
令和２年度第１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

・書類番号２「委員からの事前質問・意見に対す
る回答」項番1-1について、
TUGBOAT_TAISHOを区民がどれくらい利用し
ているかを調べないのか。
・リアルタイムでの確認（現地での確認）という
方法は考えていないのか。
・当事業は、まちの活性化という目的のもと行っ
ていると考えられるため、そうした分析はぜひ
行ってほしいと考えている。

角元委員

〔政策推進課　佐々木課長〕
・区民意識調査を活用し把握しようと考えている。
・現地での確認となると事業者の協力は欠かせない。一方区民
意識調査だけでは、調査対象が限られるため、来場者の把握や
分析については、事業者と相談の上進めていきたい。

・来場者の把握等について、改めて事業者へ協力を依頼いたしました。今後、調査
方法の検討を進めたうえで、来場者の把握に協力いただけることを再確認しており
ます。
・新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、今年度中を目途に、事業者に
よる来場者把握で得られた情報をもとに、事業者と連携のうえ分析等を開始し、次
年度以降についても経年比較ができるよう、継続的な調査・分析を進めてまいりま
す。

政策推進課
（政策推進）

2

・書類番号２「委員からの事前質問・意見に対す
る回答」項番1-3について、新型コロナウイルス
感染症の影響があると思うが、地区防災計画（津
波編）の策定をどのようなスケジュールで実施し
ようと考えているか。
・7月中旬以降ということであるが、地域でその
準備が整っていないところもあるので、各地域と
コミュニケーションを図りながら進めてほしい。

川上委員

〔政策推進課（地域活動支援）　橋本課長〕
・地区防災計画については、これまで区役所で案を作成し、各
地域で検討、内容の追加などを行った上で、各地域で策定いた
だいている。今年度の津波編については、早ければ7月中旬ご
ろまでに、区役所の案作成を完了し、各地域にご説明したいと
考えている。

〔吉田区長〕
・大正区がめざすところは地域防災と地域福祉の一体化。新型
コロナウイルス感染症の影響により、スケジュールの問題もあ
るが、地域福祉における要援護者支援のやり方についても、直
接対面しない、大きな声を出さなくても助けることができる方
法がないか、区社会福祉協議会を中心に調べていただいている
ところであり、しっかり対応していきたいと考えている。

・地区防災計画（津波編）については、各地域と日程調整を行い、7月末から8月末
の間で区役所が作成した素案を説明する予定です。その後、9月から11月にかけて
各地域でご検討をいただき、11月から12月にかけて各地域へ最終案をお示しし、
1月に各地域において地区防災計画を決定していただく予定です。また、新型コロ
ナウイルス感染症対策として、必要となる物品（マスクやアルコールなど）を災害
時避難所へ順次配備するとともに、地区防災計画（津波編）【素案】の説明に合わ
せて、発災時における避難所開設マニュアルを全地域へ説明するなど、取組みを進
めています。
・大正区では、日ごろから顔見知りになり、気にかけて、声をかけるなどの見守り
活動と、災害が発生したときの避難支援を地域ぐるみで、一体的に行える仕組みで
ある「要援護者支援システム」に取り組んで、地域における見守り体制づくりの働
きかけ等の支援を大正区社会福祉協議会に委託し、その業務中で「要援護者名簿」
を作成し、大正区役所と個人情報の取扱いについて協定を結んだ地域団体に提供し
ています。
・現在、区内2地域と協定を締結しており、残りの8地域については、令和3年度末
までの協定締結に向け業務を進めています。
・また、緊急時や災害が発生したときの要援護者への避難所での配慮など、より円
滑な支援ができるよう個別支援プラン策定に向けた支援にも取り組んでおります。

政策推進課
（地域活動支
援）

保健福祉課
（福祉）

【ご意見シート】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

3

尻無川河川広場の店舗について、中高生にとって
確かに料金高い、一度行けば２回は行かないと思
う。地元の店舗に限定してはどうか。落ち着いて
食事ができない店舗もある。他人に進めるのは個
人的にどうかと感じている。

宮崎委員

「TUGBOAT_TAISHO」の店舗については、事業者が、自ら定めるコンセプトに
より飲食店舗を募集しているところであり、飲食店舗の中には大正区で操業してい
た店舗も複数入居している状況です。事前質問でもありました料金設定も含め、貴
重なご意見として事業者にお伝えさせていただきます。

政策推進課
（政策推進）

4

・議長（副議長）が会運営に従事し、意見・質問
を述べることができない事は、もったいないと思
う。
・自主的に手をあげることは少ないが、話を振ら
れると意見される委員が多いので、現行の会議運
営で行うのであれば、全員が順番に意見できる方
法に変更するほうがいいと思う。
・区政委員のみのミーティングが必要。課題・議
題を精査すれば、もっと活発な議論ができるので
はと考えている。それには区政委員のモチベー
ションアップが必要だが。

角元委員

・議長（副議長）が会議内で意見を述べることを制約する規定はございませんの
で、いただいたご意見を参考に、次回会議開催時までに、会議を主宰いただいてい
る議長とも相談し、委員の皆さま全員がより活発に意見できるよう、引き続き会議
運営の充実に取り組んでまいります。
・また、区政委員へのアンケートでは「意見を述べるために前提となる区の現状や
行政のしくみ等について知識が不足している」というご意見も一部の委員からいた
だいております。今後より活発な意見交換をいただくため、委員同士の議論の場を
設ける前に、会議前後以外の時間を活用して、定期的に区の現状や行政のしくみ等
の情報提供を行うなどの委員の知識向上を図る方策を今年度中に検討してまいりた
いと考えております。

政策推進課
（政策推進）

議
題
１
　
「

令
和
元
年
度
大
正
区
運
営
方
針
」
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振
り
返
り
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意見内容 委員名 回答 対応 担当課

5

・角元委員の発言にもあったとおり、区民の意見
が精査され実現したり、仮に実現しない時にもそ
の理由を何らかの形で知らせることができればい
いなと思う。例えば、区広報紙で「この声、どう
なった？」といった特集を組むなど。
・行政が行う広報のやり方に限界があることは理
解しつつも、「公助から自助へ」という考え方の
周知も合わせ、行政が行う従前の広報を中心とし
たやり方に革命を起こす時ではないかと感じるこ
ともある。そのために、自分が出来ることがあれ
ば、なんでも言ってほしいと考えている。大正区
の役に立ちたいと思っている。

神吉委員

・これまでも、市民の声については速やかに回答を行うとともに、市ホームページ
に掲載しするなどして区民の皆様へのフィードバックを行ってまいりましたが、ご
指摘のとおりより一層わかりやすくお知らせすることが大切と考えます。
　そのため、区役所に多く寄せられるご意見やお問合せなどをピックアップし、取
組み状況などの情報を取りまとめたうえで、区役所内掲示板や区ホームページにお
いてご意見やお問合せなど、わかりやすくタイムリーに掲載するとともに、区広報
紙などにも定期的に掲載してまいります。
・新たな手法を用いた広報・情報発信については、SNS（フェイスブック・ツイッ
ター）で、どなたでも大正区関連の記事をアップする際に「#WELOVE大正区」を
つけて情報発信をしていただくと、大正区役所の公式アカウントでシェアやリツ
イートを行い（※条件があります）大正区の魅力を広く拡散していく手法を試みて
います。さらに、広報紙5月号より「#WELOVE大正区」をつけて発信した記事を
広報紙で紹介させていただいております。これについては、区民より「私もやって
みたい、どうすればよいか？」と問い合わせがあり、関心を寄せていただいており
ます。今後も、SNSや広報紙、区ＨＰなどを利用した新たな区民参加型の情報発信
について検討していきます。
・自然災害が発生すると、発災直後の公的機関の活動（公助）は著しく制限される
ため自分自身で何とかしなくては、災害を乗り切ることは非常に困難なことから、
「自分の身は自分で守る」という自助を意識して行動することが必要です。「自
助」の重要性の周知については、広報紙やツイッター等のSNSを利用した広報のほ
か、地域における地区防災計画の説明会等、機会を捉えて住民に浸透させていく努
力を続ける所存です。
また、今後、「自助ガイドライン」を作成し、HPや広報紙による周知を行い、個人
や家族単位で日頃からの災害に対する備えや災害時の行動等、「自助」の理解をよ
り深めていただけるよう取組みを進めていきます。

総務課

政策推進課
（政策推進）

政策推進課
（地域活動支
援）

【区長発言】

〔冒頭あいさつ〕
・区政会議は、ニアイズベターの観点から権限と予算が拡大したものの、選挙で選ばれたわけではない行政区の区長をチェックするという大きな役割がある。会議にあたり、事前資料の読み
込みなど、会議前からご尽力いただき感謝している。
・コロナウイルスの感染状況については、第一波が収束したと考えていたが、再度区内で感染者が出たこともあり、第二波の始まりにならなければいいなと考えている。今後も感染リスクを
備えつつ、日常生活を並行して進める「新しい日常」というステージに入ったと認識している。
・「新しい日常」において行政やコミュニティ活動は、住民を対象とする以上、予防対策をきちんと行う責任がある。従前のやり方、つまり、可能不可能の判断を行うやり方で考えるとピン
チではあるが、どうすれば出来るかという観点にたつことで、新しい方法や新しい担い手の参加が促される可能性もあり、チャンスと捉えることもできる。本日の議論の内容とも相通じる部
分でもあるため、その点も含め真摯なご議論をお願いしたい。

〔会議終了後のあいさつ〕
・本日は区政会議でのこれまでの議論を踏まえ、地域活動に絞った議論をいただいた。委員の生の声を聞くことができたが、唐突な印象もあったかと思うので、論点を整理し、機会があれば
またこうした場を設けていきたい。
・地域活動協議会は、あらゆる地域団体が切磋琢磨しながらコミュニケーションを密にすることで、新しい地域活動が切り拓かれるということで、８年前に本市で導入された。大正区におい
ても補助金化して１年がたち、今後民主的な運営に課題を残しつつも、活動の充実にむけサポートを続けていきたいと考えている。
・本日の議論により、地域活動のような人を支える活動にはやりがいが必要だと感じた。地域活動が義務的なものになってしまうのはどうかと感じる。本日安藤委員にお答えいただいたが、
地域活動に従事されるおひとりずつに、どういう想いややりがいをもって地域活動をやり始めたかをお聞きしたいと思った。それを多くの人に知ってもらうことが重要だと感じるので、次回
こうした場ではそういう想いを共有できるようにする。
・広報については、区民の生の声を双方向のやり取りの中でどれだけお聞きできるかによって、広報の満足度が変わってくると考えている。会議の場や意見を聴取する仕組みの話ではなく、
区長自らが直接的に多くの区民とふれあい、意見をお聞きする場を増やしていきたいと考えている。
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令和２年度第１回区政会議　議題2「住民自治の活性化」にかかるご意見について

【主なご意見と活動の支援にかかる区役所の考え方】
集計 主なご意見 活動の支援にかかる区役所の考え方 担当課

・地域まちづくり実行委員会が地域課題や地域ニーズを把握
しながら新たな地域住民の参加･参画へと繋がる地域活動を
自律的に実施できる状態となるよう、10月開催予定の地域
まちづくり実行委員会委員長会等で他都市の好事例(ベスト
プラクティス)の紹介や共有を図りながら、まちづくりセン
ターを活用し担い手の確保に向けた支援を行っていきます。

・自助、互助、共助の線引きが難しく、それらを区民にもっ
と意識してもらうべく、周知を行うことが重要。

・｢自助｣、｢互助･共助｣の仕組みについては、「自分たちのまちは自
分たちで守る」ことの必要性を区民の皆さんに認識いただけるよう、
2019年8･11･12月号、2020年9月号のこんにちは大正で掲載し
ているように、広報誌やSNS等を通じて引続き発信してまいりま
す。

2

2

・まちづくりについても、その道のプロに入ってもらう、若
い人の意見を聞くなどして、自分達の地域活動に反映させる
というやり方を行うことが重要だと思う。

・大阪市では、地域公共人材(様々な知識、ノウハウを持っ
た人材)によるサポートを無料で実施しており、当区におい
ても各地域への補助金説明会等を通じてメリットを周知して
いるところです。
・外部のサポートを受けるにあたっては、各地域が｢スロー
ガン｣｢ビジョン｣｢課題｣を共有し、めざす方向を明確にする
ことが必要であることから、引き続き各地域が自律的運営に
向けて取組を進めていけるよう、まちづくりセンターを活用
し支援を行っていきます。

政策推進課
（地域活動支
援）

・SNSを活用した発信や、埋もれている意見を掘り起こすこ
とは、今後の担い手不足の解消に有効だと考えている。
・SNSの開設により、地域内の一つの共通認識ができ、結び
つきが強まるなど新たな従事者獲得の入口になりうるので
は。

・地域まちづくり実行委員会の広報にSNSを導入すれば、各
地域の｢スローガン｣｢ビジョン｣｢課題｣の見える化や、地域活
動をより多くの人に知ってもらうことができるため、より一
層地域のつながりを充実させるとともに、新たな参加者の増
加や担い手の発掘にも繋がることが期待できると考えている
ことから、まちづくりセンターを活用し、取組の支援を積極
的に進めています。

・困っている人を助ける経験を組織的にコーディネートでき
る体制があれば、多くの人が入り込むきっかけを持つことが
できるのでは。
・やりたいと思わせる何かを伝えるために、行政だけでなく
地域、住民がその方法を考えることが必要ではないか。

・各地域まちづくり実行委員会において、より一層自律的な
運営を進めていくための貴重なご意見として、9月開催予定
の地域まちづくり実行委員会委員長会等で各地域にお伝えさ
せていただきたいと思います。

・実際に地域活動をやっておられる方々から意見が出てくる
と、その本来の目的に合わせた活動ができるのではないかと
思う。
・地域活動を行う理由は子どもがかわいいから。参加する姿
を通じて地域活動への理解を深めてもらうことが有効だと考
えている。

・各地域まちづくり実行委員会では、各地域の｢スローガン｣｢ビジョ
ン｣｢課題｣を基に目的を持って活動していただいており、活動内容に
ついては、参加者アンケートや従事者による振り返り等によりPDCA
を行い、より地域ニーズに即した活動へと繋げていただいていると考
えております。
・各地域まちづくり実行委員会がコロナ禍における新しい生活様式を
踏まえつつ、既存事業のブラッシュアップや見直しを自律的に進める
とともに、SNS等を活用した広報を導入し積極的にメッセージや地
域活動の告知などの情報発信を行えるよう、引続きまちづくりセン
ターを活用し支援を行っていきます。

・子どもと親が一緒に地域活動に参加し、子どもに気づきを
与えることが、担い手の確保への一歩になると考えている。

7

5

分類

・広報に関すること

・従事者のやりがいに関すること

・地域活動の内容に関すること

・きっかけづくりに関すること

4

3

・外部の力の活用に関すること

・自助、互助、公助に関すること
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【ご意見の要旨】
（地域活動の担い手不足の原因について）

分類 発言者
角元委員

橋本課長

角元委員

橋本課長

2

・従事者のや
りがいに関す
ること

・地域活動の
内容に関する
こと

木村委員

神吉委員

佐々木課長

神吉委員

佐々木課長

吉田区長

角元委員

村田課長

角元委員

村田課長

・職員がつけているストラップのデザインは、神吉さんが行ったものであり、他にも制作を考えている。コロナの影響でストップしていたが巻き返
して面白いことをやっていきたい。

・神吉さんのように当事者意識をもち、大正区を盛り上げたいと考えている人はたくさんいると思うが、そうした人が意見を投げかけられる、目安
箱のようなシステムが大正区役所にはあるのか。
・例えば区政会議委員であるから、本日の資料のように自分の意見が公表され、区役所からの回答もあるが、そうじゃない人の思いなどは埋もれて
いることも多いと感じており、そうした声を反映できれば、もっと大正区がよくなるのではと考えている。

・ひとつの方法は区役所に直接ご意見を伝えていただくこと。もう一つの方法としては、HPなどを経由し、市民の声としてご意見をいただくことが
ある。
・それに加え検討していることが、SNSのアンケート機能を活用した意見の吸い上げを行いたいと考えている。ただ当役所区のLINEアカウントに
ついても、登録者が300人程度であり、皆さんにもご登録をいただきたいと考えている。

・区役所がLINEやTwitterなど多くの媒体を通じ情報発信していることを知らない区民が多いと思う。民間企業であれば、LINEの登録者が少ないの
であれば、追及されると思う。
・区役所に意見を伝えても、回答をもらえるケースが少ないため、反映されているか疑問に感じている人が多いと思う。そこでSNSを活用し、意見
と回答が見える化することができれば、当事者意識をもった区民が増えていくのではないかと考えている。

・昨年度より、各地域で区役所に対する要望をまとめていただき、区役所から各地域に回答をさせていただいている。地域課題に関連することは、
お住まいの地域から課題として挙げていただければ、その地域に回答させていただく。

・行政だけの課題ではなく、地域住民全体の課題であり、みんなでアイデアを出し合い解決する課題と考えている。
・自分自身が、地域活動を行うことで自分のニーズが満たされると感じたことがないので、その取っ掛かりの部分については教えてほしいという気
持ちがある。
・ただ、地域活動は助け合いの部分もあると考えており、人は困りごとを助けることで、やってよかったなどの満足感を得られたりすることを見聞
きするので、それが地域活動に入るきっかけになるのではとも考えており、困っている人を助ける経験を組織的にうまくコーディネートできるよう
な体制があれば、多くの人がまちづくりに入り込むきっかけを持つことができるので、そういう体制があればいいなと感じている。

・人が動く原動力には、何か面白そうだなとか、楽しいという気持ちが欠かせないと感じている。行政の発信する内容に、そうしたものが伝わって
こない。
・行政や地域活動などに、より一層目を向けてもらう方法として、行政や地域の輪の外にいる、例えば私のような存在が、行政や地域のやっている
ことを面白く紹介することによって人の興味を引き、その面白そうなことが実は行政や地域の活動だったという風な、発想の転換が図られるかなと
感じた。また大正区にはそうした面白いことや楽しいことがいっぱいあると思っている。

・広報という観点で現在行っていることであるが、「#WELOVE大正区」をつけ、SNSで投稿していただく呼びかけを行っている。行政だけでは
伝えきれない大正区の魅力を発信してもらう取組で、さまざまな人を巻き込み、大正区の魅力を伝えていきたい。

・「#WELOVE大正区」は知っていたが、これをつけて投稿したことがなかったので、今後は積極的に行っていきたい。

・ありがとうございます。区政会議委員の皆さまにおかれても、ご自分の発信あるいは周りの人への周知などに協力いただければと考えている。

・各地域まちづくり実行委員会では、SNSを活用しているのか。

・各地域まちづくり実行委員会でSNSを使用しているという報告は受けていない。

・大正区役所ではTwitterなどを活用しているが、それを各地域まちづくり実行委員会に落とし込むことは考えていないのか。

・今年度、まちづくりセンターと連携し、SNSの活用を各地域まちづくり実行委員会に働きかけていこうと考えている。

内容

・広報に関
すること

・従事者の
やりがいに
関すること

・広報に関
すること

・きっかけ
づくりに関
すること

・広報に関
すること
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1
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分類 発言者
宮川委員

石田委員

佐々木課長

6
・広報に関
すること

川上委員

7
・広報に関
すること

谷田委員

（地域活動の担い手確保の方策について）
分類 発言者

石田委員

吉田区長

角元委員

9
・きっかけ
づくりに関
すること

宮崎委員

10
・きっかけ
づくりに関
すること

仲田委員

11

・外部の力の
活用に関する
こと
・地域活動の
内容に関する
こと

川上委員

・地域活動の専門的機関として、地域住民と行政の間に中間支援組織がある。大正区ではまちづくりセンターと呼称している。品質は別として仕組
みとしては存在するが、これまでは補助金化の移行期で、組織体制の構築に注力してしまっていたところがある。
・今後は各地域まちづくり実行委員会によるSNSの活用などを起爆剤に、手続き面から活動や広報の充実に力がそそがれると期待しているが、大阪
市全体でこのような状況であるのが現状である。
・今後こうした動きを大きくするには、公金を注入してという部分では今で限界なので、地域活動に専門的な知識を持っておられる方が、地域ボラ
ンティアの方と肩を並べ、地域に入り込む、または地域はそれを受入れることが次のステージになると思う。

・SNSの開設により、拡散することが目的ではあるが、地域内の一つの共通認識ができ、結びつきが強まったり、新たな従事者獲得の入口になりう
るのではと期待している。

・地方出身の方が、違和感なく地域行事に参加できるかというと疑問に感じることがある。地域に溶け込むことは時間がかかると思うが、すぐに溶
け込めるまちづくりができることを願っている。
・私は2歳から20歳までの子ども17人と共同生活を送っており、地域の原型と感じることがある。子どもと親が一緒に地域活動に参加し、親が率
先して動き、子どもに気づきを与えることが、担い手の確保への一歩になると考えている。

・地域活動従事者の年齢層が上がってきており、若い人を確保することが課題となっている。アンテナを張り巡らせ、PTAの役員の方に声掛けする
などしているが、もっと多くの若い方の参加を望んでいる。

イベントなどの事業の参加者を増やしたり、イベントについては専門的知識を持った方にお願いをしたりしているので、それらを活用して、若い人
をはじめとしたさまざまな人の意見を聞きながら、自分たちの地域活動に反映させることが重要だと考えている。

・広報の仕方について、イベントなどの各事業の広報だけではなく、地域活動の従事者を増やす広報についても、自分の地域で取り組んでいきたい
と考えている。

内容
・SNSの発信においてもプロが作らないとバズる（インターネット上で多くの人の注目を集める）ことができない。まちづくりについても、その道
のプロに入ってもらうというやり方を行うことが重要だと思う。

内容
・私もSNSを活用した発信や、埋もれている意見を掘り起こすことは、今後の担い手不足の解消に有効だと考えている。
・LINEの登録者数が少ないことについて、登録する側のメリットを打ち出していくことも重要だと感じている。

・SNSの活用や登録者の拡大ということは、他でもよく議論されるが、登録者数に関しては全体の5％が限界。大正区役所のSNSのフォロワーは
3,000人程度ということで、今の時点で限界に達しているので、ここからは増えないと思う。これに注力しすぎて他の重要な広報がおろそかになる
という例もみられるので、SNSも含めた総合的な戦略を練る必要があると思う。

・LINEの登録者数については、開始時期が最近であり、また、当初は子育て世代への情報発信に絞っていたこともあり、今後も登録者拡大に向け広
報紙などでPRしていくが、登録者の限界値なども含め、総合的な広報戦略については検討を重ね取り組んでいきたい。

・地域行事については、地域まちづくり実行委員会が設立してから、各行事でアンケートをとるようになり、参加者を増やすために意見聴取を行っ
ているが、現状それにとどまり、地域活動の従事者を増やすという局面に至っていないのが現状。
・各地域の広報も紙媒体が中心であるが、今後SNSの活用は必要と考えているところも多いと思うので、本日の意見を地域に持ち帰り検討したい。

・広報に関
すること

・外部の力
の活用に関
すること

・地域活動
の内容に関
すること
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分類 発言者
吉田区長

石田委員

吉田区長

谷田委員

13
・従事者の
やりがいに
関すること

角元委員

吉田区長

安藤委員

神吉委員

佐々木課長

神吉委員

吉田区長

（ご意見シート）
分類 発言者

16
・自助、互
助、公助に
関すること

宮崎委員

17
・広報に関
すること

神吉委員 ・委員の皆さんの貴重な本音が少し聞けたため、とても有意義な会議だったと感じている。
・区長の発言で「自分自身で街へ出て直接意見を聞く」という発言があり、イメージと異なり驚いたが、とてもいいことだと思う。

・書類番号4に書かれている内容については、全国あらゆる自治体で導き出されている正解だと考えている。当区では「お互いさま」と表現してい
る。本来人は支え合うことが当たり前であるが、経済成長とともに税金により公的サービスを充実させることで、その当たり前が消失してしまっ
た。経済が衰退し、それをもとの状態に戻しましょうということであるが、それが伝わっていないのが現状。なぜ伝わらないかについては、人は支
え合って生きていくという感覚がなくなっているのではと考えている。それをいかに熱く伝えるかということが求められていると考えている。

内容
・地域における担い手不足について、日本は平和で住みやすく、大きな災害以外特に支援を求める事もなく大阪は阪神淡路大震災後穏やかに過ごし
ている。自分たちの町は自分達で守る地域社会の構築は年月とともに薄らいでいるように見られる。
その反面生活に支援が必要として集団生活をしている人達は担い手としてその中で、活動しながら集団を支えている。学校においても担当を選出し
て維持し、生徒会が担い手の一員として活動している。
何故か地域の担い手不足に不安がみなぎる。担い手を募集しながら担い手育成して行く必要があると個人的に考える。

内容
・地域も実態に合わせて変わる必要があると考えている。今の地域活動が住民にとって本当に必要なものなのか、あるいは義務的なものになってい
るのかの検証も必要だと考えている。

・まちづくりの本質的な目的を考える必要があるのではないかと考える。私は宮崎委員の意見にある助け合いの部分だと思うが、それはコミュニ
ティの形成がないと達成できないものなのか。実際に地域活動をやっておられる方々から意見が出てくると、その本来の目的に合わせた活動ができ
るのではないかと思う。

・本市においても過去その議論は徹底的に行っており、理屈は仕上がっているものの、その理解が広がっているとは言えない。
地域の方々にお聞きしたいが、地域の活動が誰のために存在し、必要だという議論はなされているのか。

・そういう議論は行っていないが、よく聞こえる声として、従事者からの意見ではないが、「なぜこんなにしんどい思いしてやっているのか」とい
うのはある。また、不安に感じていることとして、行事に参加すると従事者側に勧誘されると考え、行事に参加されない方がいること。また、若い
人に参加してもらうことは大変ではあるが、そうした取組もすすめている。

12

・従事者のや
りがいに関す
ること
・地域活動の
内容に関する
こと

・従事者の
やりがいに
関すること

・地域活動
の内容に関
すること

・自助、互
助、公助に
関すること

・大正区で生まれ育ち、本日の議論を聞いて、昔お祭りの神輿を担げる同級生にうらやましい気持ちを感じたことを思い出した。地域活動を行う上
で、こうした気持ちが原型なのかなと感じる。やりたいと思わせる何かを伝えるために、行政だけでなく地域、住民がその方法を考えることが必要
ではないか。

・安藤委員は、どういう想いで地域活動を行っているのか。

・もともと地域活動に興味はなかったが、自分の子どもの関係で地域役員を務めたことをきっかけに、以後ずっと地域活動を行っている。続けてい
るのは、子どもがかわいいからであり、私の地域でも子どもの行事を中心に実施している。若い人にもっと参加してほしいという部分においても、
子どもが喜ぶ姿を親御さんに見てもらい、地域活動への理解を深めてもらうことが有効だと考えている。

・アンケートの問１を、「自助・互助・共助」を知っていますかという設問にしたのはどうしてか。

・地域活動は地域で行われるものと考えおり、まずはその考えが浸透しているのかにより、議論の方向性が変わることから、このような設問に至っ
た。

・私は書類番号４の内容について知っていたが、それは区政会議に出席しているから。多くの大正区民は知らないと思うし、「公助」から「自助・
互助」へというのは、天と地がひっくり返るようなことだと思う。災害など何か起こった時に区役所の動きを確認してしまうし、どこまでが自助な
のかであったり、互助の線引きについても、よくわかっていないと感じている。

14

15
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