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令和２年度 第１回大正区区政会議 

 

令和２年６月 19 日（金）  

午後６時 30 分～８時 33 分 

於：大正区役所４階  区民ホール 

 

午後６時 30 分開会 

○佐々木政策推進課長  

 皆さん、こんばんは。定刻になりましたので、ただいまから令和 2 年度第 1 回大正区区

政会議を開催させていただきます。  

 本日は公私何かとご多忙の中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。申

し遅れましたが、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。  

 午後 6 時 30 分現在、区政会議委員の定数 13 名のうち、出席者 11 名ということでござ

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

項に関する条例の第 7条 5項に基づきまして、本会議は有効に成立しているということを、

まずご報告させていただきます。  

 それでは、開催にあたりまして、大正区長の吉田よりごあいさつ申し上げます。  

○吉田区長 

 皆さま、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、また、コロナ等

で大変出づらい中、このようにお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。

皆さまの顔ぶれを拝見いたしておりますと、先週、今週あたりから会議が解禁になったと

いうこともありまして、毎日のようにお目にかかっている方、あるいはコロナの関係もあ

って本当に久しぶりの方、様々でございます。どうかよろしくお願いをいたします。  

 久しぶりの区政会議でございますので、少しだけお時間いただいて、区政会議の意義に

ついて今日は少しおさらいをさせていただきたいと存じます。  

 私等、行政区の区長は選挙で選ばれた区長ではございません。大阪市の場合は、270 万人

に対しましてたった一人の選挙で選ばれた首長（くびちょう）でございます。なかなかこ

れではきめの細かい行政サービスが困難でございます。やっぱり目が行き届かないという

面がございます。そこでニア・イズ・ベターという観点で、皆さまの身近にいる区長の権限

と予算を拡大するということを、平成 24 年度から始めてまいりました。今、各区の区長は、

区長であると同時に、区担当の教育次長でもあり、災害対策本部長でもございます。さら

に、局長を指揮監督する区シティ・マネージャーという職務も兼務をいたしております。  

 反面、住民の皆さん方に近いところで、こうした権限と予算が拡大しつつある区長をチ



-2- 

 

ェックしていただく必要があります。大阪市には市会がございますが、区にはございませ

ん。それがこの区政会議の大きな役割でございます。ぜひ、皆さま方によりまして、区政に

対するチェック機能を存分に発揮していただきたいと存じます。  

 皆さま方には大変なご協力をいただいております。事前に資料を読んでいただいたりと

か、質問をつくっていただいたり、既にそのご質問に対する回答も、皆さま方にお送りを

しているわけですが、それを読んでいただいた上での今日の会議ということになります。

もういきなり議論から入れるということには、皆さま方の大変なご尽力をいただいている

からだとあらためて御礼を申し上げたいと存じます。どうか今日もよろしくお願いをいた

します。 

 そして、今日はコロナの影響もあって地域活動が久しく止まっていたわけでございます

ので、少しお時間をいただきまして、コロナの感染の状況とかこれからのコミュニティ活

動について、お話をさせていただきたいと存じます。  

 前方のスクリーンにスライドを投影してございますので、それを、前列の方、大変恐縮

でございます、後ろを振り返りながら、話に耳を傾けていただければと存じます。  

 日本国とか大阪府でもよくご覧いただける状況のグラフでございます。赤の棒線が陽性

患者数、区内での陽性患者数。それから、グレー、黒ポツが自宅療養の陽性患者、こういう

方もいらっしゃるんですが、その数でございます。軸は右端の軸を使っております。そし

て、折れ線グラフがいわゆるその濃厚接触者。健康観察者と言われる方々でございまして、

毎朝区役所のほうからお加減とか体温をお伺いしながら、健康状態を伺っているところで

ございます。  

 一連の陽性患者の発生数についてでございますが、5 月 7 日の木曜日の日を最後に、新

たな陽性患者は発生しておりませんでした。「新たな」と申しましたのは、その日から陽性

患者に対する治療が始まるわけでございまして、それ以降ずっとこう治療が続くわけです。

で、6 月 9 日の火曜日の日に、ようやく最後の陽性患者の治療が完了いたしました。これ

をもちまして、ほぼ大正区内には陽性患者がいなくなり、そしてその濃厚接触者がほとん

どいなくなったという状況が生まれたわけでございます。  

 これで第 1 波が終わり、やれやれと思っていて、今日もそのようなご報告を、つまり区

内にはもうウイルスはありませんと、コロナ感染症撲滅できましたと、区内に関してはそ

ういうご報告をしようと思っておりましたが、6 月 16 日の火曜日に区内で新たに陽性患者

が発生をいたしまして、そのご家族の感染は今のところ確認されてはおりませんけれども、

やはり近くにいる方々の健康観察をこれから約 2 週間にわたりやっているところです。こ

の一番右端のピョッと出た棒が第 2 波の始まりにならなければいいなという思いで、戦々

恐々としているところでございます。  

 もう何度目かのことになるので「何度聞かせんねん」とおっしゃる方もいらっしゃると
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思いますので、これからちょっと端折っていきたいと思いますが、これまでいろんな対策

を組んでまいりましたが、これからはほぼ 0 に近い状態になった大正区でございますけれ

ども、目に見えないウイルスでございますので、もしかしたらもう新たに流入しているか

もしれない、これからも飲食や観光、あるいは大きな行事等で区外の方がこう区内に入っ

てこられて、ウイルスもそれと同時に入ってくる可能性があると。そうしたことに備えて、

あるいはそうしたことへの対策と私たちの日常の生活を並行して進めていかないといけな

い、「新しい日常」という段階に入ったところであるというふうに考えております。  

 私たち行政もそうですし、コミュニティ活動の先頭に立っておられる役員の皆さま方も

そうでございますが、全ての活動が住民の皆さんから見られております。私たちの活動が

住民のお手本にもなるということでございまして、特に、コロナに対する対応については

軽率な行動を慎まないといけないし、そしてこれからの「新しいコミュニティ活動」も全

体の利益を重んじながら、民主的に進めていくことがこれから求められると考えておりま

す。  

 「新しい日常」という言葉を使いましたが、簡単にコンセプトをご説明いたしますが、先

ほど申し上げましたように、大正区内の感染症の実態は今、極少化、非常に少ない状態に

なっていることは事実でございます。しかし、先ほども申しましたように、これから持ち

込まれる、あるいは第 2 波、第 3 波が生じる可能性はありますので、また、ウイルスが目

に見えませんから、日ごろから感染拡大対策を怠ることができません。もう一つは、甲子

園球児のように夢を追い続けていましたが、このコロナ対策で残念ながらその夢を遂げる

ことができなかった方々や、あるいは活動はなんとなく始まったけれどもまだ自分自身は

不安であると、なかなか外へ出ることはどうかなと思っておられるそういう方々もたくさ

んいらっしゃいます。そうした人々を思いやりながら進めていく私たちの「新しい日常生

活」「新しいコミュニティ活動」が必要だと考えております。  

 「新しいコミュニティ活動」のルールでございますが、引き続き、住民の皆さま方に「マ

スクしてください」とか、今日もそうですけれども「3 密を避けてください」と、「消毒し

てください」とお願いをしてまいります。で、私はお願いをする側にも責任があるという

ふうに思っておりまして、例えばですけれどもマスクをつけ忘れてこられる方々もいらっ

しゃるし、消毒液が無くなる場合もあると。そうしたことに責任を負うのが、やはり行政

とかコミュニティ活動の先頭に立つ人々であろうというふうに考えておりまして、感染が

広がらない、いろんな施策を私たち自ら担保していかなければならないと考えています。  

 行政につきましては、ああしてください、こうしてくださいっていうことをお願いする

わけですけれども、決して難しくならないように、わかりやすくガイドラインをお示しし

て、で、あれやっちゃだめ、これやっちゃだめっていうことを、こう言いがちなんですけれ

ども、そうではなくて、どうしたらこの時代にふさわしい活動が可能になるのかというポ
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ジティブな発想で、きめ細かくコミュニティの活動をしておられる皆さま方に対応してい

きたいと、このように考えているところでございます。  

 スケジュール的なことでございますが、大正区におきましては 6 月 4 日からこのような

会議とか打ち合わせのみを一部解禁させていただきました。今週に入りまして、6 月 15 日

以降は小規模の屋外の活動とかスポーツの練習試合、これも小規模のものに限りますけれ

ども、これを解禁させていただいたところでございます。7 月に入りましたら、もう少し解

禁の幅を広げて、皆さま方に活動をしていただくようにしていきたいと思っておりますが、

いずれにいたしましても地域の役員の皆さま方には既にお配りをしておりますし、ホーム

ページにもアップしている「チェックポイント」を全て満たすことを前提に、主催団体に

おきまして民主的に活動をしていただくように、今現在お願いをしているところでござい

ます。 

 地域の活動をしている方々から「いつになったら元通りの活動ができるねん」というふ

うによく聞かれます。それに対する私の答えは「元通りの活動に戻ることはありません」

というものでございます。ワクチンが開発されたり、新たな治療法が確立されるまでは、

私たちはこのようなウイルスと共存するようなかたちで、共存、共生するようなかたちで

新しい日常生活とかコミュニティ活動をするしかありません。これまで通り活動するのか、

あるいは中止するのかという二者択一ではなくて、ぜひ、地域のコミュニティ活動の中心

の皆さま方には、先ほど「どうやったらできるのか」ということをお話ししましたが、第三

の道を、こういうコミュニティ活動ならできるのではないかと、こういうコミュニティ活

動を新たに始めていこうという発想で、ぜひこれからもコミュニティ活動を盛り上げてい

ただきたいと、このように考えております。  

 最後になりましたが、元には戻れませんし、今までのかたちではコミュニティ活動を再

開できないと。そういう意味では、私たちは大変なピンチに置かれているわけでございま

すけれども、新しいアイディアが生まれたりとか、新しい工夫が生じることもありましょ

う。そして、新しい担い手の方々もこれを機会にコミュニティ、地域のほうに新たに入っ

ていただくこともあるかもしれません。そういう意味では大きなチャンスを迎えていると

いうことも言えるわけでございます。ぜひ、今日は、コミュニティ活動、地域活動について

の議論を皆さま方と戦わすことになるわけでございますが、ぜひ、皆さま方にはこの機会

にそうした視点でもってコミュニティ活動を新たに見ていただいて、コミュニティ活動を

地域の皆さま方、一生懸命に、今、再開しようとして頑張っていらっしゃいますけれども、

その方々をお支えいただきますように、そして、いろんなアドバイスをくださいますよう

にお願いを申し上げまして、甚だ長くなりまして誠に恐縮ではございますが、本日の会議

の私の冒頭のごあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。あ

りがとうございます。  
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○佐々木政策推進課長  

 ありがとうございました。まず、本日の会議に入ります前に、若干留意事項がございま

すので、私のほうからご説明させていただきます。  

 まず、一点、設備面につきましてお詫びしなければいけないことがございます。この区

民ホールをはじめ、区役所全体の空調のほうが現在故障しておるところでございます。大

変暑い中、また、湿度も高い中の会議になりますことをまずもってお詫び申し上げます。

申し訳ございません。  

 続きまして、新型コロナウイルス感染症予防対策として、この 3 密の会議のために会場

場所なり、配席を配慮させていただいて、また皆さま方におかれましても、衛生対策を実

施させていただいたところでございます。委員の皆さまにおかれましては、入場時に体調

チェックや手指消毒などご協力いただきまして、ありがとうございます。会議に入りまし

ても、マスクの着用、咳エチケットなど引き続き感染予防対策へのご協力をよろしくお願

い申し上げます。  

 次に、会場の運営につきましても、マイクのほか、共用で使う部分も消毒など予防対策

を行っておるところではございます。区の職員の保健師にもいろいろ相談、助言を受けま

して、議長など専用のマイクにつきましてはあるんですけれども、他の委員の分までご用

意できておりません。そういったことから、皆さんの共用する発言者のマイクにつきまし

ては、マイクスタンドを一緒に事務方のほうでお持ちさせて、皆さまの席の前までお持ち

させていただきますので、できる限りマイクに手を触れずに、マイクに近づいてしゃべっ

ていただきたいと思っております。新しい会議の運営の確立に向けて、ご不便おかけする

こととなろうかと思いますが、最大限スムーズに進行できるよう努めてまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。  

 会議の進行につきまして、お手元の配布資料ならびに 2 回にわたりまして事前に送付さ

せていただいた資料をもとに進めさせていただきます。各議題に入ります前に、都度資料

の確認をさせていただきますが、事前に送付させていただいた書類について、ご持参いた

だいておりますでしょうか。資料を忘れておられる方につきましては、予備を若干ご用意

させていただいております。よろしいでしょうか。  

 なお、事前に送付させていただいている【書類番号 3】区政委員の皆さまへのアンケート

の集計結果でございますが、我々のほうで転記漏れがございまして、「問 6」と「問 7」に

ついて転記漏れがございます。大変申し訳ございません。差し替え版として机の上に置か

せていただいておりますので、それをご活用いただけたらと思います。  

 また、本日の会議におきましては、傍聴者の皆さまや報道機関の方もご来場されており

ますので、あわせてご報告させていただきます。  

 本日の会議はすべて公開とさせていただき、議事録や撮影させていただいた写真等は、
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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、よろしくお願いします。  

 本日の会議終了時刻は、午後 8 時 30 分となっております。皆さまのご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げます。  

 また、今回お忙しい中で、オブザーバーとしてご参加いただいてる方々につきまして、

私のほうからご紹介させていただきます。  

 まず、市会議員の出雲議員でございます。  

○出雲議員 

 皆さま、こんばんは。いつもお世話になっております。  

○佐々木政策推進課長  

 同じく市会議員の小山議員でございます。  

○小山議員 

 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  

 続きまして、府議会議員の金城議員でございます。  

○金城議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。  

○佐々木政策推進課長  

 大阪市消防局大正消防署のほうから、石田署長でございます。  

○石田大正消防署長  

 こんばんは。消防署長の石田です。よろしくお願いします。  

○佐々木政策推進課長  

 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。

安藤議長、よろしくお願いいたします。  

○安藤議長 

 それではさっそく、議事に入らせていただきます。議題 1「令和元年度大正区運営方針」

の振り返りについて、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  

 政策推進課長、佐々木のほうから議題 1「令和元年度大正区運営方針」の振り返りについ

て、ご説明させていただきます。  

 まず、【書類番号 1】「令和元年度大正区運営方針」、そして、【書類番号 2】「区政会議委

員からの事前質問・意見に対する回答」をご準備いただけますでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 まず、運営方針につきましては、大正区における「施策の選択と集中」の全体像を示す方

針として、毎年度策定してるものでございまして、目標像・使命、主な経営課題とともに課
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題解決のための事業戦略・具体的取組を示しております。  

 自己評価につきましては、成果を常に意識して、取組の有効性をチェックし、改善や新

たな展開につなげるＰＤＣＡサイクルを徹底をねらいとしております。  

 今回、令和元年度の区政運営の振り返りとして、令和元年度大正区運営方針への自己評

価を行い、事前に内容を確認いただき、頂いたご質問に対する回答も事前に送付させてい

ただいてるところでございます。本日は、すでに事前質問の回答を書面で行っていること

から、詳細な説明は割愛させていただきますが、【書類番号 2】の「区政会議委員からの事

前質問・意見に対する回答」の中で、回答に対する不明な点やあらためての疑問など、お気

付きの点につきまして、この場で議論をしていただけたらと考えておりますので、よろし

くお願いします。  

○安藤議長 

 ただいま、区役所から説明がありましたが、令和元年度大正区運営方針につきまして、

質問、意見をお受けいたします。何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。  

○角元委員 

 はい。 

○安藤議長  

 はい、どうぞ。 

○角元委員 

 私は、【書類番号 2】の 1 番、1－1 の質問させていただいたんですけども、それの回答を

受けまして、「TUGBOAT_TAISHO」の認知度っていうのが非常に高いということを伺った

んですけども、実際、このコロナで人が来る来ないっていうのが寸断されてないとは思う

んですけど、今後は大正区民の方がどれぐらい流入して、流入っていうか、利用してるの

かっていうのを調べたりとか、そういうことはしないんでしょうか。  

○安藤議長 

 ただいまのご質問につきまして、区役所のほうから説明をお願いいたします。  

○佐々木政策推進課長  

 具体に、我々のほうでも区民意識調査等を行ったりしております。そういう中で行きた

いという方なり、行ったことがあるっていうようなこととかをアンケートとかをとって、

そのあたりについて区民の方が来られたのかどうかっていうようなところは、把握をして

いこうと考えております。  

○角元委員 

 リアルタイムで、例えば、区民ですか、区民じゃないんですかっていうその判断が、それ

自体するかわからないですけど、することでその人がどれだけリアルタイムで来てるのか

とか、そういう確認等は考えておられないということでしょうか。  
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○佐々木政策推進課長  

 そのあたりは、また事業者の方にもたぶん来場者数とか答える中で、事業者のほうでい

ろいろアンケートをとっていかないといけないところもあるかと思いますので、そのあた

り、やっぱり大正区の区民意識調査では大正区内の意識調査になりますので、区外の方と

かにつきましては、ちょっと事業者とも相談して、どういったかたちでアンケートなりを

とっていくのかっていうようなところは相談して進めていこうと考えております。  

○角元委員 

 まちの活性化というかたちで、これも戦略として進んでるので、ぜひとも区の人がどれ

だけいるのかという数字は示していただきたいなと思っております。  

○佐々木政策推進課長  

 わかりました。その辺も周知して、事業者のほうとも相談して対応を考えていきたいと

思います。 

○角元委員 

 お願いします。 

○安藤議長 

 ほかにご質問、ご意見ございませんか。  

○川上委員  

 はい。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○川上委員  

 すみません、1－3 の竹村委員さんからご意見があって、回答は「『津波編』の策定後、市

民向けにわかりやすくマニュアルを作成し」ということで、今年は新型コロナウイルスの

影響で、こういうスケジュールというのはなかなかとりにくいと思うんですけど、現在ど

ういうふうに考えておられるか、ちょっとお伺いしたい。  

○安藤議長 

 ええ。ただいまのご質問につきまして、区役所のご説明いただきます。  

○橋本地域活動支援担当課長  

 地域活動支援担当課長の橋本です。地区防災計画の策定にあたりましては、毎年、一昨

年、昨年については各地域のほうに地区防災計画の案を区役所のほうで作りまして、各地

域のほうに説明をしまして、で、各地域のほうで追加する事項がないかとかを検討してい

ただきまして、最終地域において決めていただいております。  

 で、今年度につきましては、コロナの関係がありましたので、ちょっと今現在、区役所の

ほうで案を策定している状況でして、早くて 7 月の中ごろ以降ぐらいから各地域のほうと
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調整をしまして、個別に説明に回っていきたいというふうに考えております。以上です。  

○川上委員 

 ありがとうございます。7 月中旬からということですが、なかなか地域のほうが、まだそ

こまで追いついてない、できる状態じゃないっていうところがあるんで、そこら辺はちょ

っと、コミュニケーションを密接的にやりながら、進めていきたいと思います。よろしく

お願いいたします。  

○橋本地域活動支援担当課長  

 進めるにあたりましても、うちのほうから一方的に「この日から」というんじゃなくて、

まちづくりの委員長会とかですね、だいたいこれぐらいから回っていきたいんだけどとい

うことでアナウンスをして、各地域のいける時をきちんと調整しまして、というふうなこ

とで考えております。よろしくお願いします。  

○川上委員 

 ありがとうございます。  

○吉田区長 

 あわせて、大正区がめざすところは地域防災と地域福祉の一体化です。地域防災につい

ては今課長がお答えしましたように、スケジュールをちょっとキャッチアップするために

頑張っていきたいと思いますが、泉尾北地域で率先して始めてくださっている個別支援プ

ランですね、要援護者を災害の時にみんなで一緒にこう、避難させるっていうプランのほ

うについては、やはり個別に地域の方々で学校を訪問していただいて、どういうふうにす

るかっていう相談をしていただくことになっておりました。ところが、コロナウイルスの

ことがあって、先ほどからお答えしているように、スケジュールも難しくなったんですけ

れども、やはり個別に対面するっていうことも、ちょっとこのご時世で難しくなりました

ので、今、区社協のほうでも全国的に直接こう、接触しないで、大きな声を出さないでも見

守れるような仕組みはないかということを調べていただいておりますので、そこももう少

しお時間いただいて、地域の皆さんと歩調を合わせながらしっかりやっていきたいと思い

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。それでは、時間に限りがありますので、次の議事に移ら

せていただきます。議題 2 の「住民自治の活性化について」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、政策推進課長の佐々木から、まず、総論についてご説明させていただきます。

それでは、住民自治の活性化についてということで、【書類番号 3】の「豊かなコミュニテ

ィづくりをめざして」という、「《区政委員の皆様へのアンケート》集計結果」の、本日机に
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置いている差し替え版のほう、また、事前に送付させていただいて、皆さまにご協力いた

だきましたアンケートに別紙として付けております、別紙 1 の「大正区将来ビジョン 2022 

「区民の主役のまち」とは」、あと別紙 2 の「令和元年度 第 2 回 大正区区民意識調査報

告書」をご準備いただけますでしょうか。  

 別紙 1 の「大正区将来ビジョン 2022『区民が主役のまち』とは」につきましては【書類

番号 4】として、別紙 2「令和元年度 第 2 回 大正区区民意識調査報告書」を【書類番号

5】として、順次これから説明させていただきます。  

 まず、【書類番号 4】の「大正区将来ビジョン 2022『区民が主役のまち』とは」をご覧く

ださい。 

 これは、大正区は、大正区役所では、大正区将来ビジョン 2022 におきまして、真ん中ほ

どに書かれていますように、（「公助」から「自助、互助、共助」へ）という大正区政改革の

もと、区政運営の重点的な取り組みとして、子育て教育、地域福祉、地域防災、地域コミュ

ニティの充実を図るために、めざすべき地域運営を掲げて、「自分達のまちは自分達で守る」

地域社会の構築をめざしております。しかしながら、現実的には一番下にありますように、

地域の活動の担い手が一部の方に集中し、担い手不足が大きな課題となっているのが現状

でございます。 

 また、前回区政会議におきまして、委員の皆さま方から地域活動や町会に関する多くの

ご質問、ご意見をいただきましたので、今回住民自治の活性化について議題として取り上

げて、深く議論をしていただけたらと考えております。  

 本日の議論を有意義なものにするために、「豊かなコミュニティづくりをめざして」と題

しまして、先日委員の皆さま方に事前のアンケートを実施させていただきました。皆さま

から頂きましたご意見をもとにまとめました資料として【書類番号 3】の豊かなコミュニテ

ィづくりをめざして《区政委員の皆様へのアンケート》の集計結果の差し替え版のほうを

政策推進課の地域担当課長の大前のほうからご説明させていただきます。そのあとに、こ

の資料に沿ってご議論をいただけたらと考えておる次第でございます。  

○大前地域担当課長 

 こんばんは。お世話になります。地域担当課長の大前です。座らせていただいてご説明

させていただきます。  

 お手元の【書類番号 3】をご覧ください。豊かなコミュニティづくりをめざし、区政委員

の皆さんへのアンケートの集計結果ということで、私のほうから簡単に説明させていただ

きます。 

 まず、問 1「あなたは、大正区役所が、大正区将来ビジョン 2022 において、『公助』か

ら『自助、互助、共助』へという大正区政改革のもと、区政運営の重点的取組みである『子

育て・教育、地域福祉、地域防災、地域コミュニティの充実』を図るため、『めざすべき地
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域運営』を次のように掲げ、『自分達のまちは自分達で守る』地域社会の構築をめざしてい

る【別紙 1 参照】ことについてご存知でしたか。」という問いに対しまして、全体的な回答

は 10 名の方がお答えいただいているんですけれども、「知っていた」という方が 7 名、「知

らなかった」という方が 3 名という結果が出ております。  

 次のページ、2 ページ目をご覧ください。問 2 としまして、「地域活動の担い手不足が大

きな課題となっていますが、その原因は何だとお考えですか。」という問いに対しまして、

大きく分類しますと「地域（活動）に興味がない」という分類のお答えと、「地域（活動）

に参加する余裕がない」という、大きく分類に分けますと二つ、大体二つの意味の回答に

なっております。詳細につきましては、また個々の回答につきましてはご参照お願いいた

します。 

 で、続きまして次のページなんですけれども、問 3 としまして「地域活動の担い手を確

保するため、どのような取り組みが有効であるとお考えですか。」という問いに対しまして、

大きく分類しますと、「きっかけづくり（広報、声かけなど）」が有効であるというお答え、

分類と、あと、「外部の力を活用する」というふうな分類に大きく分けられる回答が得られ

ました。 

 で、次のページ、4 ページ目なんですが、問 4 としまして「町会に加入していると答えた

年齢層別の割合では、若い世代ほど加入率は低いという結果が出ています。この理由はな

ぜだとお考えですか。」という問いに対しまして、大きく分類して大体 3 分類ぐらいのご回

答をいただいております。「必要性を感じない」というご意見、で、また、「コミュニティに

興味がない」というご意見、それから「町会の存在を知らない」というふうなご回答を得て

います。 

 で、次のページなんですが、問 5 の「町会の加入率は、各地域で差が出ています。この

差の原因はどのようなことだとお考えですか。」という問いに対しまして、大きく二つの分

類に分かれるご意見をいただいていまして、「エリア特性（集合住宅の多さ、高齢者率）」に

原因があるのではというご意見と、「地域住民の考え方に起因」しているのではないかとい

う、大体二つの分類という内訳の結果になっております。 

 で、続きまして次のページ、6 ページなんですけれども、問 6 の「町会に加入していない

人に、加入しようと思っていただくためには、どのようなことを行う必要があるとお考え

ですか。」という問いに対しまして、「周知方法の工夫」が必要であると。それと、「活動の

充実」が必要であるという、二つの分類のご回答をいただいております。  

 あと、次のページなんですが、最後問 7 ということで「最後に、これまで以上に地域の

魅力向上や地域活動の活性化を図るためには、どのような取り組みが必要とお考えですか。」

という問いに対しまして、大きく分類しますと「住みたいと思うまちづくり」が必要とい

うご回答と、「若い世代など多くの世代が参加できる地域づくり」が必要というご回答をい
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ただいております。  

 それぞれの問いにつきましての詳細については、ご一読お願いしたいと思います。私の

ほうから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が、住民自治の

活性化につきまして質問、意見をお受けいたします。なお、多岐にわたるテーマでもあり

ますので論点を絞り、議論を行ってまいりたいと考えております。先ほど区役所から説明

のありました内容の中でも、問 2、問 3 に代表される担い手不足の解消、及び問 6 に代表

される町会の加入者拡大については、今後の地域活動の活性化に向けて非常に重要な課題

であると考えられますので、この 2 点に絞って議論を進めさせていただきます。  

 まずは、地域活動の担い手不足の原因については、アンケートの結果では「1.地域また活

動に興味がない」「2.地域また活動に参加する余裕がない」などの意見が多く見受けられま

したが、その点について何かご質問、ご意見などはございませんでしょうか。  

○角元委員 

 はい。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○角元委員 

 ちょっと現状をお伺いしたいんですけど、今、例えば地域活動協議会で SNS 等を使って

いるという実績はあるんでしょうか。それを知っていたら、お伺いしたいんですけども。  

○安藤議長 

 ただいまの意見、区役所、お願いいたします。  

○橋本地域活動支援担当課長 

 地域活動支援担当課長の橋本です。今現在ですね、地域まちづくり実行委員会におきま

して SNS を使っているという報告は受けておりません。以上です。  

○角元委員 

 今、大正区役所自体が Twitter 等 SNS というのを発信していると思いますけども、それ

を地域活動協議会に落とし込むということは考えていますでしょうか。  

○橋本地域活動支援担当課長  

 それは事前質問で、【書類番号 2】のところにも書かせていただきましたとおり、今年度、

まちづくりセンターと連携しまして、SNS の活用というのを働きかけていこうと考えてお

ります。 

○角元委員 

 わかりました。 
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○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。ほかに何かご意見、ご質問ございませんか。  

 ないようですので、こちらから指名させていただいてよろしいですか。まず、木村委員、

何かございませんか。  

○木村委員 

 はい、聞くというより、大変大事だからみんなで考えていく課題かなあというふうに思

います。だから、それをするためのいろんなアイディアを出し合うっていうような論議が

いるのかなあというふうに思います。  

 ただ、そういった話に私もあまり関わったことがないので、皆さま、どんな苦労をして

るのかということもあまり聞いてないので、そんなことも教えてもらったらなあというふ

うに思います。 

 で、私自身が書いたのは、この、どうしようかなと思って、「『消費者』というスタイルが

根付いている」っていうことなんですが、私自身も自分の用事をしようと思ったら、必要

なものは買うかとか、そんなことで済ませていたりってことで、なかなかこう助け合いの

中でということで自分の必要を満たすっていうことが、あまりこう、意識してないもので

すので、どういったところが取っ掛かりかってのはなかなかわからないということで、ち

ょっと思ったりはしてるんですけども、そんな中で地域の課題がどんなので、どう関わっ

ていったらいいのかってことを、本当にこう、出し合ったらと思っております。  

 ただ、問 3 のところで私が書いたんが、そんな中でもなんかこう、人が困っていること

に出会って、そこでこう関わると、いろんなこう、助け合いってことが始まって、それで、

ああ、助けられたんだなあだとか、助けてよかったなあとかっていうことを見たり、聞い

たりすることがたまにあるもので、そんな経験があったら、ただこう、「消費者」として生

きていくスタイルから、少しちょっと関わって、主体的に関わるきっかけができるのでは

ないか、そんなことが困ったことでつながるっていっぱいあると思うんですけど、そんな

ことがうまいこと、こう、組織化されるっていうか、コーディネートされるっていうか、な

んかそんなことがあったらいいのかなと。  

 こないだ公団の中である方に出会って、普段、公団にいるではないのになっていうて聞

いたら、ちょこすけ行ってんねんとかって、頑張ってんねんってことでものすごい生き生

きと言うてはったんですけども、そんなことっていうのは例えばいろんなこう、そういっ

たまちづくりに関わるきっかけになってるのかなあってことを思ったんですが、いうふう

にちょっと思ってます。  

○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございます。ほかに何かご意見、ご質問ございませんか。神吉委

員、何かございませんか。  
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○神吉委員 

 はい。いつもこうやってその担い手を増やすとか、地域活動をする人たちが減ってる、

どうするっていうことになった時に思うのは、やっぱり人間は何か自分が面白いなって思

ったりだとか、なんか楽しいなって思うこと、何か自分に、うーん、返ってくるものという

か、別に損得ではないんですけど、面白いじゃんって思ったりすることが一番人間を動か

すんじゃないかなって思うんですね。  

 で、いろんな制約があると思うんですけど、行政がやってる広報とか、なんかそういう

ものってあまり面白いなって思えるものが少ないと思います。なので、できないこともあ

ると思うんですよね。今のやり方が精一杯だっていうのもあると思うんですけど、だった

ら、なんかこう、問 7 のほうに、こうつながっていくことかなと思うんですけど、なんか

行政の、一つ輪の外にいる人たち、私でもいいんですけど、なんか行政でやってることを

面白がれる人とか、面白おかしく伝えられる人っていうのが、行政の一つ外の輪にいると

思うんですよ。そういう人たちをもっと巻き込んでいくのがいいのかなって思います。  

 で、地域に参加してもらうとかっていうことよりも、なんか面白い、面白そうじゃんと

思って参加したら、なんか地域のことだったっていうことがすごい理想なのかなって思い

ます。で、大正区でやってることとか、大正区自身が私は大好きで、面白いと思えることが

たくさんあると思うんですね。面白い人たちがたくさんいて。で、なんか、そういうことを

もっと本当に上手に伝えていくことが、やっぱり一番いいんじゃないかなと思ってます。

ちょっと、考え方を逆にするというか、そういうのが必要なのかなって思います。以上で

す。  

○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございます。ただいまの意見に関しまして、区役所のほうから

何かありまっか。  

○佐々木政策推進課長 

 すいません、政策推進課長の佐々木でございます。1 点、広報の関係について、なかなか

役所のやってることで固いイメージもあって、なかなか面白みがないっていうようなこと

とかに対しまして、今、一つにつきまして、「WE LOVE 大正」っていうかたちで呼びかけ

て、ハッシュタグを付けて、皆さん、我々だけでは大正区の面白いところ、興味のあるとこ

ろ、いうところ、いろいろやっぱり隠れた発見等もあるかと思って、我々だけでは見つけ

られないものに対して、面白いところ、来てほしいところとか、そういったところについ

て「WE LOVE 大正区」というかたちでハッシュタグを付けて発信をお願いをして、今、

これ広報紙のほうにも若干シリーズ化して載せたりしているところがございます。そうい

ったところを増やして、地域の人も、いろんな人を巻き込んで、大正区を発信していくっ

ていうようなことも今後は考えていこうと思ってるとこでございます。  
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○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございます。よろしいですか。  

○神吉委員 

 はい、私、言ったから、言ったからにはって言い方おかしいんですけど、今のその「WE 

LOVE 大正」っていうのも知ってましたし、でもなかなか、「ああ、やってるんだ」ぐらい

な感じで、Twitter はあるんですけど投稿はしなかったんですね。で、今、この場で言った

からには、もうこれからどんどん「WE LOVE 大正」のタグを付けて発信していきます。 

○佐々木政策推進課長  

 その辺、よろしくお願いいたします。区政会議の皆さまにおきましても、なかなか自分

では難しくても、そういった得意の方がおられましたら、こういうのもあるよっていうこ

とで紹介していただいて、広げていただけたらと思っております。よろしくお願いします。  

○吉田区長 

 ちょっとご紹介しますと、職員の多くが首から下げているこのストラップなんですけど、

このデザインは神吉さんがやっていただいたものでございまして、これをね、使って、な

んかシャツ作ろかとか、なんか旗作ろかっていうこともちょっと考えていますので、ぜひ

これからご協力をいただければと思います。  

 ちょっとコロナで全部そういうのが、おもろいことが全部ストップしてしまったのはと

ても残念なんですけど、これから巻き返して頑張っていきますので。こういう、こういう

ことですよね、今、おっしゃっておられるのは。はい。そういうこと、やっていきますので

よろしくお願いします。  

○神吉委員 

 そうですね。 

○安藤議長 

 ほかにご質問、はい、どうぞ。  

○角元委員 

 ちょっと無知で、知らなかっただけかもしれないんですけども、そういう面白いことを

どんどんやっていくということを思ってはる、神吉さんのような当事者意識をもって大正

区を盛り上げるんやという考えの方はたくさんおられると思うんですけども、そういう方

が、区役所に意見を投げかけるというような、目安箱的な、そういうような問い合わせを

大々的にわかるようなものっていうのはあるんでしょうか。  

○安藤議長 

 はい、ただいまのご質問、よろしくお願いいたします。  

○角元委員 

 例えば、僕とかでも Twitterとかでタグ付けしてあげたりするんですけど、それは Twitter
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をやってるからこそ見れたことで、はじめて、じゃあ自分も大正区好きやし、大正区をな

んかやってる、何かやってるっていうのを発信したいがためにもうやってることなんです

けども、例えば、もう今僕こう、質問とかでもインスタグラマーを自分で作ってっていう

のも区政会議委員の質問やからこそ、表に出た質問であって、なかなかこう、区役所に対

しての要望とかそういうのに乗せにくいというか、っていうのがあって、埋もれてる意見

もたくさんあると思うんですね。で、そういうのをもっと区としても、あなたたちの意見

をたくさん募集してるんやでって、小学校、中学校、高校でもそういう、「こういうの思っ

てんねんけど、先生どう思う」って、「いやそんなんもう帰ってからなんとかしたらええん

ちゃう」みたいなんになってるような気がして。そういう意見の会話がスムーズにできる

ような、コロナの影響でそういう、Zoom とか SNS 等がニューノーマルっていう言葉がは

やってるように、そういう媒体を使って意見を通すような場っていうのを作っていけれた

ら、もっとよくなるんじゃないかなというのはちょっと思ってるんですけど。質問戻りま

すが、そういうような、要望箱みたいなことはあるんでしょうか。  

○村田総務課長 

 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。ありがとうございます。ご

質問いただきまして。  

 ご要望をお聞きする、二つ、たぶん考えられると思うんですね。今おっしゃってるのは、

区役所に対するご要望とか、こんなん考えてんねんけどどうやろうということやと思いま

す。一つは、こういうかたちで面と向かって、例えば委員としてこういう会話する、リアル

の世界でお話しすると、これはもういつでも区役所来ていただいたら、こんなこと考えて

んねんどうやろうということは、それはもう我々はいつでもお聞きする気持ちでおります

し、区役所職員全部で 150 人いてるんですけども、150 人が広聴マインドというのを持っ

てるはずです。持ってなかったら言ってください。総務課長に。みんながお聞きするとい

う気持ちでおります。  

 それとあと、リアルじゃない、今おっしゃってたネットの世界、バーチャルの世界とい

うんですかね、そういうふうな世界については、今までの旧来型の市民の声とか、あるい

はお問い合わせ方法、こんな事業をやってるとこご紹介しますよという部分の下にはお問

い合わせ方法いうことがありますので、そこを通じていっていただくというのが、昔から

のやり方になってます。  

 それとあと、これからちょっと我々考えていかなあかんのかなと思ってるのは、今まさ

しくおっしゃってた SNS の世界。Twitter とか Facebook でアンケート機能っていうのが

あるんですよね。こういうのでちょっといろいろと気軽にお問合せ、お聞きすると。例え

ば何でもいいですけど、何がいいかな。コロナでどういう対策をとってますかっていうよ

うなアンケートってあれ、なんかで確かできましたよね、Twitter とか Facebook で。ある
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いは、先ほどおっしゃってた「TUGBOAT_TAISHO」いかはりました、どうですかってい

う、そういうことでやり取りというのが、たぶん大事やと思います。そういうことをこれ

からちょっとしていきたいなというふうに思ってますねんけど、今なんせ皆さん、ちょっ

と家帰って宣伝していただきたいんですけど、LINE なんかのお友達が、300 人ぐらいし

か、300 人やったっけ。  

○佐々木政策推進課長  

 今。 

○村田総務課長 

 400、400 いった。 

○佐々木政策推進課長  

 300、まだ 300。 

○村田総務課長 

 いってへん。 

○佐々木政策推進課長  

 はい。 

○村田総務課長 

 300 人ぐらいなんで、かなりこう、いろいろとお聞きしようと思ったら、たくさんのお友

達っていうか、何ていうのお友達やったっけ。  

○佐々木政策推進課長  

 お友達です。 

○村田総務課長 

 LINE のお友達っていうのが必要ですので、ぜひポチっとしていただければなというふ

うに、確か広報紙に。  

○佐々木政策推進課長  

 広報紙。 

○村田総務課長 

 ＱＲコード載ってたと思いますので、よろしくお願いします。  

 それとあと、今回議題になっている地域の中でですね。地域の中でどういうふうに情報

を得るかとか、あるいはアンケートするかというのは、今のところ、今先ほど橋本課長お

っしゃったように、Facebook とか Twitter とか、地域ではそういうことはされているとい

うのは、僕も寡聞にしてお聞きしてません。逆に、地域が非常に身近なところです。どっち

かいうたらリアルな世界のやり取りっていうのが、どっちかいうたら主に今のところなっ

てるかと思います。それをどうしていくかっていうのは、これからの課題になっていくと

思うんですけども、例えば、先ほど神吉委員がおっしゃったように、面白いことがあんの
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ちゃうのと。例えば、神吉委員のお住まいが、どこの地域か、僕ちょっと存じ上げないんで

すけども、その地域でも確か、カーニバルとかお祭りとかしてると思うんですよね。それ

ちょっと覗いてみてやってみるとか、一回やってみたら面白いんちゃうかな、面白くなか

ったらせえへんかったらいいんですけども、例えば、食事サービスやってるの、ちょっと

近所のおばちゃんに誘われて一緒に行ってみたら、お年寄りが食べてる、これからできる

かわかりませんけど、そういう姿見て面白いなと思うとか、そういういろいろとリアルな

世界でのやり取りっていうのを、ああ、これ面白いやんと、その中で一つでもええんで、少

年野球の指導でもええんです。何でもキックの指導でも何でもいいんです。そういう、地

域でやってることを見て、ちょっと一歩を踏み出すというきっかけに、そういうリアルな

やり取り、で、今後は SNS とか使ったやり取りというのを地域の中でどんどん進めていっ

たらいいんちゃうかなと。そのお手伝いは、当然我々区役所の職員させていただきたいと

思います。以上です。  

○角元委員 

 手伝いをされるという話で、LINE 等をされて、Twitter もされてるっていうのは存じ上

げてるんですけど、たぶん区の大半の人はそこまで敷居を下げてくれることに気づいてな

いというのが現状やと思います。そこがなんかちょっと軋轢のの原因なんかなというのは、

ちょっと私自身が感じていて、例えば区役所に要望を言う。どこに行ったらいいかわから

へん。行ったところでクレーム扱いされるんちゃうかとか、いいこと言ったら「ありがと

うございます。反映させていただきます」でも、それに対しての回答、フィードバックが何

もなされていないとかいうのが、自分の親とかでも身内とかでも言ったけど、言っただけ

で返答が全然なかったし、それに対しての回答すらもなかった。じゃあ、意見通じへんか

ったんやな、みたいなことがあったそうです。それをもっと意見を、いうたら敷居を下げ

るっていうことで、こういう意見があったんでこういう回答をさせていただいたというの

を、Twitter 等で、LINE でもそうですけど、回答して公表すべきやと。で、もちろんこれ

は誰にも言わんとってくださいねっていうようなことであれば出さなくていいことだと思

いますけど、それをしないと、LINE を募集しました、300 人しか集まりませんでした、そ

れで以上です。 

僕ら事業所、営業の会社やったとして、300 人しか集まれへんかったら、なんで 300 人

しか集まれへんかってん、そこをちゃんと追求せえや、答え出せやっていうことをやらな

いといけないと思うんです。それが、例えば自助で、互助で、僕らのやらなあかんことなん

やでと、区役所さんに言われても、実際それ当事者意識をもってるっていう区民の方って

いうのは、まだ少ないと思います。そこをどんどん当事者意識を上げて、俺らがまちをつ

くってるんやでっていうのを広げていくっていうのは、僕、区役所の役目なんちゃうかな

と思ってるので、そこをもっと明確にしていただきたいなというふうに思っております。 
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○村田総務課長 

 いいですか。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○村田総務課長 

 何回もすみません、総務課長の村田です。確かに委員おっしゃるようにいろんなご意見

確かにあります。当然相反する意見もあるんですよね。俺はこうしてほしい、右に行きた

いけど、俺は左に行きたいとか、俺は上に行きたいけど、私は下に行きたいとかね、相反す

るご意見があるんで、その辺は調整なかなか難しいところはあるんですけれども、できる

だけお答えできるように、それはしていきたいなと思います。  

 で、今、今回の議題になっている地域活動に関しての、関連してたぶんおっしゃられて

ると思うんですけれども、そうなってきますと地域の中の、今、今年につきましても各地

域においてみんなでお考えいただいて、区役所へのご要望、地域の皆さんでお考えいただ

いて、ご要望上げていただくと、そういうふうな取り組みも昨年度から行っています。で、

当然お答え返させていただいて、地域の皆さんにはこういうことでこういうことをしてい

きますと、できへんものはできませんと、何でできへんのかも含めてのお話を回答させて

いただきますので、もしお住まいの地域がどちらかわからないですけども、地域活動の課

題がもしあるんでしたら、そういうのは地域の中でお話し合いいただいたら、我々もその

地域に対して、真摯にお答えさせていただきたいなというふうに思ってます。はい。  

○安藤議長  

 ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございませんか。若手の宮川くん、何かあ

りませんか。 

○宮川委員 

 はい。僕も SNS で発信していったり、埋もれてる意見というのを掘り出していくという

のは、今後の担い手不足の現状にあたって、すごくいいことだと思います。  

 で、先ほどもおっしゃったこととちょっと重複するかもしれないんですけど、LINE 登録

300 人程度しかしてないということについて、やっぱりそれなりの理由があると思うんで

す。少ない理由が。今、それ以外も LINE グループっていうのは、例えば居酒屋さん行っ

たりだとか、何かお店に行った時とかにグループに登録してくださいというのはあります

けど、増やすことにやっぱりメリットがあるから、増やせるというのが現状だと思うんで

すけど、やっぱり増やすためには登録する側のメリットも必要だと思うんです。その登録

する側のメリットとかももっともっと前面に押し出して、宣伝していければ、もっともっ

とこう、登録したからこんなことができたよ、で、登録したからこんな情報が得られたよ

というような、若い世代の担い手っていうのを増やしていくことができるのではないかな
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と思いました。ありがとうございます。  

○安藤議長 

 はい。どうぞ。 

○石田委員 

 すみません、先ほどから SNS の話が出てるんですけれども、いろんなところで SNS の

話題、SNS で広報とかっていう話、結構どこでも出る話なんですけど、どう考えても 5 パ

ーセントが限界っていうのもう出てるんですよね。で、5 パーセントなんで、大正区民 6 万

2,000 人ぐらいですか、で、ちょうどフォロワーが 3,000 人ぐらいなので、そこが限界で

す。これって、もうここから増えないんですよ。で、ここだけじゃなくて全国的に見ても

SNS を使ってる層っていうのはもう 5 パーセントで出てるので、こっから先、SNS の戦略

を練るのか練らないのかって結構ポイント高いと思うので、しっかり練ったほうがいいと

思います。SNS やったらだめとかではなくて、届ける層は絶対にいるので、使うことに関

してはいいんですけど、そこに注力してしまうとほかがおろそかになってしまったり、ほ

んとの意味での広報とかという活動っていうところに注視ができないような可能性ってい

うのは、結構な例で失敗見てきてますので、そこら辺はちょっと考えていただいてもいい

かなと思いました。  

○安藤議長  

 はい、ありがとうございます。ただいまのご意見に関しては、もうよろしいですか。  

○佐々木政策推進課長  

 すみません、政策推進課長の佐々木でございます。貴重なご意見ありがとうございます。

LINE について、今 300、実際 40 か 50 ぐらいになってるんですけれども、始めたのも若

干つい最近、昨年やったばっかりでございまして、当時は子育て層等がよく使うっていう

こともあったので、そういったターゲットで絞っていたんですけど、なかなか増えていか

ないといこともございましたので、全大正区政の全般について広げて、で、広報紙にも QR

コードを載せて、ようやく 300 なんぼになってる。で、この間、その前にも Twitter や

Facebook のほうはやっていって、その辺でいきますと、多いところで 3,000 のフォロワー

が Twitter でしたか、あったかと思います。その辺、とはいえなかなか頭打ちとか、ちょっ

と私どもも知らないところもありましたので、その辺いろいろ知ってる方とかにも意見を

聞きながら、どういったかたちで進めていくのかということは、今後検討していきたいと

思っております。  

○安藤議長  

 はい、どうもありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございませんか。  

○川上委員 

 いいですか。 
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○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○川上委員 

 実際この地域活動の担い手確保っていう前に、今まで地域が行事をどういうふうに進め

てきたかって、ちょっとご説明したいと思います。従来、各地域いろんな行事やってます。

盆踊りとか、いろんなカーニバルとか、敬老会とか。これ昔でしたら、あくまで主催者側が

主催して、一方的に参加者にお渡しすると。喜んでいただいてると思うんですけど、全員

がそうではないかもわかりません。で、このまちづくり実行委員会っていうのが、8 年前、

6 年近く。 

○吉田区長 

 大正区は 26 年ぐらいかな。26 からだと思う。１年遅れたんですけどね。はい。  

○川上委員 

 それになってからですね、アンケートを取りなさいよっていうかたちになりまして、で、

行事ごとにアンケートをその場所に掲示していろんな意見を書いていただくということで、

やっぱり自分らの思ってることと、やっぱり違う意見も多々ありました。で、やっぱりこ

れはとるだけじゃなく反映させていかなあんかなというのがこちら側の意図で、そういう

ふうにちょっと反映していって、今行事自体もかたちが変わったりして、で、参加者もや

っぱりいろんな年代層の方が来ていただくような行事もありました。  

 ですが、今地域が担い手確保というところになると、まだそこまでしかいかないんです

よね。まだ参加していただくのはいいんですけど、従事者側になっていただくというのは

なかなかそこまで届いてないのが現状なんです。で、もちろん今までの周知の仕方ってい

うのも紙媒体でやってきました。で、今いろんな SNS の 5 パーセントというご意見もあり

ましたけど、いろんな手法があるんで、これを取り入れながら確保していきたいなという

ことを思ってます。  

実際に、うちの地域の今年、広報担当が代わりましたので、そういう SNS っていうのか

そういうかたちの方向にも進めていくふうに企画してますので、これは皆さん各地域の方

もいろんなことを思われてると思いますので、こういう意見があったということを各地域

に持って帰っていただいて、議論していただくのも一つとやと思います。はい。そういう

現状だけ、ちょっとご報告しておきます。  

○安藤議長 

 はい。どうもありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございませんか。ないようで

したら、こちらから指名させていただきます。谷田委員、何かありませんか。  

○谷田委員 

 こんばんは。今、川上委員のほうから地域の現状を聞かせていただいたんですが、まだ、
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川上委員のところは泉尾北になると思うんですけども、すごく広報がうまくいってると思

うんです。で、私とこの地域は、広報の仕方は各事業に対しては広報はうまくいってるん

ですが、小林地域、こちらは小林に住んでるんですが、小林地域としてその広報がうまく

いってるかといったら、うまくいってません。で、広報の方は、お名前はあるんですが、な

かなか動かないという現状が続いてますので、今年はアンケートにも書かせていただいた

んですけど、なんとかその広報を生かして、若い方から、若い方が入ると、その従事者のほ

うに入っていただけるという可能性をもって広報のほうを頑張っていきたいと思ってます。

どうしても、広報っていったらやっぱり記事を集めなあかんとかね、そのことが頭にある

と思うんですが、今はね、写真だけでも広報になると思うんで、その広報の仕方を考えな

がら助言しながらやっていきたいと思ってます。以上です。  

○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。  

 それでは、次にこの原因を解決するため、問 3 における、今も出てますけども、担い手

確保の方策や、問 6 の町会加入の促進策のアンケートにおいては「1.きっかけづくり（広

報、声かけなど）及び周知方法の工夫」、2 番「活動の充実及び外部の力を活用する」など

多く挙げられていましたが、これらの点は今後の地域活動の活性化にとって大変重要なテ

ーマだと考えられますので、活発なご議論をお願いいたします。  

 それでは、何かご質問、ご意見などはございませんでしょうか。はい、どうぞ。  

○石田委員 

 はい、私自身の回答で、そのまちづくりのプロに入ってもらえないかということを書か

せてもらったんですけど、角元委員の大賛成です。その道のプロが多分いると思うんです

ね。例えば先ほど出てた Twitter でも、Twitter のライターがいるんですけど、その人たち

に書いてもらわないとバズらないんですよ。で、Instagram もインスタグラマーっていう

写真家に撮ってもらわないと、誰も見てくれないです。YouTube も YouTube を作る専門の

人に作ってもらわないと誰にも見てもらえないので、こういった点は大賛成で、その、な

んていうんですか、その事業に対するプロに頼むっていうのは、予算取りっていうのは必

要なんじゃないかなって思っています。 

○安藤議長 

 はい、ただいまのご意見に区役所の回答、よろしくお願いいたします。  

○吉田区長 

 実はというか、大阪市の場合なんですけれども、行政がやったら面白くないってのは先

ほど皆さんからおっしゃっていただいてるとおりなんですけれども、やっぱり地域にも今

おっしゃっておられるような専門的な知識がなかったりとか、ノウハウがないということ

で、やはりこれも 25 年、26 年ぐらいから、大正区ではまちづくりセンターって言ってる
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んですけれども、中間支援組織っていうのを置いておりまして、ここに毎年 4 億 5,000 万

ぐらい、大阪市全体で言うと、注ぎ込んでいます。で、そういう意味で言うと、品質は別と

いたしまして、地域住民と行政の間に入って、民間の知恵を生かしてサポートするってい

う仕組みはあるんです。ただ、その実態としては、地域活動協議会にしても、大正区で補助

金化、本来のかたちになったのがようやく去年の 4 月からっていうようなこともあって、

まだちょっと組織づくりとか、会計どうすんねんとか、そのへんのところが課題になって

いまして、中間支援組織の方々も一生懸命やってくださってるんですけども、今のところ、

もう、ちょっとそっちのほうばっかりになっておりまして、ご期待いただいているような

力を発揮していただくところまでいっておりません。  

 で、今年度からは先ほど少し、ちょっとお答えしたんですけれども、まずは各地域活動

協議会にホームページ、ホームページっていうとちょっと時代遅れやし、操作が難しいん

で、SNS を、もう 10 地域全部に作ってもらうようなところから始めようかっていうこと

を考えておりまして、おそらくそこが起爆剤になって、きっかけになって、従来型の手続

き面への支援から、活動とか広報の専門的な支援に移っていくことができるんじゃないか

っていうふうに期待はしております。  

 今のところ、大阪市ではそのレベルにとどまっています。もっと大きくしようとすると、

やはり税金的にはそこが限界なので、そういう専門的な知識を持っておられる方々とか専

門職の方々が、地域のボランティアと肩を並べて地域活動に専門的なスキルを入れていた

だくと。地域は地域でそれを受け入れてくださる度量が必要だと思うんですけれども、そ

ういうとこへ移っていきたいなっていうふうには考えてます。  

○角元委員 

 はい。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○角元委員 

 区長がおっしゃったその地域ごとにそのホームページをっていうの、もう大賛成でして。

SNS を見てる人が多いとか少ないとか、もう抜きで、共通認識で一つのことをやってるっ

ていうことが、一つのかたまりとしてめっちゃいいツールになるんじゃないかなってのは、

その SNS もそうですし、ホームページも。拡散させるための手段ですけど、こういうこと

を皆さん、地域と一緒にやってますよということで強固な関係性づくりをできるっていう

ので、そういう若者が使う SNS を地域がやってるから、じゃあ、お前もやってみろやって

中学生の子に声をかけてみたり、若い子が入ってきたら、若い子はこういう考えを持って

るから、こんなんやりたいって言ってんねん、やらしてみよかっていうのにつながるんだ

というふうに思ってるので、ぜひそれはやっていただきたいなと思っております。  
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○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございませんか。  

 ないようですので、宮﨑委員、何かございませんか。  

○宮﨑委員 

 「担い手」という 4 文字の言葉がいかに重くのしかかってはきてるんですけども。私も

地方から大阪に来まして 35、6 年になりますけど、まず一番に感じることは、そういう地

方から出てきた人たちが違和感なしにそのまちに溶け込んで、スムーズに地域のこういう

催しに参加できるか、いうことが、ちょっと疑問に感じてます。それにはやはり時間をか

けながらの生活になってくるんですけども、そういう時間じゃなくて、すぐにでも溶け込

めるまちづくりを願っているわけなんですけど、今、一番にこの会議の話のあり方で感じ

たことは、今、私は個人的に 2 歳から二十歳までの子どもたちと 17 名で生活してます。み

んな出身も違いますし、親御さんも違います。ということは、地域活動の超ミニミニ版と

いうふうに感じ取りました。その中で一番感じたことは、子どもたちに教えられてるなあ

ということを、今、実感してます。なぜかといえば、小さい子を大きい子が一生懸命引っ張

って助けてくれてます。で、小さい子も、幼児さんも、大きいお姉ちゃん、お兄ちゃんの言

うことを聞いて、それなりに動いてくれます。全て参加する行事とか物事は率先してやっ

てくれます。それと同じく、やはり小さい時から教えていくほうがいいのと違うかなあと

いうことをつくづく感じています。  

 今のお話の中に、PTA とか小学校とかと連携してやっていただいていることは本当にあ

りがたい話で、もう一つ下げていただいたら幼稚園とか保育所のほうにもお願いして、い

ろんな活動の時に親御さんと一緒に参加してもらって、地域のお祭りごととか云々に大人

がどれだけ動いて活動してるかいう姿をやはり見せていただいたら、将来後々、子どもた

ちの参考になって、うまく担い手の一人にでもなってくれたらなと願ってます。以上です。  

○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございませんか。仲田委員、何かご

ざいませんか。 

○仲田委員 

 うちの地域で活動してる年齢層がだんだん上がってきまして、若い人を確保しなければ

ならないというのが今の課題です。で、若い人ってどういう人材がいらっしゃるのかなと

いうことがわかりませんで、アンテナを張り巡らしてはいるんですけどもなかなか、マン

ションが多い地域ですので、わからなくって。だから、わかるのは小学校の PTA 活動をし

てくださっている方の中からふさわしい人を、入りませんか、こういう活動してるからち

ょっとこういうことしませんかっていうような声かけはするんですけれども、いかんせん、

PTA もこのごろは 1 年ごとに変わったりするので、なかなか人材を見つけにくいというの
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が今の現状です。もっとアンテナを張り巡らしていろんな方のことを知りたいなとは思い

ます。以上です。  

○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。竹村委員、何か。  

○竹村委員 

 何もありません。今日は何もありません。  

○安藤議長 

 そしたら、地域代表して川上委員、何か。  

○川上委員 

 先ほどからちょっと、もう言い尽くしたんですけど。そうですね、今、小学校の PTA さ

んも今おっしゃるように 1 年ごとに変わられる方もおられますし、なり手も不足している

と、PTA 自体。それやったら地域も当たり前やと思ってるんですけど、それじゃあ団体と

して前へ進んでいかないので。ですから、今、先ほど言いました行事でいろんなアンケー

トをとりながらですね、かたちを変えていろんな世代の方、参加していただくような事業

をやっていくことによって、やはり、さっきおっしゃいましたその道のプロの方がおられ

るとか、そういう、私らも行事に関してはそういう方をお願いしたりして、こう、一緒にや

っていただいてるんですけど、そこからいろんな方に、そういう地域のやってることを理

解していただいて、これを、苦労しますけど楽しみに変えていただけるような、これやっ

てることはしんどいんですけど、やはりその同じスタッフがいてるんで、そういう人間関

係でやっぱり地域事業をやっていかなあかんなと思ってますのでね。ですから、今現在は

そういうかたちでいろんな若い世代の方の意見も取り入れながら、うちの地域はですね、

一応やってるんです。それが、これがうまいこといくんかどうかはまた別として、やはり

いろんな世代の方の意見を聞きながらやっていくのが、やっぱりこれからの地域運営かな

と思ってますので、だからそういうかたちで私とかはやっていきたいなと思ってます。こ

れがそれぞれの地域事情に合うかどうか別として。すいません、以上です。  

○安藤議長 

 はい、ありがとうございました。区役所のほうから何か、案、いい知恵がありまっか。  

○吉田区長 

 いい知恵というか、まだ議論できてないことを議論したほうがいいかなというふうに思

うんですけどね。ちょっとこう、地域活動を支えるためには、あるいは担い手を増やすた

めにはどうしたらいいかっていうことをちょっと皆さんにご議論をいただいたんですけれ

ど、一方で、やっぱり地域自身も変わっていくというんですかね、時代に合わせていく必

要もあるわけでして。この商品を売るためにこんな広報しましょう、あんなことやらなあ

かんねっていうのが、ちょっと今日の前半の話だったんですけど、この商品がほんまにい
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い商品なんかっていうところを、ちょっとなかなか役所の立場からでは言いづらいんです

けども、そこに入っていかなかったら、きっとこの商品、いつまでたっても売れないと思

うんですよね。だから、もっとわかりやすく言うと、今の地域活動を本当に住民の人が必

要だと思ってるのかと。あるいは、参加しなあかんようなものになってんのかっていう、

そこの検証もしないと、きっとこの商品は今までより売れるようにはならないんじゃない

かなっていうふうに、ちょっと、ちょっと暴論ですけど、一石を投じたところで、皆さんの

ほうからもいろいろご意見いただきたいと思います。一生懸命、中でやっておられる方も

いらっしゃるし、それを傍から見ておられる方もいらっしゃるし、まったく参加してない、

そんなんあるんかっていう方もいらっしゃると思うんで、それぞれのお立場で意見いただ

いたら大変参考になります。  

○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。まだまだ時間ありますので、皆さん、ぜひ。はい、どう

ぞ。  

○石田委員 

 はい、ありがとうございます。今の区長のお話、とても、ぐっとささったんですけど、ま

ちづくりの一番必要なところっていう、本質的なところって宮﨑委員がさっきお話しして

はったところやと思ってて。助け合いの部分だったりするわけですよね。おそらく、はい。

で、そういう場面っていうのは強制的につくらないといけないものなのか、はたまた助け

ないといけない場面があって助けないといけない人が目の前にいたから助けるのか、それ

はコミュニティ形成しておかないと、ほんまにできひんことなのかっていうのは、よくよ

く考えたら別にそこにコミュニティがなくても目の前で困っている人がいたら助けるよね

っていうところの人間性というか、大阪府でいうと府民性っていうところに結びつくんだ

ったら、なんかこの一石を投じられたところに乗っかるわけじゃないですけれども、本当

に必要なところはどこにあるのかっていうのと、まちづくりっていうところの本質的な目

的っていうのを、1 回、皆さんでやっておられる中から意見が出てくると、そこの本質に、

目的の本質に合わせたところに、合わせた活動っていうのが一番マッチするんじゃないか

なと思います。僕は、宮﨑さんの今話された内容が本質やと僕は思いました。 

○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。  

○吉田区長 

 大阪市としても、平成 24 年、25 年ごろはそこの議論に大変力を入れてやりました。で、

それが住民の皆さんに伝わっているかどうかは別として、いわゆるその地域活動の本質に

ついては、もう外部の有識者も入れて徹底して議論して、理屈としてはできあがっている

わけなんですけど、なかなかそれが浸透してないっていうのはあります。  
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 で、私ばっかりしゃべってたら今日の意義がないんで、谷田さんにちょっと振りたいと

思うんですけど、地域でね、行政としては、地域活動の本質的な意味については行政なり

にいろいろ議論をしてきたんですけど、地域でね、何のためにこれが必要なんやねんとか

いう議論っていうのはされておられるんでしょうか。  

○谷田委員 

 その、行事ですか。地域の。  

○吉田区長 

 個々の、個々の行事でもいいし。  

○谷田委員 

 個々の。 

○吉田区長 

 あるいはもう、私らなんで集まってんねやろうみたいなことも含めて、どうでしょうか

ね。  

○谷田委員 

 いや、そういう議論はないんですけど、やはり、ポツポツとですね、従事者の中に入って

る方たちはそうは思わないんですが、横の意見でね、ボツボツ聞こえてくる時があります。

で、それは何かなっていったら、やはり「なんでそんなしんどいめ、してね、やらなあかん

ねん」っていうのが多いんですよね。確かに、一つの行事しようとしたら、最初は、片付け

から行きますよね、ずっと。で、本番して、また片付けですよね。その時間っていうの、す

ごく長いんで、そう思われてると思うんですけど。で、そういう意見も踏まえながらね、や

はりまた来年頑張ろうっていうふうに従事の方たちはお話をなさるんですけども。  

 一つ、どう言ったらいいんかな。ちょっと私自身も不安を感じてるところがあるのは、

「子どもだけ行かすのはあかんねん」とおっしゃる方、それはわかるんですよ、子どもだ

けでね、行事に参加さしてですね、親は来ない。遅い時間ですよ。お昼の行事はどうってこ

とないんですけど。だから、行かせへんねんっていう親がいてるんで、やっぱり、そうした

ら親御さんも一緒に来られたらどうですって言うたら、「いや、目、つけられるから」とか

ね。だから、参加したら、あの人今度手伝うてもらえるかなって、さっき仲田さんおっしゃ

ったように、こちらはそういうふうにアンテナを張り巡らしてるんですけど、相手側はや

はり引っ込み思案的な考えを持っておられる方が多いんですよね。だからそこのとこの、

まっすぐなところに持っていくのがなかなか難しいなと思ってます。  

 で、私たちの年代だったら、ボランティアはすぐにね、集まるんですよね。それがちょっ

と不思議で。時間があるかなと思ってるんですけど。意見になってます。区長の問いに。 

○吉田区長 

 そういう、なんか、意見をみんなでこう出し合って、正解はないと思うんですけれど。い
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ろんな意見が大変私たちとしては参考になります。行政的にはなんかもう、議論をし尽く

した感があって、それをどう伝えていくかなんですけれども、やっぱり地域の方々がどう

いう思いでおられるかとか、どういう議論をしておられるのかっていうのはすごい参考に

なりますので、ちょっと私じゃなくて、どんどん言っていただければなと思います。  

○谷田委員  

 で、今、食事サービスとかね、喫茶とか、女性会の活動の中で、今入ってる方たちの話の

中ではね、やはり若い子入れないかんなとか言うてるんで。今、若い子言うたって 50 代の

後半なるんで、なかなか、うーん。ここ最近 50 代の後半の方が 3 名ほど女性会に入ってで

すね、ちょっと、ボチボチとお手伝いしていただけるようになってるんですけど、そうし

ないと、年齢が上がってきてますのでね、5 人辞めたら今度 5 人入れなあかんような状態

なんですけど、なかなかそこまで正比例にいかないんですが、ボチボチ頑張っていこうか

なと思ってます。 

○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございませんか。  

○角元委員 

 はい。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○角元委員 

 僕は地元もともと大正で、最初は泉尾で育って、今は三軒家東に住んでるんですけど、

泉尾のほうでこう、地元の小学校の中でも神社のお祭りにみこしを担いでいく子と担がな

い子っていうのが差があって、みこしを担ぐ子らはすごい仲ええとかっていうので、僕は

どっちかというと行かなかったほうなんで、担ぐ子をうらやましかったっていうのがあっ

たんですよ。で、そういうのも、もしかしたら原型なんかなって、そのうらやましい、行く

っていうことで地域の活動協議会に入る、今はもう俯瞰して見たら活動協議会に入ってて、

そういう祭りに参加するっていうのを見てうらやましいな、いいな、じゃあ、入ったほう

がメリットあるやんっていうことが究極のことなんかなって今はちょっと私、今、区長の

意見を周りの方の意見を聞いて思い出したんですけど、そのメリットをどういうふうな表

現、時代は変わってうらやましいなっていうことから変わってくるのかもしれないんです

けど、うらやましいなと思ってる、今の子どもも同じ感情を持たせることができるんちゃ

うかなっていうのはちょっと思ってて、そこの手法、切り札というか何かを提示できるも

んはないかなというのは、区役所の方もそうやし、住民の方もそうやし考えていかなあか

んのかなと思ってます。で、そうですね、ちょっと話まとまらないんであとでしゃべりま

す。  
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○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございます。  

○吉田区長 

 安藤会長は議長というお立場でなかなか自らしゃべりづらいと思うんで、私から当てさ

せていただくんですけど、やっぱり何のためにというよりか、お伺いしたいことは、安藤

会長自身はどういう思いでね、こう、この地域活動、朝の見守り、夕方の見守り、それから

休みの日の行事も含めてですね、先ほど谷田さんの話で言うと、なんでそんなしんどい思

いしてはんのっていうところですよね。きっとそれが見えないと思うんですけど、どうい

う思いでやっていらっしゃいますでしょうか。  

○安藤議長 

 本当、議長としてあんまり話したくないんですけども、私、大体 36、7 ぐらいまで全然

関心なかったんです。もう飲むことに仕事、それにもう目いっぱいでしたんですけども、

子どもが地域の野球部に入ってですね、それからなんか父兄のほうの会長やってくれ言わ

れて、それからちょっと地域に入り込んでもうて、子ども可愛さにずっとやりだして、こ

れでもう何年ですか、30 何年ずっとこの地域に携わってるんですけども、やはり、まず基

本にあるのは子どもがかわいい。そやから地域、今、私、長やってますけども、やはり子ど

もの行事を中心に考えております。それでやっぱり子どもがかわいい、楽しんでくれる、

それがもうまず第一。2 番目が老人の方、見守りをさせていただいておりますけども、やは

りなかなか難しいんですね。今、谷田さんがおっしゃったように、やはり皆さん老人にな

ってます。皆さんが老人なってます。ただし、うちも今、若い子が何人かがやっぱり 50 代、

若いけどさっきも言いましたけども、40 後半から 50 代の方がけっこう今、動いてくれて

おります。それで私ども多少なりとも助かっておりますけども、やはり若者をどうやって

惹きつけるかいうのはやはり私は今、子どもをお母さん、お父さん、そのやはり、軸になっ

てくれるように動いてもらうためには、やはり子どもの喜ぶ姿を親御さんに見せてあげた

いということで、今、うちの地域はそういうかたちで動かせていただいております。あま

りまとまった話ではないんですけども、本当、基本がもう子どもということで今うち頑張

っております。 

○吉田区長 

 じゃ、どんどん当てていただいたら。  

○安藤議長 

 ほかにもうございませんか。  

○神吉委員 

 はい。 

○安藤議長 
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 はい、どうぞ。 

○神吉委員 

 ちょっと全然関係ないかもしれないんですけど、関係ないと思うんですけど、このアン

ケートの一番最初の問いを、その「公助から自助、互助、共助へっていうのを知ってました

か」っていうのにしたのはどうしてでしょうか。  

○佐々木政策推進課長  

 「知ってましたか」っていうのは、まず、我々の大きな方針としてやはり地域活動につき

ましては、地域でまずやっていただく、地域活動は本当に行政でやってくださいっていう

ものではなくて、やはり自助なり共助の世界の住民自治っていうのはあるのかなと思って

まして、それを将来ビジョンの 2022 っていうところに掲げてるんですけれども、やはり地

域の活性化を議論するうえで、この辺の考えがですね、本当に皆さん知っているのかって

いうところが、知らない中でまた議論してもですね、まずそしたら知ってもらうところか

ら始めないといけないかなと思った次第でございまして、どのくらい知ってるのかってい

うところをまず聞いたうえで、ちょっと議論展開を考えないといけないかなと思って、こ

の質問を設けた次第でございます。  

○神吉委員 

 ありがとうございます。なんか私自身は知っていたんですけど、それは区政会議に出て

たからなんですよね。区政会議出て区長がおっしゃるのを聞いて、なるほどなって思って

知ってます。で、じゃあ、この大正区に住んでる人たちがこれだけ知ってるかっていった

ら絶対知ってないじゃないですか、うん。なんかそうですね、だから、なんか、で、私のこ

れは感覚なんですけど、「公助から、自助、互助、共助へ」っていうのって、天と地がひっ

くり返るぐらいのことだと私は思うんですよね、思ったんですよ。吉田区長の話を聞いて。

で、なんか台風があったりしても、やっぱり一番に思うのは区はどういうふうなことをし

てるんだろうとかだし、コロナのことでもやっぱりこの地域はすごいとか、ここはこうい

うふうにしてるっていうことが話題になるじゃないですか。で、そういう中で、違う、違う

んだというか、まず、自分のことは自分で助けて、地域で助けていかないといけないって

いうことが前提なんだっていう考え方って、本当に天と地がひっくり返るようなことなん

じゃないかなって私は思うんですね。 

だから、さっきのそのどうやって若い人たちを担い手をっていうこともですけど、じゃ

あ、その自助っていうことになると、やっぱりこう地域とか、なんなら隣人とかですよね。

隣に住んでる人とかそういう話になってくるのかなとか、やっぱり、その地域活動うんぬ

んとかもそうなんですけど、知らせ方がすごく大事になってくるのかな、どうやったら自

助なんだよっていうことを知らせられるのかなって思います。めっちゃ伝えなきゃいけな

いことですよね。どうしたらいいんでしょうか。すいません。 



-31- 

 

○安藤議長 

 今のご質問に関して、広報のあり方についてやと思うんですけども、区役所のほう何か

ありますか。 

○神吉委員 

 なんかね、区長は、広報で一番最初に書かれてる区長の言葉の中に書いてくださってま

すよね。 

○吉田区長 

 はい、はい。 

○神吉委員 

 でも、それだけで伝わるのかな。  

○吉田区長 

 さっき石田さんとのお話の中で、大阪市も散々議論してきたんやっていうことをちょっ

と申しました。で、ここに書いてあることがまさにそのことでして、そんなにずれてない

と思うんですね。で、きっと全国どこの自治体行ってもこういうことになるんだろうと思

うんです。で、言ったら、これが正解なんですね。で、散々議論してたどり着いたのがここ

で、でも、これちょっと難しいんで、簡単に言うたらですね、うちの区では今、お互いさま

って言ってるんですよ。支えることで支えられる面もあるし、今、支えてる人はやがて支

えられる、そんなもん当たり前の話やんかと、っていうことなんです、一言で言うたらね。  

で、ところがやっぱり経済成長がうまくいったこともあって、本来人と人とで支えあう

部分が金で支えるようになっちゃったと。つまり税金入れて、公的サービスを充実させて、

それで支えあう区、社会をバーチャルにつくってしまったっていうのが過去の反省で、経

済が衰退して高齢者も増えて今までのように税金では支えられなくなった、バーチャルな

支えあいがもうもたなくなったと。だから、もとに戻しましょうっていう、ただそれだけ

のことだと思うんですね。で、それがもう全国至る自治体で一生懸命こう議論してこうい

う正解にたどり着いてはいるんですけど、問題はそこからでそれが伝わってないんですよ

ね。なぜ伝わらないかっていうのは、ちょっと皆さんと議論してだと思うんですけど、お

そらく、なんとなくはわかってるんでしょうけど、人は支えあって生きていくっていう感

覚がなくなっちゃってるんじゃないんですかね。で、もう本当にやばい瞬間に思い出すん

でしょうけれど、豊かになり過ぎちゃってて、支えられないと生きていけない場面が非常

にこう、少なくなってしまっていて、日本人の心からしたら当たり前のことがこう、忘れ

去られているというところになんか本質的な原因があるわけでして、そこじゃないかと思

うんです。これを伝えるのに SNS 使うとか、広報紙使うとかそういう話じゃなくって、こ

こに書いてあることの本当の意味をいかにこう、熱く伝えるかっていうか、そういうこと

が求められていると思うんですね。それで私、安藤会長に「なんでやってはるんですか」っ
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て聞いたんがそれなんです。  

で、きっと私たちがテレビ見てて、なんか支えあいが必要やなってあらためて思う瞬間

っていうのは、いろんな人がテレビに出てきて、自分はこういう思いでこの人と付き合っ

てきたんやとか、このスポーツやったんやとか、ボランティアやってるんやっていうのを

なんか自分の生の言葉で心からの叫びを聞いた時に、そうやったんやっていうふうに私な

んかは思うんですけど、きっとそういう瞬間がとても少ない。それをこう増やしていくっ

ていうことが大事なんちゃうかなっていうふうには思います。非常にこう漠とした話なん

ですけれど、そこがなんか本質的な解決の第一歩であるような気がしてますけど、違いま

すか。 

○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。それでは、住民自治の活性化について議論して

きましたが、行政サイドからオブザーバーとして石田大正消防署署長も来られております

ので、防災の観点から何かアドバイスやご助言はありますでしょうか。  

○石田大正消防署長 

 突然振られましたんで、すみません。今日は私 4 月 1 日付で大正消防署署長に着任しま

した。で、2 か月間コロナということで全然外へも出られずやったんですけど、今日、この

席にアドバイザーというかたちでね、参加させていただいたんですけど、いろいろ区民の

中のお話を聞かせていただくすごく勉強なりました。で、これからもっともっと大正区の

勉強をしていきたいと思っておりますんで、またよろしくお願いします。はい、以上でご

ざいます。 

○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございます。  

 住民自治の活性化の議論はただちに答えが出るものではなく、今回で議論が終わるとい

う簡単なものではございません。本日の議論でいろいろなご意見などもお出しいただきま

した。ここで出た意見、議論なども踏まえて、各機会のあるごとに地域まちづくり実行委

員会などでもご議論いただければと思っております。また、できれば地域役員でない方に

も参加していただけるようお声がけをいただき、地域全体で議論をいただければと思って

おります。 

 また、区長の挨拶でもありましたように、現在、新型コロナウイルス感染症予防のため、

新しい地域活動のあり方が求められており、住民自治の活性化にも資するものではないか

とも考えております。今回の議論も踏まえて、新しい地域活動のあり方についても今後の

区政会議の場で議論を行っていけたらと思っております。  

 質問、意見などがなければ本日予定されている議題は以上で終了いたしました。皆さま

には、議事進行にご協力いただきありがとうございました。  
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○佐々木政策推進課長  

 安藤議長、ありがとうございました。  

 ここで、区役所のほうから何点かご報告させていただきたいことがございます。【書類番

号 6】「令和元年度大正区区政会議委員評価シート」。そして、【書類番号 7】「区政会議に関

するアンケート」机の上に置かせていただいてあるかと思います。ご準備いただけますで

しょうか。 

 【書類番号 6】の「令和元年度大正区区政会議委員評価シート」につきましては、令和元

年度の大正区の運営方針について本日のご議論も参考にして、委員の皆さま方に評価して

いただくものでございます。いただいた内容につきましては、次年度に運営方針の策定の

参考とさせていただきたいと思いますので、何卒ご協力よろしくお願いします。  

 あと、【書類番号 7】「区政会議に関するアンケート」につきましては、区政会議の運営に

ついて皆さまのご意見を伺って、今後いろんな改善等も行っていきたいと考えております。

この【書類番号 6】【書類番号 7】ともに 6 月 26 日の金曜日までにメールや FAX また郵送、

もしくはご来庁の時にご持参いただくなどご提出のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 あと、最後に本日のご意見シートということで、令和 2 年度第 1 回大正区区政会議のご

意見シートも一緒に配布させていただいておりますけれども、本日の会議で発言できなか

ったこととか、また振り返ってですね、こういった意見や質問したらよかったなというよ

うなことがございましたら、これにつきましても 6 月 26 日金曜日までにメール、FAX、郵

送、もしくは来庁の際にご持参いただけたらと思っております。ご意見シートへの記載い

ただいた内容からまたこういった区政会議の議題とすることもございますので、忌憚のな

いご意見のほどよろしくお願いしたいと思います。  

 それでは、最後に区長の吉田よりお礼のごあいさつを申し上げます。  

○吉田区長 

 皆さん、今日も長時間、誠にありがとうございました。どうして今日のような議題設定

になったかというと、区政会議のこれまでの議論で防災とか福祉とかいろいろやってまい

りましたけれども、度々、地域の活動が重要であるというご意見を賜ってまいりました。

それと同時に、そうは言っても担い手が不足しているとか、地域活動を新しくしていかな

いといけないとかっていうさまざまな悩みも同時にこの区政会議で出されたわけでござい

ます。そこでじゃあ、一度地域活動っていうものをテーマにしてみんなで意見出し合った

らどうかってことで今日に至ったわけでございます。  

どうだったでしょうかね、今日の議論はどうだったでしょうか。私としては、皆さんが

生で考えておられることが今日いろいろ出ましたので、今日はもういきなり感がありまし

たのでね、いくら資料をお配りしたからとはいっても、ほかの委員さんの話を聞くのは今

日は初めてで、で、それを聞いて思い出されたこともあると思いますから、また整理しま
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してどういう論点があるかっていうのを整理した上でまた機会がありましたら、ぜひこの

ような議論をさせていただければもっと有意義な時間になるんじゃないかなと思っており

ます。 

 コメントからも何点かございます。一つは地域活動協議会のことでございます。大正区

では「地域まちづくり実行委員会」っていうふうに呼んでおりますが、それの意義なんで

すね。で、まさにコミュニティ活動の活性化の切り札として、平成 24 年に考えて、平成 25

年度からこの地域活動協議会っていうのを大阪市で導入をいたしました。一部、川上会長

のアンケートの中にもありましたけれども、まさにこの場で一つの地域活動団体だけじゃ

なくって、あらゆる地域活動団体が切磋琢磨して寄り添いながら、団体間のコミュニケー

ションを充実させてアンテナを張り巡らせていくと、それがその新しいコミュニティ活動

のためには必要であろうということで切り札として導入いたしました。なかなか地域の活

動なんてそんな急には変われませんので、導入してからまだ 7 年、8 年ぐらいでして、も

っと先が長い話なんだろうなとは思いますが、この道はおそらく間違ってないというふう

に思いますので、さらにこれに磨きをかけてやっていきたい、やっていかなきゃいけない

なというふうに思いました。地活協ごとに SNS 作ったらどうかっていうご意見もありまし

たので、もっともっとこの活動を充実させていきたいと思ってます。  

 大正区におきましては、昨年度の前までは、これを 24 区ではちょっと違ったかたちで補

助金ではなくて委託金でやっておりました。ようやく、ほかの区と同じようなかたちにな

ったのが昨年の 4 月でございますので、こっからが勝負だと思っているので、真の地域活

動協議会になっていくようにしっかり頑張っていきたいと思ってます。ほかの区役所と比

べての課題は、ようやくお金の使い方等についてはご理解をいただいているわけなんです

けれども、やはり民主的運営っていうんですかね、みんなで話し合って公明正大なプロセ

スを経て、そしてこう、地域として恥ずかしくない、これがこの地域で決めたことなんや

ということを言えるような、それは私たち難しい言葉で民主的運営って言うんですけれど

も、そこのところはほかの区と比べると大正区はちょっと若干弱いところがあるので、そ

こに課題意識を持って、引き続き皆さんのこの地域活動協議会の活動をサポートしていき

たいとこのように考えおります。それが仕組みの話です。  

 で、今日大事な論点として出たのが中身の話なんですね。で、木村委員のアンケートに

もございましたけど、やっぱり、一番大事なのはやりがいなんじゃないかなっていうふう

に思っていまして、支えることが支えられる側面っていうのがあります。で、そういうそ

のボランティア活動とか地域活動のやりがいっていうところをもう一回こう、見つめ直さ

ないといけないんじゃないかなと思います。やってるうちになんかこれが仕事みたいにな

っちゃってて、やることになってるからやるみたいになってしまっていて、それが神吉さ

んがおっしゃる楽しくない、面白くない地域活動になっている部分っていうのがあって、
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わははと笑うような楽しさじゃなくって、本来人を支えるということはやりがいをもって

やる活動なはずなんですね。  

だからどうしたらいいかっていうことなんですけれども、今日安藤会長にもはからずも

お答えいただいたんですけど、なんでこの活動をやっているのかっていうね。行政職員っ

ていうのはやることになってるからやってるだけの話なんですけど、地域のボランティア

の方々っていうのは何かきっかけがあったと思うし、なんか思いがあって支え合い活動を

やっておられると思いますので、そういうなんか思いをお一人お一人からこう、聞きたい

なというふうに思いました。で、お名前出すかどうかは別にしてみんながどんな思いでや

りがいを持って、どんな気持ちでやり始めたか、今、一生懸命やっているかっていうこと

をできるだけ多くの方々に知っていただくっていうことがこれから必要になるんではない

かなと思いますので、次回こういう場がありましたら、やっぱりこう、皆さんの胸にたぎ

っている熱い思いとかいうのを聞いて、それをできるだけ多くの方々と共有していくって

いうことをやらないといけないかなっていうふうに思ってます。  

 最後に区長としての反省なんですけれども、いろんなこう、統計を取っていて、区役所

の広報が進んでるいうて区民が考えている割合が高い区役所の傾向として、やっぱり区長

が直接話を聞いてるとか、「区長が直接」っていうのが割と評価高い区役所っていうのは、

区民の役所の広報に対する評価も高いんですね。で、私としては例えばですけど、各地域

に行ってこういう席を設けられてお話するっていうことはよくやってるんですけど、そう

じゃなくて、ぷらっとまちに出て行って青空タウンミーティングみたいなのを予告なしで

やってみたりとか、あるいは道ですれ違う人から聞いてみたり、話を聞いたりとか、そう

いうことはおそらく広報力のアップにつながる一番の早道だと思っていまして、そこがま

だ十分できていないかなと思っているので、力の限りやっていきたいと思っています。 

何を本質的に言いたいかというと、きっと大正区役所でも掲示板作ってそこで区役所の

皆さん方同士で意見を戦わしたらどうかとか、SNS も今のところ行政の SNS って一方通

行なんですよ。コメント入れられないようになってる。双方向のやりとりをルールとして

やらないことになってるんですね。そういうのも解禁しようとかこう、考えてるんですけ

ど、きっと「意見言うてください」って言うたら意見って出ないんですよ。今日もそうなん

ですよ、皆さんお一人お一人と話すと、もうちょっとええ加減帰りたいなぐらい、だーっ

とこう、意見を言ってくださる方ばかりなんですけれども、「はいどうぞ」って言われると、

意見って出ないものなんですよね。だからそこにポイントがあると思っていて、「意見言う

てください」、「意見聞きました、はいこれ実現します」とかいうんじゃなくって、先ほど敷

居を下げるっていうお話がありましたけど、本当にナチュラルに触れ合えて、生の声をお

聞かせいただくという場を、仕組みじゃなくて気持ちとしてどんだけ増やしていけるかっ

ていうことが勝負だと思いますし、私だけじゃなくて、そういう職員が二人いれば 2 倍、
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3 人いれば 3 倍になっていきますので、区役所職員一同そういう気持ちで、日々の出会い

と会話の中で広報の本質的な学びがあるんだという気持ちでこれから頑張っていかなあか

んなっていうふうに、今日の皆さま方のお話を伺って思った次第でございます。まだまだ

至らない点あると思いますけれども、地域活動支えるために、支える思いはとても強く持

っているんですけれども、そういう思いをいい方法論に変えるために頑張っていきますの

で、どうか引き続きご支援ご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は誠に

ありがとうございました。  

○佐々木政策推進課長  

 それでは、本日の区政会議はこれをもって閉会させていただきます。次回の区政会議は

9 月 29 日火曜日となっておりますので、ご出席のほどよろしくお願いします。なお、お帰

りの際、1 階出入口は閉鎖しておりますので、2 階駐車場の玄関口からお願いいたします。

また、密集を避けるため、会議終了後のご退室に際しまして特段のご配慮よろしくお願い

します。 

 本日、雨等で傘などお持ちの方、お忘れ物なきようよろしくお願いします。本日は遅く

までありがとうございました。  

午後８時 33 分閉会 


