当課長 

 はい。そうなっております。特に今回、４・５歳のところが支援の切れ目と言った

らあれなんですけども、３歳児健診までわかっている健康状態や家庭状況、そして就

学前健診のときにも健康状況の把握ができますので、そこを今後、こどもサポートネ

ットの小学校にもつなげるという形の仕組みをつくってまいりたいと思っております。  

○川上委員 

 わかりました。ありがとうございました。まあ、頑張ってください。 

○吉田区長 

 イメージはわかりましたか。 

○川上委員 

 はい。 

○安藤議長 

 ありがとうございました。 

 ほかに御質問、御意見ございませんか。 

○角元委員 

 ３０ページの１２８の件なんですけども、広報紙の存在を知らない層、無関心層と

いう文章があるんですけども、手に取って読むようにアプローチをしていく手法、ア



9 

ウトリーチ型の広報など、「第３ステージの広報のあり方」について検討しますとあ

りますが、今、現在考えられてるもの、どういう手法なのかというのをお聞かせいた

だきたいなと思いました。 

○安藤議長 

 済みません。区役所、よろしく。 

○佐々木政策推進課長 

 政策推進課長の佐々木でございます。 

 正直、今、現在どういった形ができるのかというところについては具体に書けれた

らここに書いてるんですけれど、ちょっとまだそこまで議論が至っていない。ただ、

いろんなところでアウトリーチ型ということで、情報発信して待ってる、取るのを待

っているというのではなくて、やはり対象者がわかっているようなところとかについ

ては、こちらから出向いて相談をかけたり、アプローチをしていくというようなとこ

ろはやっていかないといけないのかなと思っているところでございます。  

 そのほか、広報紙についてもどういった内容がいいのかということとか、今、他区

の状況等も調べたりしてるところと、やはりこういった専門の方の知恵等も借りない

といけないと思っておりますので、来年度、事業者選定に向けてどういった取り組み

がいいのかというところも、事業者も交えて、今後、具体に検討をしていこうと思っ

ているところでございます。 

○角元委員 

 ありがとうございます。 

 その区役所等からの発信というのがあるんですけども、区民の人から発信をさせる

というのは、今検討にないでしょうか。例えばタグづけをして大正のことを発信させ

るというのを、大正区役所のいわばツイッターであれば、そこの中に発信できるよう

な仕組みであるとか、僕らが大正のことが好きやから皆さんに知らせていきたいとい

うのを、大正区役所がまとめるというような仕組みがあれば、すごい発信する力とい
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うのは、より拡散されるんではないかなと思います。 

○佐々木政策推進課長 

 全くないということではないんですけど、ちょっとどのような手法ができるのかと

か、技術的に誰かれも入ってこれますと、いろいろな、変な形の書き込みとかがふえ

てくるとか、誹謗中傷等もあるかと思いますので、やり方というのはいろいろ検討し

ないといけないハードルはあるのかなと思っておりますので、そういった手法とか、

どういったものが本当にいいのかというところは真摯に、今回の御意見も受けとめて、

いろんな事業者、専門の方とかも一緒になって考えていこうと思っております。 

○角元委員 

 ありがとうございます。 

○吉田区長 

 ぜひ、今後もいろんなアイデアをいただければ、できるだけ採用していきたいと思

っているんです。既にハッシュタグでいうと、ハッシュタグ「＃ＷＥＬＯＶＥ大正

区」というのを皆さんにつけて発信をお願いしているようなこともやり始めているの

で、さっきのタグというは、それと同じような発想だと思います。 

○角元委員 

 そうですね。 

○吉田区長 

 それから、広報紙みたいな紙媒体も区民の皆さんに書いていただくようなコーナー

も、新しくつくれればなと思ってるんです。全部、役人がつくるというような発想か

ら卒業したいなと思っていますし、ネットでの発信についても先ほどおっしゃってい

ただきましたように、大正区のことを書いていただく、よく、たくさんという意味で

すけど、たくさん書いていただく方と連携しながら、常に役所発信というところから

卒業して、区民の皆さんにも書いていただくと、そこと区役所と連携して厚みを増し

ていくということも考えております。 
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○角元委員 

 ありがとうございます。 

 大正区の、そのタグをつけた人が、大正区役所が「いいね！」つけたりとか、そう

いうようなことも必要かなとは思いました。ありがとうございます。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございます。 

 ほかに御質問、御意見ございませんか。 

 こちらから指名させていただきましょうか。 

 それでは、公募委員の宮﨑さん、何かございませんか。 

○宮﨑委員 

 私は職業的に福祉関係の仕事に携わってまして、こういうデスクと現場とはかけ離

れた差がかなりありまして、今おっしゃってました子どもの１００番ですかね。ある

分に対しては区役所のほうで新しいニーズとして頑張っていただけることを聞きまし

て大いに感謝してます。評価してるのはそういうことですけども、言うだけじゃなく

て実際に実施して、一つ一つでも多く前進で、前向きでやっていただければなという

のが希望です。 

 以上です。 

○安藤議長 

 そしたらもう、希望でそれでよろしいですか。区役所の説明よろしいですか。  

○宮﨑委員 

 区役所の方もかなりの仕事を持ってはって、それだけというのもできないので、一

つずつ時間をかけながら、一歩ずつ確実にやってもらいたいというのが私の希望です。

完全にやってくださいということは言えません。希望として一つでもクリアしていた

だけたらということだけです。 

○安藤議長 
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 優しい言い方ですので、区役所のほう、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 ほかに御意見ございませんか。 

 竹村さん、何かありませんか。 

○竹村委員 

 ナンバー１２８、この町会、この広報紙が皆さんに行き届かんいうことで、あれし

てますけど、この前からも、この前の会合のときでもちょっと言うたんですけど、で

きるだけ町会には入ってもらうような方向で進めて、あれしていったら、大体、地域

のこともわかるし、今の若い人、大体、ほとんど町会へ入ってないですからね。だか

ら町会へ入っていただいたら地域のこと、こういうことやってる、ああいうことやっ

てるのわかるしね。できるだけ町会に入ってもらうような方向で進めていただいて広

報紙とか、そんなのも入ってたら回覧で回ったり、そんなんしますのでね。入ってな

い方にも、大阪市の掲示板にまちづくりとして知らすようにしたらどうかという、こ

の前の会合でもそういうことがありましたですけど、それも一つの方法で、要するに

掲示板とか、そんなのもうちょっと大正区の町会とか、地域がやっていることを若い

人がもっと関心を持っていただいて、あれせんことには、地域でも、あと後継者がな

かなかいなくて、やってもらえる人がなかなかいてませんのでね。できるだけ地域の

ことに対して、若い人はもっと関心を持ってほしいなと思います。 

 以上です。 

○安藤議長 

 今のは区役所というか、地域も頑張らなあかんということでよろしいですね。 

 

○吉田区長 

 何かじゃあ、コメントを。御意見ありがとうございました。 

 ことしですね。やっぱり調べなあかんなと思ってることがありまして、やはり、そ

の町会になぜ入らないのか、逆にどうしたら入るのかということを、平たく区民の意



13 

見を聞いてみようかなと思っているんです。その結果を踏まえて作戦を立てていくと

いう必要があるかなと思っていまして、やっぱり区民に変わってくださいと、つまり

関心を持ってくださいと言ってお願いする部分もあれば、関心を持っていただく側の、

地域の各種団体もやっぱりみずから変わらないといけない部分もあると思いますので、

そういうことをデータというか、現状、こういう御意見を区民の皆さん方お持ちだと

いうことをお示しした上で、何かこれは、もうこれだけで区政会議の一つのテーマに

なると思うんですけれども、区政会議の委員の皆さん方とも深く掘り下げてしっかり

議論して、どういうふうにアプローチしていくかということは結論を出してやってい

きたいと思います。 

 早いことやりますので、よろしくお願いします。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございます。 

 まだ、ちょっと時間もありますのでね。ちょっと皆さん御意見を聞きたいんですけ

ども、公募の木村さんよろしいですか。何かありますか。 

○木村委員 

 おくれて来て申しわけございません。なので、ちょっと議論もしかしたら的外れの

ことになるかもしれません。 

 私のほうで質問３つほど出してもらって、それで丁寧に答えていただいてるなと思

います。健康づくりでもそういう、区民全体ということで無関心な方も含めてという

ことで書いてある。大変、いいことかなと思います。具体化ということで、これから

ということで、本当にそうだと思いますので、区民のみんなで考えていければなと思

っています。小学校のことをちょっと書かせてもらったんですが、教育的なことも、

もちろん大変中心課題で大事なことなんですが、やっぱりまちづくりの観点で、例え

ば私ども関心あることは、その地域包括支援システムなんかをつくっていったときも

小学校区でつくっていくと、町会でも恐らく小学校区でつくられていくということで、
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まちのつながりの中心になっていくのは小学校というところで、そこが再編の検討な

んかをされてるというところで言うと、まちづくりの中でどういったことになってる

のかなということで、ちょっと心配で書かせていただきました。地域の、そのつなが

りをつくっていくのは大変大事なところで、そんなことが今後も重視されるのかなと

いうことで、ちょっと懸念もあって書かせていただきました。 

○安藤議長 

 回答のほうは、もうこの回答でよろしいですか。 

○木村委員 

 そうですね。慎重に検討されているということで、実際にされているかどうかは、

注目していきたいなと思っております。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。 

 なかなか意見がまだ出てきませんけども、皆さん、それでよろしいですか。 

 谷田さん、何かありませんか。 

○谷田委員 

 こんばんは。ここ、きょう区役所に来るとき２階のホールに上がってきたんですけ

ど、右手のギャラリーのところに各地域のまちづくり実行委員会のポスターが貼って

あったんですよね。あれも活用して、何らかできないかなと今、私これを今１２８番

のところを見ながら考えてたんですけど、私も今小林のまちづくりに入ってるんです

が、この間のまちづくり（活動）見本市で使用したポスターを各地域の住民に配りた

いと思っています。どういった形でやったらいいんかなと思っていたんですけど、幸

いにいいポスターができたんじゃないかなと思ってるんで、これでちょっと、さっき

竹村委員がおっしゃったように、町会に興味を持っていただいて、こういうことをや

ってるんだということがわかっていただいたらありがたいなと思っていますので、ま

ちづくり（活動）見本市のポスターを利用して、広報活動にしていきたいなと思って
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います。 

 以上です。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございます。 

 皆さんに聞きましょうか。 

 そしたら山下さん、何かありますか。 

○山下委員 

 無理して聞いてもらわなくてもいいんですが。 

 そうですね。先ほどおっしゃったような話で、ポスターをつくるとか、それから広

報紙の裏あたり、僕は地域として協力してるんですが、順番に回ってきてるのが現実

なんですよね。今、地域のほうへ、町会のほうへ回ってきてるのが、区役所自体が全

部つくってるわけではないんですよね。そうすると、これがまた地域の一つの仕事と

しておりてくるようになると大変だなと思っております。だから、何をすればいいの

かって、これって即には出てきませんけれども、先ほど谷田さんおっしゃったような、

ああいうものを全戸に回るようにするとか、各地域のよさが回るようにするというの

は非常にいいのかなと思うんですけどね。僕のところの町会でも入ってくださいって

言ったら、町会に入ったら何が、特典があるんですかっていうのが一番関心事なんで

すよね。何をしてもえるんですかって、何をしてもらえるじゃなくて、何をするんで

すかって話を変えたらどうですかねって言うですけどね。障がいの持った方とか、い

ろいろいらっしゃいまして、障がいを持っていらっしゃる方が、班長も、もうこれで

責任果たしたからやめたい、子どもたちはお世話になりたい、それは虫のいい話です

よね。両方、虻蜂取らずではないけれど、だから、子どもさんたちがそうやって、あ

からさまには言えませんけど、障がいを持ってらっしゃるんだったら何かのときにお

困りになったら困るから入っといてくださいとつなぐんだけどね。なかなかつながら

ないですね。やめてしまうということですよね。だから、町会に入って何か一つ利点
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がないかということで、みんなでよく話するんですが、女の子どもさんがおる方たち

で、子どもさんができたっていったら、１年分のお米を出そうじゃないか南恩加島は

という極端なことを言う子もいます。だから何かそういうものを出していったらなと

思うんですけどね。これは南恩加島のわがままかもしれませんので、すらっと聞いて

おいていただければいいと思います。ありがとうございます。 

○安藤議長 

 竹村委員。よろしくお願いします。 

○竹村委員 

 それと、先ほど区長、町会に入ってないの調べる言うてたの、今、南恩加島の山下

委員がおっしゃったようにね。町会に入っても何のメリットがありますねんやと、僕

ら町会に入ってくださいと行くんですよ。何のメリットありますねんと、それでね。

これまちづくり実行委員会もちょっとやり方がおかしい、税金を使うから町会へ入っ

てない者も、この前もうちの敬老、町会へ入ってないものもタオル配りなさいという

ことで配ったんですね。ほんなら、これ町会へ入ってなくももらえるんやったら別に

町会へ入らんでもいいやないかと、役所のほうは税金を使うからね。これ町会へ入っ

てない人にも配ってあれしなさいということなんですけどね。そういうあれもあるん

ですよ。町会へ入ってなかってももらえるんやったら別に町会へ入らんでもいいやな

いかと、そこら税金は使うからね。役所のほうは、その地域がまちづくり実行委員会

で、これ欲しい、これ使ってもいい言うたら税金やから一部の人間だけ対象にぐあい

悪いとかね。おっしゃいまして、そこらも考えていかないかな思う、これから。町会

へ入ってなかっても税金を使うから皆さんにも配ってくれいうことやからね。配りま

すわね。 

 今、おっしゃったように要援護でもそうです。うちの町会へ入ってなかったら要援

護者でも、うちの防災リーダーとか、そんなのが一人で避難場所にいてない場合は、

防災リーダーが避難場所まで連れて行ったりしてくれるんですよと、そんなんで、そ
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んなんだから町会へ入ってほしいと言うたら、何人か入る人もいてましたけどね。う

ちら今回防災リーダー、若い人がちょっと町会でふやしますけどね。 

 税金を使うからね、そこは税金使うからね。そこらをちょっと考えてほしい、何で

もまちづくりじゃあ、これ使うたらあかんなと言いよるけど。 

○吉田区長 

 これきょうは網羅的にやろうと思っているので、次回の宿題にしませんかね。次回

からは、テーマを決めて掘り下げて議論をさせていただきたいと思っているので、参

考になる資料は準備した上での議論になると思いますけれども、一つ、テーマとして

させていただいたらどうかなと、きっと基本になるのは町会に入るというのは損得じ

ゃないと思いますので、住民自治の基本だと思いますから、自分たちのことを自分た

ちで集まって決めてやっていくというのが自治の基本なんでね。それを何か町会に入

ったら得か、損かという議論に置きかえてやってしまうと、きっと誤った自治組織が

できてしまうような気がします。ただ、やっぱりそういう理屈で勝負できる人ばっか

りじゃないんでですね。わかりやすく説明して入ってもらうという場面も必要ですか

ら、その話の中で損得勘定が出てきてもいいと思うんですけど、だから、そういうち

ょっと込み入ったことにもなると思いますので、議論のシナリオは考えますので、テ

ーマを決めて、１回別の機会にやったらどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○安藤議長 

 そんなところでよろしいですか。 

○竹村委員 

 はい。まだまだ言いたいことはあるけど、次にお願いします。 

○吉田区長 

 よくわかってます。いつもおっしゃっていただいてますから。 

○村田総務課長 

 済みません。総務課長の村田です。いつも大変お世話になっております。  
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 今、区民意識調査と申しまして、年に２回区民の皆様、無作為抽出でいろんな調査

させていただいております。今年度の２回目、後半の調査の中で町会についても取り

上げてお聞きする項目を設けてまして、あなたは町会に加入してますか。先ほど区長

が申してたようにメリットなると思いますかと、何で加入しましたかと、何で加入せ

えへんのですかと、こういったことを聞いてますので、多分、次回までにはこういう

データはそろうと思いますので、また分析の上、御提示したいなと思います。 

 以上です。 

○安藤議長 

 ありがとうございます。そういうことですので、また次回ということでよろしくお

願いいたします。 

 それでは、次の議事に移らせていただきます。 

 議題２「令和２年度大正区運営方針（案）および予算（案）について」、並びに議

題３の「令和２年度大正区事業・業務計画書（案）について」は連動するものと考え

られますので、一括して区役所から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。  

○佐々木政策推進課長 

 それでは議題２の「令和２年度大正区運営方針（案）および予算（案）について」、

並びに議題３の「令和２年度大正区事業・業務計画書（案）について」、御説明させ

ていただきます。これらは今、議長からもありましたとおり、来年度の区政運営にか

かわって連動する議題でございますので、一括して説明と質疑を行っていきたいと思

っております。 

 それでは、書類番号４番の「令和２年度大正区運営方針（案）」、それと書類番号

５の「令和２年度大正区関連予算（案）概要」について、そして書類番号６、「区政

会議委員からの事前質問・意見に対する回答」、それと書類番号７ということで、

「令和２年度大正区事業・業務計画書（案）」、この大変分厚い物、その物につきま

して順次、説明させていただきます。 



19 

 まずは運営方針から説明させていただきます。書類番号４の令和２年度大正区運営

方針（案）をごらんください。 

 この運営方針の様式につきましては、大阪市全体の共通の様式でございます。そう

いうことで、どういったものが記載されてるのかということで、将来の目標と、それ

に加えて単年度ごとのアクションプランについて記載されているところでございます。

大正区では将来ビジョンに記載のとおり、誰もが健康で安心して暮らせるまちへ、快

適で安全なまちへ。３つ目として、次世代の未来が輝くまちへ。４つ目、活力ある元

気なまちへ。５つ目、「区民が主役」のまちへ。この５つの柱を重点に置いて区政運

営を行っておりまして、この書類番号４の大正区の運営方針につきましても、この５

本柱にかかる施策を掲載させていただいております。具体的にまず一番上、区の目標

という形で将来の目標について記載させていただいております。 

 これにつきましては、「子育て・教育、地域福祉、地域防災、地域コミュニティの

充実の重点化」を行って２０２２年まで区の基本方針として掲げております。そして

大正区民の自立的な意識に根差した民主的な運営を行うことで、区民それぞれの生活

満足度が高い大正区、そして区外から見ても「大阪、日本に大正区があってよかっ

た」と思われる区を目指しているところでございます。 

 区役所の使命ということで、今、説明した５つの柱をわかりやすく「見える化」し

て、「区民が主役」の住民による、民主的な区政運営に向けて、区民参画に必要な説

明責任を果たしていくということを使命として掲げさせていただいております。  

 そして具体的に、令和２年度についての区の基本的な考え方という形では、「区民

が主役」の区政運営を行うために、「将来ビジョン」を区民がみずからの手で策定し

て、それに沿って区民のみずからの力で地域を担い、そして自分たちが主役となる区

政運営が行えるように、行政的、財政的、事務的にサポートをしていく、そういった

基本的な考えに基づいております。 

 そして具体的な経営課題として５つを掲げております。その中で経営課題１といた



20 

しましては「誰もが健康で安心して暮らせるまちへ」ということで、「要援護者支援

システムの構築」を目指しておりまして、災害発生時に自力で避難することが困難な

方を避難支援する体制を構築するために、地域における日ごろの見守り体制づくりを

推進強化していきたいと考えております。 

 経営課題２として、「快適で安全なまちへ」ということで、災害への備えというこ

とで、地域の自主防災組織づくりとして、自助・互助・共助の意識を高めて、地域防

災力の向上をはかるということで、去年に引き続きまして地域防災計画の策定を行っ

てまいりたいと考えております。 

 めくっていただいて裏のページに経営課題３ということで、「次世代の未来が輝く

まちへ」ということで、課題を抱えている幼児や世帯を必要とする支援につなげると

いうような形で、先ほども議論にありました大正区版ネウボラ、４歳、５歳児スター

トアップ事業を掲げて切れ目のない支援を行っていくことを目指しております。 

 経営課題４ということで、「活力ある元気なまちへ」ということで、都市活動を活

発化させて、流入人口をふやしていくという形で、これについて具体的には、尻無川

河川広場において、現在、「ＴＵＧＢＯＡＴ＿ＴＡＩＳＨＯ」が一部ではございます

が、オープンしておりまして、今年度は、全面開業に向けた調整なり広報活動を積極

的に行って、この水辺からまち全体が活性化できるように取り組んでいきたいと考え

ております。 

 経営課題５として、「区民が主役のまちへ」ということで、地域活動協議会による

自立的な地域運営を促進するというような形で、「大正区地域まるごとネット」の構

築に向けて地域活動支援のプロジェクトチーム、区の中でもプロジェクトチームをつ

くって進めていこうと考えておりまして、地域活動の民主的な運営にかかる支援のほ

かにも、地域福祉、地域防災、重大な児童虐待ゼロの実現にかかる取り組みを支援し

ていきたいと考えているところでございます。 

 その下、令和２年度以降の市政改革計画に基づく取り組みとして区の独自事業では
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ございますが、学習スキルアップ事業を掲げております。これはリーディングスキル

と言いまして、読解力の向上を目指している事業でございます。経年的にいろいろテ

ストの内容等分析いたしまして、なぜ読めないのかというところを分析もして、読解

力の向上をはかる事業を行っております。 

 様式２、それ以降につきましては、今掲げていた内容を具体的に記載しているとこ

ろでございますので、時間の関係もございますので、説明のほうは省略させていただ

きます。 

 運営方針については、以上でございます。 

 続きまして、書類は飛びまして、書類番号６の区政委員からの、大正区の事業・業

務計画書への御質問について御説明させていただきます。 

 書類番号６の事前質問・意見に対する回答と書類番号７、令和２年度の大正区事

業・業務計画書（案）を御用意ください。 

 大正区の事業計画書につきましては、本日議論させていただいた大正区将来ビジョ

ン２０２２をもとに単年度ごとの事業の事務を明確化にして、日々進捗管理ができる

ように、また事業実施の成果を最大限に引き出すことを目的として大正区独自の業務

管理ツールとして活用しているとともに、区民の皆様にも大正区の事業を全て公表し

ているところでございます。 

 書類番号７の大正区事業・業務計画書（案）につきましては、既に事前送付をして、

事前質問もいただいているところでございますので、詳細な説明については割愛させ

ていただきますけれども、書類番号６、事前質問、意見に対する回答に対しても、既

に事前に送付させていただいております。この場におきましては、この回答に対する

不明な点や再度疑問がわいた点などがございましたら、また、そのほかの漏れた不明

点等もございましたら、御意見を頂戴したいと思っております。 

 なお、本日お手元のほうに書類番号６の差しかえ版という形で、区政会議委員から

の事前質問・意見に対する回答の差しかえ版１枚ものがございます。これにつきまし
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ては、この項番の１－２に対する内容が一部修正がございましたので、差しかえ版と

して本日配付させていただいているところでございます。 

 この修正の内容につきましては、令和元年度の窓口サービスの格付結果が本日公表

になりましたので、その内容も反映させて修正をしているところでございます。今年

度も格付につきましては、民間の窓口サービスの平均レベルを上回る、星２つをいた

だいておりまして、平成２８年度から４年連続、星２つという状況になっているとこ

ろでございます。 

 事業計画書の関係につきましての説明は、以上でございます。 

 最後に、令和２年度の大正区予算案につきまして、総務課長の村田より御説明させ

ていただきます。 

○村田総務課長 

 皆さん、改めてましてこんばんは、大正区役所の総務課長の村田でございます。い

つも区政各般御協力いただきまして、どうもありがとうございます。 

 私のほうから令和２年度大正区関連予算（案）概要につきまして、御説明申し上げ

ます。 

 きょう資料差しかえ版ということでお渡しさせていただいております。そちらもご

らんいただきながら、まず差しかえ版をごらんいただきながら御説明申し上げます。 

 予算編成にかかる考え方・全体予算の概要などにつきましては、先ほど佐々木のほ

うからございましたように、５つの柱で施策を展開しているということでございます。

それらに対しての金額、２年度どうなるんだということで申し上げますと、下に書い

てますとおり、区長が関与する、大正区長が関与する予算額としましては、総額で８

億８，８００万ほどになります。内訳としましては、区長の権限により、区役所が実

施する事業予算、区長自由経費と申しますが、それが約３億７００万、それからシテ

ィマネージャー自由経費とは、区長の権限により局が実施する事業予算、これがシテ

ィマネージャー自由経費と申しまして、これが５億８，１００万ほどございますと。
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全体感としてはそうなんですけれども、そしたらそれ去年と比べてどうなんだという

のが、めくっていただきまして区長自由経費予算（案）についてということで、棒グ

ラフが２本並んでいる表があるかと思いますが、よろしいでしょうか。 

 昨年度の令和元年度と、令和２年度と比べまして、全体で３，０００万ほど金額が

ふえてございます。大きく３つ、区長自由経費は分かれまして、重点施策推進のため

のお金と、それから裁量の選択の余地が余り少ないかなという予算、それから選択の

余地がある予算および裁量の余地が多い予算、３つに分かれております。令和元年度

から令和２年度にかけまして、まず、重点施策の推進事業につきましては約４００万

ふえてございまして、これ増減でふえたんですけれども、一つは空き家相談委員によ

る空き家利活用促進事業、これが空き家実態調査というのをこれまで行っておりまし

たけれども、調査の終了に伴いまして約４００万ほど減しております。逆に、先ほど

川上委員から御質問のありました４・５歳児のスタートアップ事業、これは新規の、

大正区で今年度、目玉事業として取り上げたいなと思っておりますが、これにつきま

して７８０万ほど上げさせていただいております。 

 続きまして、事業実施余地、選択の余地の少ない予算としましては、これが２億４，

１００万円から２億６，７００万ということで、２，０００万ほどふえてございます。

このふえているところは、庁舎管理・事務費としまして、これ今年度から嘱託職員の

制度が会計年度任用職員といいまして、細かいところは抜きにしまして、制度が変わ

ります。制度が変わることで若干金額がふえるのと、それと、やっぱり事業がふえて

まいりましたので、それに伴って会計年度任用職員もふやすということで、主なもの

として増加してございます。それから住民情報業務等の民間委託、２階の窓口サービ

ス課の住民情報のほうですけれども、受付のところ委託の方で窓口をお願いしており

ます。その方々の分の人件費等の経費が増加しております。 

 それから大きな増としましては、地域活動協議会に対する支援事業ということで、

まちづくり実行委員会の皆様に毎年お渡しさせていただいております、お金。「種か
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ら育てる花づくり」事業、緑化事業が、今年度大正区全体で大きくやっていたところ、

これ地域の皆様で取り組んでいただくということになりました。その分のお金の移管、

それから老人憩の家というのが、これ局予算で運営されてたんですけれども、これを

地域の皆様にお渡しするということで、金額が約３００万ほどふえてございます。そ

れから地域防災、地域防犯ということで、これが約１００万ほど減っているように見

えるんですけど、これも増減で結果、こうなっておりまして、減としましては無線機

を、今年度各地域にお配りさせていただきました。それが一定配り終わったというこ

とと、それから増の部分として、今度各地域のまちづくり実行委員会、地域の皆様の

ほうで避難所の備品、どんなものを買うたらいいんだということで御議論していただ

きながら、我々も当然御相談に乗らさせていただきますけれど、その地域、地域に必

要な備品をお買い求めいただくというお金を、今回ふやさせていただいてございます。  

 それから下のほうで、事業実施の選択の余地のある予算としましては、これ増減あ

るんですけども、一つには「種から育てる花づくり」事業がまちづくりのほうに移っ

たっていうのと、それから「Ｍｕｓｉｃ Ｉｓｌａｎｄ Ｔａｉｓｈｏ」、これＴ－

１なんですけども、Ｔ－１のプロモーションの事業を委託するということで、専門性

を重視してプロモーションしていただこうかなということを考えてございますので、

この分の金額をふえております。これが区長自由経費ということで、大正区で行う実

施事業です。 

 それからもう一つが大正区のＣＭ予算、シティマネージャーの予算、これにつきま

しては、平成３１年度、令和元年度から令和２年度に向けて若干減ってございます。

一番大きな減が、公園の施設整備、千島、平尾の公園のリフレッシュの整備事業の予

算が昨年度、昨年といいますか、令和元年度ございましたけど、これが一定終了する

ということで金額大きく１，２００万ほど減ってございます。逆にふえてる事業がス

クールカウンセラー事業と申しまして、これ各中学校校下で二人ずつスクールカウン

セラーを配置させていただいておりますけども、二人ずつになりますと中央中、北中、
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西中校下では二人、全部で小学校、中学校合わせて３校ですので、二人で回るんです

けども、東中校下、これ東中が１校と、それから小学校が４校ございますので、５校

守りせないかんと、守りと言ったらおかしいですけども、見なあかんということで、

そしたら人数少なく、ほかの中学校比べて少なくなりますので、その分均等になるよ

うに人ふやすということを検討してございます。 

 こういったところで増の要素はございますけども、全体的な金額としては減ってご

ざいます。全体的にはそうなんですけれども、そしたら重点的に取り組む事業が何な

んだということで言いますと、書類番号５番の差しかえ版の裏ごらんいただきたい、

きょうお配りした裏ですね。きょうお配りした資料です。 

 差しかえ版の裏になります。よろしいですか。 

 そちらに５本の重点的に取り組む事業を挙げております。大きくは、やはり吉田区

政この間、子ども・子育て、それから防災、それから見守り、地域福祉、この３つに、

重点に力を置いて行ってまいりました。それの最後の４年目の年ということで、この

５つの事業を重視して今年度行いたいなと考えております。 

 一つ目が、先ほどから申し上げております４・５歳児スタートアップ事業、大正区

版ネウボラ、重大な虐待、児童虐待ゼロに向けてということで、これが３歳児健康診

断から就学児健診までの４・５歳児の健康状態や生活状況を把握して、課題の発見支

援につなげる仕組みを構築するということで、これは先ほどもちらっとありましたけ

れども、３歳児までは、こちらの保健福祉センターのほうでいろんなデータを、健診

がございますので、データがございます。それから小学校１年になりましたら、また

これはこれで、それぞれデータを取っております。ただ、４・５歳児というのはちょ

うどスポットになるんですね。そこのデータを埋めることで一気通貫に、もう生まれ

てから中学出るまでデータをきちんと把握していくと、まず把握することからじゃな

いと次進めないと思いますので把握していこうと、その上で課題の発見につなげてい

きたいという、この事業を大きく取り上げております。それから学習・登校サポート
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事業、これは継続なんですけれども、生活、学校の授業以外で学習機会の少ない生活

困窮家庭やひとり親家庭の児童、不登校や病気による長期欠席等により、学習機会を

逃した児童・生徒に、家庭や学校等で、学習支援や不登校支援等を実施するとなって

ございます。 

 それから、次にスクールカウンセラー事業、これ先ほど申し上げた東中校下、もう

人数、ほかのところより薄かったので同じようにしていきたいなというものでござい

ます。 

 それから４つ目が、地域見守り体制づくり推進事業ということで、地域福祉ビジョ

ン、来年度改定、新しくつくり直す時期になってございます。今までの取り組み、こ

れからの取り組みを反映したような地域ビジョン、地域福祉ビジョンをつくっていか

なあきませんので、この分を上げております。 

 それから最後に５つ目が、地域防災対策事業としまして、先ほど申し上げました地

域防災計画の策定や同計画に定められた体制構築の支援等により、地域防災力の向上

をはかるということで、避難所の整備等々、整備に取り組む予算、これ地域の皆さん

と一緒に考えていかなあかんと思います。なかなか各地域いろんなものを買わなあか

ん、それぞれお考えのものあると思いますので、そういったところ区役所のほうと相

談しながら体制強化というほうの、地域防災の強化に取り組んでいきたいと考えてご

ざいます。これが大きな５つの重点的に取り組む事業でございます。 

 以上が、令和２年度の大正区の関連予算の（案）となってございます。よろしくお

願いいたします。 

○安藤議長 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明がありましたけども、「令和２年度大正区運営方針（案）」、「令和

２年度大正区予算（案）」並びに「令和２年度大正区事業・業務計画書（案）」につ

きまして質問、意見をお受けいたします。何か御質問、御意見などはございませんで
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しょうか。 

 何もありませんか。 

○安藤議長 

 事前に回答していただいておるんですけども、それにつきまして、これでもうよろ

しいですか。 

 角元委員。 

○角元委員 

 意見に対する回答に関しては了承をいたしましたという感じなんですけども、僕個

人が、今、大正白稜高校の学校運営協議会の委員をさせていただいてまして、協議委

員の中に大正東中学校の校長先生がいらっしゃる。その中でスクールカウンセラー事

業を今期初めて行って、非常に有意義やというような回答をしてはりました。何が回

答、よかったのかというのが、その生徒の中にも何人かひきこもりの方がいらっしゃ

ったりとかいうことで、その進捗というか、先生が行くと全然話すら聞いてくれない

のに、スクールカウンセラーの人が行ったら話を聞いてくれるとか、よき兄貴、お姉

さんみたいな感じで対応しているということが非常に響いているので、だんだん勉強

し出したりとか、そういうことがつながっているということなんですけども、そこか

ら先の中学校の話に今は限定してるんですが、高校に入学するときの手段に大正白稜

高校を選んでほしいというような意見が出てるんですね。大正区の中学校の人らの選

択肢の中に、大正区のある高校に選択肢がないんちゃうかという意見が出てまして、

そこを僕は大正区の高校には行ってなかったんですが、地元の高校が、特に総合学科

という形で変わってるので、いろんな人を求めてる。その中でも大正区の中学校の方

に来てほしいですけど、今、現状ほとんどいてない、少ないと言われているんで、そ

ういう地元の中学校から、地元の高校に行くという流れをつくってほしいという意見

が出てたので、そこは討議する必要があるのかなと思って、きょうこの意見を、今出

させていただいたんですけども、いかがでしょうか。 
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○安藤議長 

 これにつきまして、区役所よろしくお願いいたします。 

○池田こども・教育担当課長 

 こども・教育担当課長の池田です。 

 今、スクールカウンセラーというお話がありましたが、こどもサポートネット事業

に関することかと考えております。昨年度から始まりまして、特に、ことしは中学生

を対象にした、先ほど御説明をさせていただきました、登校学習支援事業を拡大いた

しました。特に中学生で不登校の方、不登校になりかけの方も含めまして、そこをど

う支援していくかというところで、家庭訪問等しながら働きかけをさせていただいて

いるところです。また、学習の面でも不登校が原因で学習ができていない状況の部分

では学習のサポートということもさせていただいております。まず１点、そのことを

お伝えさせていただきますのと、あと中学校のほうから地元の高校のほうへの進学を、

どんなふうにすればつながっていくのかということになりますが、今、お手元の事

業・業務計画書にございます、取扱番号では９６番になります。済みません。ＰＴＡ

活動の支援というのがございまして、こちらのほうは、ＰＴＡの活動を支援していく

ところなんですけども、令和２年度では、この事業・業務計画の内容ところに、区Ｐ

ＴＡ主催によります高校説明会の支援を行うということになっております。今、ＰＴ

Ａのほうでも高校の説明会を、自分たちでやっていきたいということを考えておられ

まして、区役所も教育担当がその話し合いの場面に入らせていただきながら、どうい

ったことが説明をすればお子さんたちの選択肢として、いろんな高校がありますので、

いろんな学科がある中で、どういうふうに選択をしていくのかというところの入り口

としての説明会と考えております。今、委員からいただきました地元の中学校から地

元の高校への進学というところも、今いただいた意見を、またそこのところにも反映

させていただきまして、具体的にじゃあどうなるかというところは申しわけありませ

ん。そこは、今即答はないんですけども、御意見をいただいたところは反映してまい
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りたいと思っております。 

○角元委員 

 ありがとうございます。 

○安藤議長 

 ほかに御質問、御意見ございませんか。 

 木村委員、もうそれでよろしいですか。 

○木村委員 

 別のところで、済みません。私、質問させてもらったとおり、一つは、取組番号３

４のＳＤＧｓの推進というところで大変大事な課題かなと思っております。まず、職

員の理解を深めるということでなっているんですが、２０３０年、持続可能な地球を

次世代に残していくということで、これができないと本当に大変だという危機感も持

っております。ぜひ、大正区がそういったことを取り組んでいく区になっていけば本

当にすばらしいなと思っているんです。１年で終わりの課題ではないので、今後とい

うことになるのですが、急速に実現のピッチを上げていくというところであれば、広

く区民にも呼びかけるようなこと何かもできればいいのではないかなと思っています。

恐らく、これの達成に向けては、各市民や、あるいは企業体も含めて取り組んでいる

ところたくさんあると思いますので、オール大正で、そういったことを交流し合うよ

うな場も含めてつくっていければいいのじゃないかなと思いまして、より具体的、積

極的な課題の取り組みがなされればいいのかなと思いまして、さらにそんなんことを

できないのかということで、お聞きしたいというのが１点です。 

 あともう一点、認知症のサポーターのところで少し書いたんですが、新たな、ちょ

っと私も知ったことも書いていただいているんですけども、認知症の方をどう支えて

いくというのは大変悩ましい問題でして、認知症サポーターの方も区内ではたくさん

生まれてきていると思うんですが、そんな方は次のことに取り組んでいけるようにと

いうことでありまして、区社協なんかも関係しているというところなんですが、やは
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りまちぐるみでやっていくということで、もっといろんな、そんな方とキャラバンメ

イトやサポーターの方と、そういった地域のいろんな方々が結びついていくような場

というのがいっぱいできていけばいいなと思ってますので、さらにそういった施策な

んかも進めていけないかなと思っております。 

 以上です。 

○安藤議長 

 ありがとうございます。 

○佐々木政策推進課長 

 済みません。政策推進課長、佐々木でございます。 

 １点目のＳＤＧｓにつきまして、一応、ここで回答させていただいておりますとお

り、まずは職員の意識を高める。それぞれ事業、今回、この事業計画書につきまして、

どういったゴールが、１７のゴールがございますので、１７のどれに当てはまるのか

というところをまずひもづけさせていただいて、さらにはそこから１６９のターゲッ

トがございますので、まず、そういったところをひもづけることをやって、その中で

いろいろ先進的に取り組んでおられる事業の方もおられますので、そういった方から

も研修を行っていこうと思っております。そして事業計画書、大変多うございますの

で、これを全て、１００％の力で全部やっていくということはなかなか現実的に難し

いかと思いますので、その中でもとりわけ大正区として、どれを最も重点的に取り組

むのかということも、今後検討していって、その中で、まず、これを第一に掲げてＳ

ＤＧｓに向けて行っていくということも、事業もちょっと選別して、濃淡つけてやっ

ていきたいと思っております。今後ちょっと具体的に今お示しするところはできませ

んけれども、そういった流れで進めていこうと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤議長 

 ありがとうございます。 
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 よろしいですか。 

 

○安藤議長 

 そのほかに御質問、御意見ございませんか。どうぞ。 

○松原保健福祉課長 

 済みません。認知症サポーターの件につきまして、保健福祉課長の松原です。いつ

もお世話になっております。 

 回答でも書かせていただいたんですけれども、認知症サポーターは、これまでは認

知症に関しての理解を高めていただこうということで、そういう方を認知症サポータ

ーとしては、ふやしていこうということで講座等続けてきてるんですけども、実際に

講座を受けていただいて認知症のサポーターになっていただいた方が、実際、地域で

活動していただくというところが、まだなかなかできていないかったというところが

課題でございましたので、そこをお一人、お一人ではなかなか活動が難しいところを、

例えば認知症サポーターの方がより、もう少しステップした講座を受けていただいて、

チームになって地域の、例えば協力いただけるような企業さんであったり、地域の皆

さんと、そういう御家庭、御本人さんであったり、御家庭を支えていけるような形で

の、そういうコーディネートをしていくような、コーディネーターというものを各区

に１名ということで、大正区でも認知症の強化型の地域福祉支援センターがございま

すので、そちらにコーディネーターを、来年度から配置をして、そのコーディネータ

ーが中心になってなるべく、もっと組織的に、実際に活動していただけるようにもう

一歩先に進んだ形で進めていけるようにということで考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○吉田区長 

 これえらい、課長が前のめりなお答えをしたので、誤解がないように押さえておき

たいんですけどね。ちょうど区社協の副会長の川上委員がいらっしゃるのでちょうど
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よかったかなと思うんですが、この認知症サポーターという制度というか、そのもの

自体は、区役所の、つまり官製の制度でも何でもなくて、実は社協の仕組みなんです

ね。社協において考えてつくった制度なので、やっぱりこれをどう充実、発展させて

いくかというのは、縦割りで言うたら区社協の問題なんですよ。だから、しっかり区

社協のほうでやっていただきたいと思うんです。ただ、そうは言っても区社協だって

お金もないし、人も限られているので、行政としてお手伝いするとか、地域の皆様方

にお手伝いしていただくとかということを、今後必要だと思うんですけども、繰り返

すようですけど、もともとこの区社協がつくったというか、区社協の担当の制度で、

キャラバンメイトも講習も、全部区社協の事業というふうになっているので、そこの

整理というか、区社協がやるべきことをやるというところから議論を始めたほうがい

いかなと思いますので、全然、だから知らんということではなくて、これから主体と

なるべき区社協と、区役所とで連携して、この認知症の方々をサポートするというの

はとても大切な事業ですので進めさせていただきたいと思います。 

○安藤議長 

 木村委員、よろしいですか。 

○木村委員 

 （うなずく） 

○安藤議長 

 ほかに御質問、御意見ございませんか。仲田委員、何かありませんか。 

 川上委員。 

○川上委員 

 地域防災対策事業で備品購入ということで、先ほどおっしゃったんですが、昨年秋

ぐらいにヒアリングありましたよね。備品購入で、それはこれのことですか、それと

ももう、元年度の予算で購入ということですか。 

○橋本地域活動支援担当課長 
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 地域活動支援担当課長の橋本です。 

 今、川上委員から御質問ありました、地域防災の物品の購入ですけども。昨年、連

町会とかで、各地域ごとで、必要な物品の申請をしてくださいということでお願いを

したものと、同じで、仕組みとしては同じでございます。今年度申請をいただきまし

て、今調達の手続中ですけども、来年度についても引き続き金額を増額しまして、地

域の、その防災に必要な消耗品であるとか、備品であるとか、そういったものを買っ

ていただこうと思いまして、予算化をしたものでございます。 

 それでよろしいでしょうか。 

○川上委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

○安藤議長 

 ほかに御質問は。仲田委員、何かありませんか。 

○仲田委員 

 私は民生として、先ほど川上さんがおっしゃったように、４・５歳児の問題で、３

歳児までは健康診断で欠席者は最後まで追跡して、最後には国外に出られてますとい

うところまで追跡していただいているのでよくわかるんですけど、４・５歳児になっ

たら大変だろうなということで、どのようにして掘り起こされるのかなということが

すごく興味があります。ただ、保育園やら、幼稚園に行ってる方だったら割とはっき

りとわかると思うんですけど、そういう意識のある親御さん、子どもさんのことはす

ぐに区役所のほうもわかるとは思うんですけども、そういうところに行ってない方と

いうのは、本当に掘り起こすのは大変だろうなということ、どのようになさるのかな

と思ってました。ただ、そういう専門の方を配置してくださるということでしたので、

ちょっと見てみたいなとは思っておりますけども。 

○池田こども・教育担当課長 

 仲田委員の御質問のところ、また４・５歳児に関しましては、子ども、この４・５
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歳のスタートアップ事業とまた合わせまして、そちらのほうは所属のあるお子さんた

ちを、まずきちっと把握をする仕組みにしております。一方で所属のない、まだ保育

所、幼稚園にも行かれてない、４・５歳の未就園のお子様に関しましては、昨年度か

ら、特に居所不明児を出さないというところで、居所のわかるところを現認・確認も

含めて実施をしております。その中で、やはり所属のないお子様がおられますので、

またそういった方法の把握を、まず対象となる方を絞り込んで、その部分に関しては、

また保健師さんとそういう４歳児の訪問事業というのがございますので、そのことを

中心に実施をしてまいります。一方で、そこでわかりました情報を、先ほどの４・５

歳児のスタートアップ事業のところにも共有をいたしまして、全てを網羅できるよう

に、切れ目なく支援できるように行っていきたいと思っておりますので、また御協力

よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 宮﨑委員、どうぞ。 

○宮﨑委員 

 済みません。自分の家の仕事上でお尋ねしたいんですけども、その前に大正白稜高

校の件ですけど、私のところが預かってる子どもたちですけど、地域でおる限りはで

きるだけ地域の学校に入って、地域を知ってから社会に出てくれんかということをお

願いしてまして、ことし、ほかの高校に行くというのを進路変更しまして、今、大正

白稜のほうに受験するようにして、ちょっと学力的に落ちてますので、今、個人塾で

すかね。そこに週３回通わせて、頑張って来月受験することになってます。また、

次々入ってきてる子どもさんが中学生がいてるんですけど、その子たちも先輩を見習

って、なるべく地元を活性化するために君たちがここで頑張ってねということを伝え

てますので、何人か入ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、その中にやはり国際的な子で、ハーフと言いますか、お父さん、お母さん

が外国の方でという方が家庭円満なときはいいんですけど、母子家庭、父子家庭にな
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ったときに子どもたちが孤立してしまうんですよね。スクールカウンセリングとかも

ろもろ行きますけども、やはり根が深いものがありまして、なかなか難しいなという

ところがあるので、そういうお子さんには今言うように、特に地域でのことを一生懸

命やっていこうという指導はしていってるんですけども、なかなかそういうときに、

どこに相談、子どもたちに相談に行って話してこいとかいうのが難しいなというのが

あって、大正区に対しても、そういうシステムはあるのかという問題を投げかけたん

ですねよね。それとまた低所得の人たちのインフルエンザのワクチンとか、もろもろ

そういうのは、やはりなかなか予算的な負担が多いので、受けてないという子どもた

ちが多いんですよね。そういう子がかかったときに、また治療費のほうが、コストが

上がっていくというのがあって、ちょっと矛盾してるところが世の中あるのかなとい

うとこが疑念に感じているわけなんですよね。だから、一つずつ、これからの若い子

どもたちに継承していくためには、我々が一つずつ解決していってやっていくのがお

手本になるのかな思って、これ参加させてもらってるんですけど。急にしてくれとか、

確実にしてちょうだいとかは言えないので、一つずつ、何かの形で前向きに一歩一歩

やってきて、していったらいいかなと望んでいます。 

○池田こども・教育担当課長 

 こども・教育担当課長、池田です。 

 今、宮﨑委員からいただきました。事前の御質問の部分でも１－１２と、また最後

の予防接種のことでも、一応御回答はさせていただいてはおりますが、委員おっしゃ

いますとおり本当にケースによってのかかわり方、また御相談の内容というのは異な

ってまいります。区役所のほうにもひとり親家庭のサポーターもおります。あと家庭

児童相談員もおりますので、そういったところで個別に御相談いただきながら進めて

まいりたいと思っております。 

○宮﨑委員 

 よろしくお願いします。 



36 

○安藤議長 

 ありがとうございました。 

 ほかに御質問ありませんか。きょうは、皆さん、委員の方が少ないんで、まだまだ

時間ありますのでね。角元さん、もうよろしいですか。 

○角元委員 

 先ほど宮﨑委員さんが、中学生に対してどういうところに相談していいかわからな

いというのがあるんですけど、一つ提案なんですが、国家資格でキャリアコンサルタ

ントというのがありますので、その方を招聘するなり、区の中でも何人かいらっしゃ

って、大正白稜の中でも委託してるキャリアコンサルタントがいらっしゃるので、そ

ういうのを窓口にするというきっかけをつくる方策を考えてみてはいかがかなという

のが、今、思いついたというわけではないんですけど、提案で、僕も今キャリアの勉

強をしてまして、会社でも採用の担当で人事にいるんですけども、そこで地元の、大

正区の企業で働いてはないんですけども、ものづくりの事業の中で、僕は実行委員も

やってまして、地元の企業が地元の学生を採用していくという流れをできたら最高や

ねと、地元のことを知って、知った上で勉強をして大正区の会社に入るというような、

そういうのはできることはないんかというのは、日々、意見として出てるんですね。

そこがきっかけで、高校の委員にも入ったりしましたし、どうやってひもづけること

ができるのかというのは課題でもあるんですが、そこでやっぱり今言わせていただい

たキャリアコンサルタントというのは、平成２７年ぐらいから国家資格化したんです

が、まだまだ、なかなか普及というか、認知されるには至ってないので、そういう人

をどんどん広げていくというか、拡散していくという、そのきっかけを大正区ができ

たらなと思っております。 

○安藤議長 

 ありがとうございます。 

 これについて区役所のほうは、もう意見ないですか、回答のほうは。 
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 区役所の人、よろしいですか、今の。 

 ほかに御質問、御意見ございませんか。 

 意見、なかったら。 

○吉田区長 

 そうですね。ちょっと早めですけど、消防署長もいらっしゃいますし、私も最後に

何点か申し上げたいこともありますので。 

○安藤議長 

 そしたらもうあと、消防のほうから、署長よろしくお願いいたします。 

○角田消防署長 

 消防署長、角田です。 

 きょうは防災に関する議題というのが出てなかったので、具体的なコメントという

のはできないですけども、ただ、大正区の運営方針の中で防災にかかわることが２つ、

一つは快適で安全なまちづくり自主防災組織を地域防災本部とする体制を構築すると

いうことに関して、自主防災というのは、もう前回、前年度から言うているように非

常に大事なことだと思っています。 

 一つ、この運営方針、あるいは事業計画の中で、今度は風水害編を、地区防災計画

をつくるというのが記載されてました。風水害に対しても２年前の、台風２１号のこ

とを考えても、やっぱり非常に大正区というのは海面よりも低い地域、特に大正駅付

近は非常に低地域ありますし、たまたまあのときは非常に防潮扉とか、防潮堤も機能

して被害がなかったということなんですけども、やはり大阪府、昨年の年末に今まで

にないような台風が来たときには、これらは南海トラフの津波被害の２倍ぐらいの想

定でということを有識者会議で出た結果を見ると、やはり、今後の気象状況とか台風、

あるいは高潮の状況によったら、本当にしっかりと、この区政会議とかを通じて、

我々、消防自身も、あるいは区役所が連携してしっかりしなあかんなというのは思っ

ています。それに対しては、やっぱり自助というのも大事やし、共助というのも大事
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なんですけど、やはり我々にできることは何かというのをもう一回、ちょっと考え直

さなあかんなというのは職員とも言ってます。特にできることとしたら、やっぱり気

象庁が早い段階で、やっぱり危機情報を流して、高齢者に対する避難を促したりして

ますけども、そういった情報提供と合わせて、やはり我々は外へ出ていく、今までは

どっちかというと消防署は守りであって、通報があった時点に対して出ていくという

ことをやっていたんですけども、台風とか高潮に関しては、やはり事前に情報がかな

り入ってきますので、そこの段階で、できるだけ消防隊も出向いていって、地域防災

無線もあるんですけども、やはり不感地域もあるということをお聞きしますと、本当

に出ていってやっていかなあかんなというのも考えてますし、あるいは、やっぱり自

助を促すための方法ですね。垂直避難、大阪府知事も、やはり高潮なんかのときに垂

直避難ということをもっともっと進めていかなあかんとコメントされてますので、そ

このところも何か消防としても垂直避難の方法、訓練の中で垂直避難方法を考えまし

ょうと、具体で、やはりどういう形でやるのがいいんかというのを、我々も防災のプ

ロとしての面からちょっとアドバイスできたらいいなと思ってます。 

 それともう一つが、「にぎわい創造拠点」ですか、尻無川の「ＴＵＧＢＯＡＴ＿Ｔ

ＡＩＳＨＯ」、今できてますけども、やはり建物、今後は水上ホテルができるという

計画もあるんですけども、やはり建築段階、区長と私と警察署長で入らせていただい

て向こうの業者との会議も重ねてきましたし、職員の実務担当者会議もやらせてもう

たんですけど、やはり民間の、ああいう人を呼び込む施設の防災に対する認識と、

我々の認識というのはかなり乖離があるというのは感じてます。そこだけに厳しくす

るということはなかなか行政上できないんですけども、かなりの回数の立入検査に行

かせていただいて、避難経路の確保であったり、設備も確認であったりとか、今の状

況では、防災設備的には法を満たしてますし、建築基準法と船舶の、両方の規制でや

ってくれると向こうの業者も回答してくれてますので、前向きな業者であると思うん

ですけども、ただ、テナントがたくさん入ってますのでね。そこのところはしっかり
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と、ソフト面を強化するということで、消防のほうから指導していきたいなと、それ

と水上ホテルも、恐らくは大阪市でもそういう形態はないと思います。我々も多分想

像できないようなものになると思ってます。やっぱり、先ほどの話にかかわるんです

けど、高潮であったりとか、南海トラフのことを考えると津波ということがあるので、

大正橋の麓に、浪速区になるんですけども、安政地震の津波の碑っていうのがあって、

そこのことを考えると水上ホテルというのはかなり危ないものじゃないかなと考えて

ます。何が起こるかわからないときに早期の避難ということを、外国の方に知っても

らうというのを、その従業員の方にそういう教育もしていきたいなと考えています。

いろんなことも、消防署長としてはいろいろ考えてるんですけど、なかなかうまく伝

わらないというのがあるので、その仕組みづくりも、区役所のほうのこれからやって

いくネットワークづくりとか、広報体制にちょっと入れていただいて、一緒に区民の

方に防災の大切さというのを訴えていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお

願いしたいと思います。 

 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、本日、これ予定されている議題は以上で終了いたしました。 

 皆様には議事進行を御協力いただき、どうもありがとうございました。 

○佐々木政策推進課長 

 議長、ありがとうございました。 

 大変お疲れのところ申しわけございませんけれども、区役所のほうから若干、二、

三の御報告がございます。 

 書類番号８ということで、平成３０年度大正区区政会議委員評価シートと書類番号

９の区政会議に関するアンケート集計結果について、若干御説明させていただきます。

御準備よろしいでしょうか。 
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 まず、書類番号８の平成３０年度大正区区政会議委員評価シートにつきまして御説

明させていただきます。 

 これにつきましては、平成３０年度の大正区運営方針について、第１回の区政会議

で、前任の区政会議の皆様に評価していただいた内容でございます。この内容につき

ましては区政運営において、さまざまなところでいろいろ参考にさせていただいてい

るところでございます。 

 続いて、書類番号９という形で、区政会議に関するアンケート集計結果につきまし

て簡単に御説明させていただきます。 

 これにつきましては、これも同様に第１回の区政会議で前任の区政委員の皆様に評

価いただいた内容となっております。活発な意見交換に課題を残す一方で、会議内で

の意見や要望・評価については適正にフィードバックができつつあるという結果とな

っております。 

 また、配付資料について今回も大変分量も多いというような形がございましたけれ

ども、概要版を作成するなど課題に対する対応も行って、今後も活発な意見交換がな

される場をつくっていこうと、引き続き取り組んでまいりますので、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

 それと、本日配付資料の中に御意見シートがございます。これにつきましては、本

日会議で発言できなかったこととか、また後で、これちょっと疑問だなとか、つけ加

えて御質問したい、御意見したいというところがございましたら、このシートに書い

ていただきまして、３月４日、水曜日までにメールなり、ファクスなり、郵送、また

は直接４階、４２番窓口まで来ていただけたらお預かりして、また、それに対しする

回答も作成し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。この御

意見シートへの記載、いただいた内容からまた区政会議での議題になることもござい

ますので、忌憚のない御意見をよろしくお願いしたいと思います。 

 そして本日、この令和元年度の区政会議につきましては、本日で最後となっており
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ます。来年度の区政会議のスケジュールにつきましては、書類番号１０の令和２年度

大正区区政会議の日程予定をごらんいただけませんでしょうか。 

 一応、年４回行うということで、第１回につきましては、６月１９日、金曜日、２

回目は９月２９日の火曜日、３回目は１２月１８日、金曜日、４回目は翌年令和３年

の２月２６日、金曜日と、時間はいずれも１８時３０分から２０時３０分までとさせ

ていただいております。さまざまな事情で、また変更することもあるかとは思います

けれども、一応、この日程で進めていきたいと思いますので、皆様の日程の確保のほ

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、本日も慎重な御協議、御審議まことにありがとうございました。 

 きょう出た議論のうちでコメントし尽くせなかったことにつきまして、何点かお話

をいたしたいと思います。 

 役所が一旦つくった文書なんていうのは、もう一言一句変わらないというのが昔の、

この国の体質だったと思うんですね。ましては区民の皆さんから出た意見を聞いて、

役所の文書を変えるなんていうことは、古いって、どれほど古いかですけど、昔はな

かった、あり得なかったことだと思います。大正区においては、それから完全に卒業

しなあかんなということで、きょうもお示しいたしましたとおり、皆様方の意見をで

きる限り取り入れて、将来ビジョンという区政の基本になる文書を改めましたよと、

書きかえましたと、そういう御報告を前段でさせていただいたわけでございます。こ

れをさらに発展させて、役所がつくったものについて意見をもらうということになり

ますと、区民の皆さん方の立場に立つとどうしても受け身になってしまいます。そう

じゃなくて、まず最初に、区民の皆様方の意見を聞いた上で役所の方針を決めたり、

役所の文書をつくっていくんだという文化を根づかせていかなければならないと、こ

のように考えておりますので、引き続き御協力をお願いいたします。 
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 ２つ目、こどもサポートネットの４・５歳児の事業についてでございます。仲田委

員のほうから非所属の、どこにも属してない子どもが課題だなということを御指摘い

ただきまして、例年の数から推計して、どこにも所属してない子どもは、おおむね１

５名ぐらいじゃないかというふうに。 

○仲田委員 

 どこでですか。 

○吉田区長 

 大正区で。１５名ぐらいになるんじゃないかと予想をしておりますので、この子た

ちを一人残らず把握をするというのは、もし１５名であれば射程距離、圏内かなと思

っています。ただ、この後申し上げますけど、やはりそこには幼稚園とか、保育所の

協力が必要で、幼稚園とか、保育所に入ってるけれども、大正区役所には協力しない

とおっしゃられてしまうと、そこの園に入っている子どもたちはたちまち非所属と同

じ扱いになってしまいますので、そこは、これから十分に説明をして御協力を求める

ような活動をしていかなければならないと思っています。 

 川上委員からも御質問ありましたけれども、今、小中学生に対してやっているのと

同じモデルで、この４歳児、５歳児、あるいはさらにそれよりも小さい年齢も把握し

ていくということになりますと、小学校、中学校でやっていただいているように、ど

うしても区民の皆さんとか、主任児童委員を初めとする地域役員の皆様方の御協力は

欠かせないということになりますので、役所の事業として、きょう御説明はいたしま

したけれども、この４歳児、５歳児につきましても区民の皆様方の御協力がなければ

成し得ない事業でございますので、引き続き御協力をお願いいたしたいと思います。  

 先ほどの話と重複いたしますけれども、小学校、中学校と違うところは幼稚園、保

育所の場合はほとんどが民間でありまして、大体、幼稚園でいくと８割ぐらいの子ど

もが民間の幼稚園に行ってるわけですね。ですから、経営上は役所のコントロール下

にありませんので、ここは民間の幼稚園、保育所の御協力をいただくということが、
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どうしても欠かせません。大阪市でこういう方針でいくからということで、では、小

学校・中学校は協力してくれますけれども、公立は、民間の場合はそうはいきません

ので、民間の皆様方の、事業者の皆様方の御協力は欠かせないと考えております。 

 それから宮﨑委員からも御質問がありましたが、最終的には子どもたちを支えてい

かないといけないんわけなんですね。その出口のところを全部行政でやり切れるかと

いうと、とてもじゃないですけれども行政資金だけでは子どもたちを支えていくこと

は到底できません。大正区の場合、そこの社会資源というか、支援機関がまだまだ少

ないよということをおっしゃりたかったんだろうと思うんですけども、やはり支援の

出口と言いますかね。こどもサポートネットをした後の出口の部分、支援機関をふや

していくということについても、これは民間の皆様方の力は不可欠でございますので、

民の力がですね。民の力が息づく大正区にするためにも、皆様方の御協力をいただか

なければならないと考えております。 

 次に３点目でございますが、大正白稜高校への地元進学についての御意見も角元さ

んを中心にいただきました。これは私の感覚なんですけど、何か町会に入る入らない

の議論とよく似てるなと思うんですよ。地元に住んでるから町会に入るのは当然やろ

うと、こういう理屈でいくときっと衰退すると思うんですね。今の町会が置かれた状

況というのが、そういうことなんじゃないかと思うんですよ。だから大正白稜高校に

ついても地元の子やねんから、大正白稜高校へ行くのが当然やみたいな、きっとそう

いう理屈ではうまくいかないと思うんですね。かつて、やっぱり大正区で多かったの

は、適当に勉強して地元の小学校、中学校を出て地元の高校に行ったらええやんみた

いな、そういう感覚というか、雰囲気がありました。そこを私たちこの４年間で問題

視してきたわけなんですけど、大正高校なんかで言うと、入学して４０％ぐらいの子

が中退したという時期があるんですね。それは何でかと言うと、やはりその当たり前

のように地元の小学校、中学校を出てふらっと大正高校に入ってしまうと、それが原

因じゃないかと考えているので、やはりこの地元の学校であっても行きたい学校に行
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くと、行く際に目標を持っていくということは、子どもたちへの自由として保障され

ていますので、どこの高校を選ぶかというのは地元であろうと、地元でなかろうと、

それは子どもたちの自由なんですよ。自由に自分の進学する学校を選ぶべきだと思う

んですね。その自由な選択圏の中で、大正白稜高校が本当に子どもたちにとって行き

たい学校、大正白稜に入って、こういう目標を達成するんだというような学校になっ

てもらうということが、私の望みというか、そういうことが大切なんだろうと思うん

です。 

 大正白稜高校と大正区役所とは今連携協定を結んでいまして、例えばですけども、

読解力のスキルアップをする授業とか、あるいは、これからになると思うんですけど、

名前を忘れました、何とかカフェという行き場がない子どもたちの居場所になるよう

な取り組みも大正白稜高校はやっておられて、そことも区役所と協力して、ひきこも

りであったり、不登校であったりとか、居場所がない子どもたちの受け皿をつくって

いくような事業もやりましょうねということで、今、協議をしているところなんです。

だから、そういうスキルの学校で勉強したいと、そういうスキルを持ってる大正白稜

高校で勉強したいと、そういう居場所づくりを頑張っている大正白稜高校に行きたい

という子どもを、大正区の中においてふやしていくということが私の使命だと思って

いますので、大正白稜高校も、ぜひそういう意味で地元だからという理由だけではな

くて、こういうことをやって、こういう子どもたちを欲しいんだという理念をぐっと

推し進めていただいて、頑張っていただきたいなと思っています。 

 それからインフルエンザの予防接種のことについて、再三、宮﨑委員のほうから御

質問等いただいておりまして、私もこの回答づくりには携わっているんですけれども、

ちょっときょう、あっと思ったんですね。これからの話になるんですけれども、ニー

ズをよく調べさせていただいた上で、大阪市として議論すべきじゃないかと、考える

べきじゃないかということは、別に区役所発でも訴えていけることですので、次回ま

でに、ちょっと定量的にどれぐらいの子どもたちに、そういうニーズがあって、費用
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負担がどれぐらいかということを少し精査してお返しした上で、今後検討させていた

だきたいと思っています。 

 キャリア教育の資格についてもきょう御提言がありましたが、はっきり申し上げて

そういう資格の存在すら、ちょっと私よくわかっておりませんでしたので、こちらで

しっかり調べさせていただいた上で、大正区役所としてどう対応していくかというか、

連携させていただくかというのを、これまた次回にお答えさせていただきたいと思っ

ています。 

 きょうは、意見は時間の割に余り出なかったんですけれども、事前に多くの資料に

お目通しいただきましたし、質問を書くことにもかなりの時間を費やしていただきま

した。私たち区役所の狙いとしては、事前にしっかり回答も書いて、それも、それを

皆様方にお見せして、質問が一切出ないというのを理想として突き詰めて、これから

もやっていきたいと思います。委員の皆様方にはぜひそのすき間をついて、私たちは

完璧に準備しますけれども、そのすき間をついて御質問を、御指摘をしていただくと、

互いに切磋琢磨しながら、この議論のレベルアップをしていくということが大切じゃ

ないかと思っております。 

 最後に、きょうは話の流れで、次回は住民自治の活性化へ向けてというようなテー

マで議論したほうがいいかなと思いましたので、次回へ向けてそうした準備をさせて

いただき、ちょっときょうは網羅的になりましたけれども、次回は特定のテーマを掘

り下げるような形で議論させていただきたいと思います。 

 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は、これをもって終了いたしたいと思います。 

 次回は、先ほど言いましたように６月１９日、金曜日ですので、御出席のほどよろ

しくお願いします。 
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 お帰りの際は１階は閉鎖しておりますので、２階駐車場の玄関側からお帰りいただ

きますよう、よろしくお願いします。 

 それでは、本日は遅くまでまことにありがとうございました。 

―了― 


