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令和２年度 第２回大正区区政会議 

 

令和２年９月 29日（火） 

午後６時 30分～８時 25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 2 回大正区区

政会議を開催させていただきます。 

 本日は公私とも何かとお忙しい中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。申し遅

れましたが、私、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。 

 6時 30分現在、区政会議委員の定数 13名のうち、出席者が 7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 項に基づきまして、本会議は有効に成立していることにつきましてご報告申し上げ

ます。 

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

◯吉田区長 

 皆さん、こんばんは。区長の吉田康人でございます。本日もコロナ等でさまざまお出にな

りづらいところを、区政会議のためにこのようにご参集をいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 議論に入る前に、この大正区におけるコロナの状況について少しご説明をさせていただ

きたいと存じております。国や都道府県の状況は、やれGo Toトラベルだの、Go To Eatだ

のという話がもっぱらでございまして、なんとなく状況が好転しているような錯覚をもた

らすような流れになっておりますけれども、この大正区においてはそういう状況ではなく

て、陽性患者が毎日のように途切れることなく発生しているという状況でございます。大体

具体的な数字を申しますと、区内における陽性患者の数が 10 名あるいは 10 名弱ぐらい、

常にいらっしゃる状況でございます。そのうち、1名、2名を除いては、入院してもらった

りとか、ホテル等の施設に入っておられますので、私たちと同じ生活環境、区内の生活環境

の中で自宅療養をしておられたりとか、入院前の待機の状態でこの同じ生活空間の中にい

らっしゃる方というのは 1 名、2 名、3 名ぐらいかなという状況でございます。大体こう、

10 日ぐらいのサイクルで人が入れ替わっていきますので日に日に数字は異なるんですけれ

ども、大体全体としてはそういう傾向でございます。 
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 最も多いパターンは、最近は 20代、30代の方々が夜の街とか職場で感染を受けてきて、

で、ご自宅に戻ってご高齢のご両親にそれが感染させることになったりとか、あるいはご家

族の方にうつってしまうというパターンですかね、そういうケースが多うございます。 

 一番かわいそうなのは子どもたちでして、大阪市、あるいは大阪市教育委員会のルールで、

ご家族からPCR検査を受検する人が出た場合には、学校を出席停止になるというルールに

なっております。皆さまもご存知のように、割とこう元気でいらっしゃるんですけど検査を

受けたら陽性やったっていう方が、今、大変多いんですけども、そういう方々が検査を受け

た場合もその家族であるところの子どもたちは出席停止ということになるわけでして、そ

の子どもたちはもちろん元気はつらつなんですけれども、やむを得ず欠席せざるを得ない

ということになっています。それは、やはり念には念を入れて、この国において子どもたち

から感染の悪しき輪が広がっていかないようにという対策でございますが、本当にかわい

そうだなあと思います。 

 このように、ブレーキとアクセルを、この国全体でいった時にはブレーキとアクセルをこ

う、踏みながらのコロナ対策という状況に今なっておりまして、おそらくこれからいろんな

山、谷はあるんでしょうけれども、これからずっと続いていくということになります。 

 前回のこの区政会議で、地域でさまざまな活動を行っておられる方々には、こうした状況

がしばらく続くのでそれを前提とした地域活動を行っていただきたいと、で、新しい日常で

の工夫を行っていただきたいということを申し上げました。それが新聞に取り上げられた

りというようなこともあったんですけれども、今はそうして呼びかけたことに対して、各地

域からそれに応じていただくようなかたちでさまざまなアイディアが出されております。 

もう既に配食型の食事サービスとか、小さな花火大会とか、そんなものも始まっておりま

すけれども、そのほかにも「こういうかたちだったらできるんじゃないの」とか、あるいは

「もうどうやったら再開できるねん」とかいうようなお問い合わせをたくさんいただいて

おりまして、いよいよその地域活動の再開へ向けて、新しい日常の地域活動の再開へ向けて、

大正区の各地域、小学校区域が動き出しているというところでございます。 

 これを受けまして私たちとしても、今までと全く同じかたちでは無理なんですけれども、

やはりこういうような対処をしていただいた上で、これまでよりも規制あるいはルールを

少し緩和をして、地域活動がこの勢いに乗って、再開がスムーズに行われるように対応して

いきたいとこのように考えておりまして、今、そのちょうどギアを入れ替えるちょうどその

時であるということでご理解をいただきたいとこのように思っております。 

 本日は 1 年間の事業についてご議論いただいたあと、テーマを絞り込みまして地域福祉

について皆さま方からのご議論をいただくということになります。のちほど、司会者のほう

から、これまでの区政会議は全般的な議題を網羅的にやっておったんだけれども、これを、

テーマを絞り込んで、ある 1点、2点について、区政会議の委員の皆さま方からご議論いた

だくようにしているということについての説明があると思いますが、今回は地域福祉のう
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ち、とりわけ地域における福祉の担い手のネットワークづくりについて、皆さま方からご議

論いただきたいと思っております。地域福祉ビジョンも分厚いものを、今日お配りをしてお

ります。専門家の方々にご議論をいただいて詰めたものでございますけれども、今申しまし

たその地域福祉を担う担い手の皆さま方のネットワークをつくるということは、地域住民

の皆さま方ご自身の手でやっていただくものでございますので、今日議論をしっかりして

いただいて、それを踏まえて、今、原案としてお出しいただいている地域福祉ビジョンの案

を最終詰めていきたいとこのように考えておりますので、どうかよろしくお願いをいたし

ます。 

 それでは、ただいまから議論に入らせていただきます。どうか本日もよろしくお願いいた

します。誠に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も前回と同様、新型コロナウイルス感

染症予防対策として、3密の回避のために会場場所や配席を配慮して、参加者の皆さまへの

衛生対策を実施させていただいております。皆さま方におかれましては、入場時に体調チェ

ックや手指消毒などご協力をいただきまして、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、咳エチケットの励行など、引き続き感染予防対策へのご理解、ご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

 次に、会議の運営につきましても、マイクなど共用部分についても消毒などの予防対策は

行っておりますが、できる限り共用を避けるということで、事務局の職員がスタンド付きの

マイクをお席の近くまでお持ちさせていただきますので、発言に際しましてはできるだけ

マイクに手を触れないかたちでご発言いただけたらと、よろしくお願い申し上げます。新し

い会議の運営の確立に向けて、最大限スムーズに進行できるように努めてまいりますが、ご

不便をおかけすることもあろうかと思います。委員の皆さま方には重ねてご理解、ご協力の

ほど、よろしくお願いします。 

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

いただきまし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、その都度、

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をご持参し

ていただいておりますでしょうか。お忘れの方につきましては予備等もございますので挙

手していただけたらと思いますが、皆さん、持っていただいて、きてますですね。 

 はい、それでは次に、本日の会議はすべて公開とさせていただきます。本日の会議録や撮

影させていただいた写真につきましては、後日、区のホームページ等で公開させていただき

ますのでご了承ください。 

 本日の会議の終了予定時刻は午後 8時 30分となっておりますので、ご協力のほどよろし

くお願いします。 

 それでは、今回もお忙しい中、オブザーバーとしてご参加していただいている皆さまを、
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私のほうからご紹介させていただきます。 

 府議会議員の金城議員でございます。 

◯金城議員 

 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。 

◯石田署長 

 石田でございます。よろしくお願いします。 

◯佐々木政策推進課長 

 なお、市会議員の出雲議員、小山議員、大阪府議会議員の川岡議員、そして大阪府の大正

警察署の湊口署長につきましては、公務によりご欠席と聞いております。 

 では、ここからは、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 2年度大正区事業・業務計

画書の中間振返り及び令和 3年度大正区事業・業務計画書（案）の策定について」、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 

 はい、それでは議題 1、令和 2年度大正区事業・業務計画書の中間振返り及び令和 3年度

大正区事業・業務計画書（案）の策定につきまして、ご説明させていただきます。 

 まず、資料の確認でございます。使わせていただく資料は、【書類番号 1】の「令和 2年

度大正区事業・業務計画書の（概要版）」でございます。そして、【書類番号 2】ということ

で分厚いかたちで「令和 2年度大正区事業・業務計画書」の部分でございます。で、番号が

飛びまして、【書類番号 5】「『大正区事業・業務計画書』にかかる区政会議委員からの事前

質問・意見に対する回答」。これをご準備いただいていますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 それではまず、事業・業務計画書につきましては、「大正区将来ビジョン 2022」をもとに、

単年度ごとに年間の事務を明確化して日々進捗管理をすること、また、実施事業の成果を最

大限に引き出すことを目的として策定しております。今回、令和 2 年度の第 1 四半期の進

捗の管理及び一部事務事業におきましてこの新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け

まして、大きく事業・業務内容が変更されております。これらにつきまして、委員の皆さま

のご意見を賜るとともに、来年度、令和 3年度の事業・業務計画書に対してのご意見も賜り

たく、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

たところでございます。したがいまして、本日は既に事前質問の回答を書面で行っているこ

とから、詳細な説明につきましては割愛させていただきますけれども、この【書類番号 5】
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の「『大正区事業・業務計画書』にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」

の中で、回答に対する不明点や再度の疑問など、お気づきの点につきましてご意見をいただ

きたいと思っております。その中で、本年度の事業に関し、また、来年度の事業を検討する

上での議論ができたらと考えておりますので、何とぞ活発なご議論のほど、よろしくお願い

いたします。 

 私のほうからは以上でございます。 

◯安藤議長 

 ただいま区役所から説明がありましたが、「令和 2年度大正区事業・業務計画書の中間振

返り及び令和 3年度大正区事業・業務計画書（案）の策定」につきまして、質問、意見をお

受けいたします。何かご質問、ご意見などはございませんでしょうか。 

 ご質問された方、この回答で何かありませんか。そしたら、指名していきましょうか。ま

ず宮﨑委員、何かございませんか。 

◯宮﨑委員 

 読ませていただいた結果の内容を見て、大体理解はしてます。はい。いざとなった時に、

多分あわてて行動するやろうということが、まず頭の中によぎりましたので、常にコロナ禍

のポイントを抜き出して、壁に貼るなり何するなり、誰が見てもわかりやすいようにすると

ころから考えていこうかな、思ってみてます。はい、以上です。はい。 

◯安藤議長 

 ほかに、駒井さん。駒井委員、何かありますか。 

◯駒井委員 

 はい。回答で、あ、すいません、大体網羅できたんですけども、私の質問の中で「コンプ

ライアンスとか個人情報・接遇の研修を行っているのでしょうか。またOJTは行っている

のでしょうか」っていうところなんですけど、正規の社員とかは行っているというこれは回

答を頂いたんですけど、派遣を含む委託業者については困難であるということだったんで

すけど、実際に、私の知り合いなんですけど、ある区役所でパートですかね、パートをして

たんですけど、やっぱりその個人情報がものすごくバレると。自分は別に研修をしていない

から、していないけども言わない、私は言わないけども、へたをするとこれを見ることによ

って個人情報ってバレるよねっていう話をしてたんですね。で、「どういう状況だったの」

って聞いたら、ただ「シュレッダーをしておいて」って言われたときに、その個人情報載っ

てるのをパートの人がシュレッダーをしていたと。で、その人は個人情報保護法っていうの

をよく知っていたんで言わなかったんですけれども、それを知らなかったら、もしかすると、

近所の誰々がこうだったよっていうことを漏えいしてしまうんじゃないかなっていう不安

にかきたてられて、そういうところで、末端の、末端っていう言い方はちょっと失礼なんで

すけども、細部まで個人情報の大切さ、大事さっていうのをやっぱりこう、教えておかない

と、知られてはいけない情報を知られるというのは、本人にとったらものすごく屈辱なので、
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そこのところをやっぱりきっちりとしてもらったらすごくうれしいなっていうことは思い

ました。はい。 

◯安藤議長 

 ただいまの駒井委員の質問、はい。 

◯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。 

 先ほど駒井委員のほうからありました個人情報を大事にしてほしい、それはもう我々、私

も同感です。僕も、住吉区に住んでるんですけども、住吉区役所の人間が僕の個人情報知っ

たらね、知られたくないものもありますんで、そういうの知ったらどうかなというふうに不

安に当然なります。気持ちは同じです。 

 そういうことから我々、これややこしい、これ、書き方をしてるんですけどね、「任期付

職員」とか「本務」とか、なんかそういう言い方はしてるんですけど、要は大阪市から給料

もうて働いている人間、大阪市から、松井市長からなんですけども、給料もうて働いている

人間には、徹底してこういう個人情報の遵守についての教育をさせてもらってます。当然、

コンプライアンスの研修、一人一人、当然させていただいています。それはパートであろう

と、我 「々会計年度任用職員」っていうてるんですけどね、そういうパートの方であろうと、

我々みたいな正規というか、正規の職員、正規・非正規関係なしにそういう教育はさせてい

ただいてます。 

 で、あと、派遣で今いらっしゃる方。委託事業者で区役所の中で働いてる方、いらっしゃ

います。例えば 2階の窓口、住民情報のところ、あれ委託事業者さんから派遣されている方

がされてるんですけども、そういう方に我々が指示するということはこれ偽装請負になる

んですよね。偽装請負になるので、我々から指示はできないんです、直接。その働いてはる

人に指示することはできませんので、そしたら代わりに、契約するときに、こういうかたち

で個人情報の保護、個人情報が大事よねというふうな研修をきちんとすることというのを

謳（うた）っております。もし、それをしてなくて、ちゃんとできてなかったら契約違反に

なりますからね。そっちのほうの話になってまいります。ということで、実際区役所の中で

働いている人間、上は区長から、あと、末端の係員までそういうかたちでコンプライアンス

について保護というか、させていただいているところです。 

 ただ、そう言いながらも、やはり事務処理のミスで間違ってAさんのところにBさんの

ものを送ってしまう。これ根絶できてるかいうたら、これもう非常にお恥ずかしい話で、で

きてない部分がございますので、なんでそういう送り間違いが起こったんやと。そもそも手

順があったんか、なかったんか。あったら、あったのになんでできてなかったんやと。でき

てなかったらどうしたらいいんだろう。そういうところを、なんで、なんで、なんでと、吉

田区長がいつも言ってるんですけど、「突き詰めて、突き詰めて」ということをよくおっし

ゃってるんですけども、要は、なんでや、なんでや、なんでやと何回も繰り返してその原因
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を突き止めて、それ区長自ら一緒に会議しながらなんでやということを突き止めてます。で、

それを、あかんよねってそこにいてる人間だけで心の奥底にしまってたら絶対意味ないの

で、その職場あるいはほかの職場に展開して「こういう事象 

が起こったんです、同じようなことないですか、確認してくださいね」ということをしてい

るところでございます。はい。 

 私のほうから以上です。ありがとうございます。 

◯安藤議長 

 はい、よろしいですか。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。 

◯安藤議長 

 はい、どうぞ。 

◯川上委員 

 すいません。先ほどの個人情報がらみなんですけど、今、各地域で要援護者支援システム

っていうか、そういう見守り活動ですね、徐々にこう、やっていこうということで、再開し

ていってる途中なんですけど、今まさにその手挙げられた方、支援してくださいという方が

それぞれ各地域おられるんですけど、その方の情報はやはりその見守り側には当然伝わる

んですよね。で、当初やっぱりそういう個人情報に関するやつは、その見守りに携わる方に

レクチャーして、やりましょうっていうふうになってます。これ、まだそこまでいってない

んでね、どういう方が地域の中でおられるかっていうところから今始まってるとこなんで

すけど、それ進んでいくと、今言うような個人情報がらみのことがからんでくるんで、それ

は実際には、行政としてはどういうふうなイメージされてるんですかね。これからこういう

地域に分担されるわけですよね、見守りの方を。そういうふうにされる方に対して、どうい

うふうな進捗状況を考えてはるんでしょうか。 

◯嶋原保健福祉課長 

 すみません、保健福祉課長の嶋原です。ご質問ありがとうございます。 

 要援護者支援システム、名簿のほうにつきましては、一定各地域のほうにも説明をさせて

もらった上で、事業を進めていっていいという地域から順次名簿のほうをお渡しさせても

らっております。まず、お渡しさせてもらう時点で、区とその各地域のほうと個人情報の取

り扱いを含めた協定書を結びまして、お渡しさせてもらっておるところでございます。 

 ただ、今、言われているように、実際にはこれからスタートのところ、ほかの地域につき

ましても、これから説明をして進めていくところであるんですけども、やはり、なかなかこ

れまでしていない部分で、特に個人情報のところは難しい部分もあるかと思いますので、そ

こは一緒に考えながら、また区役所のほうからもその取り扱いについて、事業の委託先であ

る区社協さんと一緒に、ご説明を含めて、どうするかたちで見守っていくのが一番いいのか
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っていうところも含めて、進めていければと考えております。 

◯安藤議長 

 はい。よろしいですか。 

◯川上委員 

 あ、どうぞ。 

◯宮﨑委員 

 いいですか。すみません、私も同じく大阪市の委託事業を請けてまして、全職員には全部

誓約書というのを大阪市のほうに出してます。それと、その人の前歴とかそういうのんを役

所のほうの本籍で調べてもらってけっこうですよ、いうものも全部出してます。というのに

してるんですけども、これと同じく、大正区のほうのそういうこともされてるんでしょうか。

これ、ちょっとお尋ねします。参考までに。 

◯安藤議長 

 同じく、課長でよろしいですか。 

◯嶋原保健福祉課長 

 今の、すいません、要援護者名簿のことというよりも、職員の。 

◯宮﨑委員 

 そうです。個人情報の件でやはりいろんな情報が漏れる、それを防ぐために、大阪市のほ

うに個人的に全部誓約書とかそういうのを書いて出してます。それと同じく、この役所のほ

うもやってるんですかということをお尋ねしたいんです。 

◯村田総務課長 

 はい、ありがとうございます。個人情報の保護だけが、我々、守らなあかんことじゃない

んですね。ほかにもたくさん守らなあかんことがいっぱいあります。そのいっぱいあること

をちゃんと守りますかって、要は我々の一番上にいてるのは市長なんですけども、市長の言

うことをちゃんと聞きますよね、いうことを、命令に違反しませんよね、当然その中に個人

情報を守れということもそうですし、例えば、今度大阪市を廃して特別区を設置する住民投

票があるんですけども、その住民投票になるときに選挙活動、選挙活動そういうことをしま

せんよねとか、あるいはどこかでアルバイト、例えば仕事終わってから居酒屋でアルバイト

しませんよねって、兼業っていうんですけども、ほかの副業しませんよねとか、そういう市

長から言われている守らなあかんことっていうのがあります。その守らなあかんことをち

ゃんと守りますということを、全部僕ら誓約書を、就職する時、書いてるんですよね。そう

いうことを書いた上で就職させて、就職っていうか、してますんで、それでもし違反したら、

誓約書書いたのに、誓約書っていうか、ちゃんと守ります言うたのに、市長の言うこと聞け

へんということはどういうことやいうことで、処分の対象になってきます。はい。 

◯宮﨑委員 

 だから、委託の方もパートの方も、ちゃんとしっかりとそれは大阪市の規定に準じてやっ
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てるいうことですよね。 

◯村田総務課長 

 はい。それは各事業者さんの中でされてることですので、ただ、それが守られてなかった

ら契約違反ということで、極端な話、契約不履行ですよねと。さっき僕が言うた大阪市が払

ったお金返せとか、そういうふうな話になってまいります。 

◯宮﨑委員 

 ありがとうございます。 

◯安藤議長 

 はい、ありがとうございます。 

◯川上委員 

 すいません、私、先ほど質問したのは、その手挙げられた方は、ある程度自分の中で情報

提供してもいいですよっていう方が手挙げられてるんで、それはもちろんそうしていただ

かんと地域の見守り側のほうも動けないので、ですから、こういうシステムは非常に大事で

すし、昔のようなかたちであれば、わざわざこういうことをせんでも情報は、近所の情報は

皆さん共有されてることが多かったんで、それが今はちょっと難しいっていうところがあ

るんでね。実際に要援護者システムはもう今進めてますけど、本当に非常に大事なことやと

思ってますので、これから行政さんのほうもどしどし前のめりになって、地域のほうへいっ

ていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◯嶋原保健福祉課長 

 よろしくお願いします。 

◯吉田区長 

 川上会長が主に気にしておられますのは、地域の、地域活動協議会のボランティアの方々

が情報を持って地域を回ることになると、駒井委員のご質問とも関連するんですけど、その

情報が漏れる可能性がありますよねということですよね。で、誰に責任があるかというと、

もう泉尾北地域では、既にもう協定書も取り交わしていますので、個人情報の保護を前提に

地域活動協議会へ名簿を提供しておりますので、もし、漏れた場合、誰の責任かというと、

漏らした人であり、で、その人を監督する立場にある地域活動協議会の責任になるというふ

うに考えますが、これまでの例で言うと、それは漏れたときの責任の所在であって、じゃあ、

今まで漏れたことがないかというと、村田課長が言いましたように漏れたことはあるわけ

でありまして、そのことも十分想定しながら、漏れないような仕組みづくりをしっかりやら

ないといけないと思いますので、協定を結んだからあとはもう地域の責任やっていうのは、

それは役所の責務としては責務放棄だと思いますから、漏れないような仕組みづくりをし

っかりしたりとか、研修、各地域で研修をやってるかにしてもそれに責任を持つとか、そう

いうところは、今日も個人情報についてご指摘が相次ぎましたので、しっかり受け止めて、

漏れたときの責任じゃなくて、責任と同時に、漏れないようにする仕組みづくりの責任は行
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政としてしっかりと担っていきたいと思います。 

 で、課長が先ほど申しましたのは、具体的な実務ですね。こういうふうにしていきましょ

う、こういう研修をしましょうとか、こういう工夫をしましょうとか、あるいは書類を送っ

たのをこういうふうにしましょうとかっていうことについては、地域の皆さま方とよく相

談しながら対策を講じ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 

 はい、ありがとうございました。 

 時間も来ましたので、これにて議題 1 を終了させていただきます。議題 1 の中ではほと

んど個人情報の話題になりましたけども、我々もこれ今、川上くんと同じで、個人情報の問

題、非常に困っております。見守りするためにも、やっぱり個人情報というより、我々がそ

の人の秘密を守ってあげなあかんということを胸において行動したいと思いますので、ま

たよろしくお願いいたします。 

◯佐々木政策推進課長 

 安藤議長、ありがとうございました。本日頂きましたご意見ならびに事前質問でもご質問、

ご意見頂いておりますので、そのあたり、我々としても精査をして今年度ないし来年度の事

業計画において、反映できるものはできるところから反映していき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。 

◯安藤議長 

 それでは、次の議事に移らせていただきます。議題 2「大正区地域福祉ビジョンの改定に

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 

 はい。それでは議題 2の「大正区地域福祉ビジョンの改定について」、ご説明させていた

だきます。これに使う資料といたしましては、【書類番号 3】「大正区地域福祉ビジョンの改

定（案）概要版」1枚ものでございます。それと【書類番号 4】ということで「大正区地域

福祉ビジョン（案）Ver.2」、こういうものでございます。番号は飛びまして【書類番号 6】

「『大正区地域福祉ビジョン（案）Ver.2』にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対

する回答」、および本日配布させていただいております【書類番号 7】「区政会議を含む各会

議体の相関について」、これをご準備いただけますようよろしくお願いします。よろしいで

しょうか。 

まず、大正区の地域福祉ビジョンの改定の具体の説明に入る前に、まず私のほうから【書

類番号 7】の「区政会議を含む各会議体との相関について」の説明させていただきます。大

正区では区が所管する施策、事業について立案段階から、そしてその事業が実施して、その

実績とか成果の評価にいろんな場面に至るまで区民の方から意見を聴取するということで、

そういうことを目的とした大正区区政会議がございます。それに加えまして、大正区の将来

ビジョンで掲げる重点項目でございます、子育て・教育、地域福祉、地域防災、地域コミュ
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ニティの充実、この 4 点の重点課題の推進を図るために、専門家とか実際に携わってる方

などで構成されている、この表の下のほうにあります、大正区地域まちづくり実行委員会委

員長会、大正区総合教育会議、大正区地域福祉推進会議、大正区防災会議という四つの専門

の会議を設置して事業を展開しているところでございます。 

区政会議では区の施策、ならびに事業について網羅的に広く一般的に全体の事業を取り

扱うという必要がございまして、議論の対象が幅広くなって委員の皆さまには深くご議論

をいただていないというような課題があると認識しております。区政会議におきましても

委員の皆さまにより深くご議論をいただくために専門家等の意見だけではなく、より多く

の地域住民の意見の聴取が必要な区の重要事項につきましては、【書類番号 7】の図のあり

ますように各会議体からその項目を吸い上げて大正区役所の意思決定機関であります大正

区経営会議で議題を選定いたしまして、区政会議の場で議論をして、そこで出た意見につき

ましては、また各会議体へフィードバックをするという仕組みをつくりまして、今年度の区

政会議からこの仕組みを運用しているところでございます。 

今回、大正区の地域福祉推進会議におきまして議論されております、大正区地域福祉ビジ

ョンの改定につきまして、専門家だけでなく、より多くの地域住民の意見聴取が必要な区政

の重要事項であると区の経営会議のほうでも判断いたしまして、本日委員の皆さまにご議

論をいただくようになっている次第でございます。本日のご議論や事前質問等につきまし

ては、大正区地域福祉推進会議にもフィードバックさせていただきますので、なにとぞ活発

なご議論のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは大正区の地域福祉ビジョンにかかる具体的な説明につきましては、保健福祉課

長の嶋原からご説明させていただき、そのあと本資料に基づいて委員の皆さまにご議論し

ていただければ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。 

◯嶋原保健福祉課長 

 そうしましたら保健福祉課長嶋原です。私のほうから説明させていただきます。 

今回、初めてこの場でご説明させてもらうところもありますので、ビジョンの概要につい

て簡単に説明させていただきたいと思っております。概要版のほうとそれからビジョンの

（案）ですね、書類番号の 3 番 4 番に基づいて説明をさせていただきたいと思います。内

容的にはビジョンの（案）の部分を簡単に取りまとめたのがこの概要版の一枚ものの裏表の

ものになっております。 

まず、このビジョンにつきましては概要版の下段のほうにもありますが、「第 1章 大正

区地域福祉ビジョンの改定にあたって」「第2章 大正区の地域福祉を取り巻く状況と課題」

「第 3章 課題解決に向けた取り組みの方針」「第 4章 地域福祉ビジョンの進め方」の 4

章構成となっております。まず第 1 章におきましては、本編のところでは 1 ページから 3

ページまであるんですけども、ビジョン改定の背景やその位置づけが記されております。現

在のビジョンは平成 29年 3月に新しい住民自治の実現に向けて策定された「市政改革プラ
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ン」にもとづく「ニア・イズ・ベター」の考え方のもと、区の特色に応じた地域福祉に取り

組むために策定されました。 

このビジョンの位置づけとしましては「大正区将来ビジョン 2022」の地域福祉に関する

理念を踏襲するとともに、高齢者、障がい者、児童、健康増進等の各分野とも共通した方針

や方向性を持ち、連携を図っていくものとなっております。 

ビジョンの策定にあたっては大阪市地域福祉基本計画や分野別の計画、関連計画等とも

連携を図っていくこととし、策定方法として大正区地域福祉推進会議において専門家にお

いてご議論をいただく中で進めてきております。また、区政会議からもご意見を賜るように

記載をされておるところでございます。 

改定するビジョンの新たな計画期間としましては、令和 3 年から 6 年の 4 年間とします

が、国の福祉制度の変更や住民ニーズ、社会情勢の変化などに応じて見直しも行うことを考

えております。 

 続きまして第 2章ですが、これは本編のほうで言いますと 4ページから 22ページとなる

んですけども、統計データやアンケート等を提示し、そこから見える大正区の状況や大正区

が抱える地域福祉の課題を記載しております。例えばですが、人口においては、大阪市の人

口の減少より急激に減少することや、65 歳以上の老齢人口の占める割合が大阪市と比べて

も高くなっています。そのほかにも年齢別の人口、人口の増減、津波浸水想定区域図、児童

虐待や児童相談の件数、また初めて親になった年齢等、こども・子育てに関する状況、それ

から生活保護率、障がい者手帳所持者数や障がい福祉サービス等の支援決定者数など障が

いに関する統計、また地域福祉に関する実態調査の内容についても示しております。 

そうした統計データから見える大正区が抱える地域福祉の課題について 4 点をピックア

ップしております。「人口の減少や高齢化と地域福祉の担い手」として、人口の減少や高齢

化の中で地域福祉の担い手の固定化や後継者の不足などというところが課題と思っており

ます。また、「未来の担い手を育む」として大正区で育った方が巣立ち活躍し、やがて地域

の担い手となることを望んでいますが、子どもの数の減少、児童虐待件数が多いこと、子育

て相談も多いこと、また経済的な問題を抱えている世帯も多いことなどが課題となってお

ります。 

すいません、少し視点が違うところもあるんですが、概要版の裏面のところに少し課題と

それと今後の取り組みの方針の概要を書いてます。 

「経済的困窮だけでない生活困窮」として、少子高齢化の急速な進展やひとり親世帯の増

加など家族構造の変化、地域コミュニティの希薄化が進む中で社会的孤立と経済困窮が深

く重なり合い、金銭的な支援のみによって問題解決するわけではなく、貧困の連鎖といった

課題も深刻な問題となっているところでございます。それから、「災害に備える」としまし

ては、大正区の立地条件とともに地域福祉にかかる実態調査の中でも地域の人が生活する

上で困っていること、悩んでいること、不安なこととして、地震や洪水などの災害のことと
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いうところの割合が高くなっているのも課題となっております。 

 「第 3章 課題解決に向けた取り組みの方針」としまして、ビジョンの中では 23ページ

から 29ページにはなるんですけれども、ここでは課題解決の方向性を示し、重点的にこの

課題解決に向けて取り組む 4 事業を記載しております。この事業説明としましては、その

事業ごとに事業の現状や課題、めざすべき将来像、具体的な取り組みを記載しておるところ

でございます。 

まず、人口の減少や高齢化、地域福祉の担い手の課題に対しましては、「大正区地域まる

ごとネット」の構築に向け、その中心的な役割を果たしていただく 10地域、10の地域まち

づくり実行委員会を支援し、新たな担い手としてテーマ型ボランティアや市民団体、専門職、

民間団体とネットワークを構築できるようなかたちで区社協とも連携をし、協力し進めて

いくことを考えております。 

「未来の担い手を育む」の課題としましては、社会情勢等からくる地域における子育ての

機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大といった問題を早期把握、早期対応を

継続していける仕組みとして「大正区版ネウボラ」を構築し、妊娠期から中学校を卒業する

までの大正区の全てのこどもたちの課題の把握に努め支援していくこととしております。 

経済的困窮だけでない生活困窮の課題に対しましては、一つの家庭で複合的な課題を抱

えるケースの解決に向け、大正区役所が中心となって、自ら SOSを発信できない家庭への

アウトリーチなどを行うことで、早急に適切に支援につなげる仕組みの構築や関係機関同

士の連携を強化することで総合的・包括的な支援につながる仕組みを構築し、生活困窮者に

対する総合的な相談支援体制の構築を進めることを考えております。 

「災害時に備える」としまして、この課題に対しましては近年自然災害が多発している現

状で、やはり高齢者等の要援護者が災害時に安全に避難できる仕組みとして、要援護者支援

システムを構築し、「要援護者名簿」を活用し避難等を行う際に支援が必要な高齢者や障が

い者などの「日頃の見守り」と「災害時の避難支援」を地域の中で一体的に行えるよう進め

ていきたいと考えております。 

 続きまして「第 4章 地域福祉ビジョンの進め方」としまして、これはビジョンの中では

30 ページになるのですが、取組みの進め方や事業の検証などについて記載しております。

ビジョンがめざす、「だれもが自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくり」や課題解

決に向けた取り組みの方針等を行政だけでなく、地域住民、関係する機関、団体等に積極的

に広報、周知を行い、幅広い連携・協力体制の構築に取り組むこととしております。取組み

については「大正区事業・業務計画」で PDCAサイクルを活用し、継続的に改善に努めて

まいりたいと思います。 

大きな説明のところは以上にはなるんですが、最初に区長のほうからもありましたよう

に、やはりテーマとしては、幅広くなっておりますので、本日につきましては一定テーマを

絞った中でご意見をいただければというふうに考えております。地域活動の担い手不足と



-14- 

 

いう課題についてや、新たな地域福祉の担い手として新しいネットワークを構築していく

ことについてということと、また小学校単位での地域福祉活動の現状と課題についてとい

うことでお願いできればというふうに考えております。 

また、本日は【書類番号 6】の大正区地域福祉ビジョン（案）に係る区政会議委員からの

事前質問・意見に対する回答につきましては、既に事前質問の回答は書面で行っていること

から詳細な説明につきましては割愛させていただきますが、9個の貴重なご意見をいただい

ております。ありがとうございます。 

説明のほうは以上になりますので、よろしくお願いします。 

◯安藤議長 

 はい。どうも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、大正区地

域福祉ビジョンの改定につきまして、質問、意見をお受けしたいと思いますが、説明にもあ

りましたように内容を絞りたいと思います。まず、地域活動の担い手の不足という課題につ

いてや、新たな地域福祉の担い手として新しいネットワークを構築していくことについて、

何かご質問、ご意見などはございませんか。 

◯駒井委員 

 いいですか。 

◯安藤議長 

 はい、どうぞ。 

◯駒井委員 

 担い手、担い手ってよくこう書かれたり言われたりしてるんですけども、私は地域の活動

に全く参加をしていません。これが初めてなんです。で、お聞きしたいんですけども、その

担い手はどのように推薦しているのか、どのように声掛けをしているのか、そこを教えてい

ただきたいんですね。実際にやりたいって言う人も中にはいるかと思うんです。私のママさ

ん友達の中でも、やってみたいなっていう人も中にはいましたし、今は時間がないので、子

どもがちっちゃいからできないけども、ゆくゆくはやってみたいなっていう話もしている

んです。実際。だから、実際にどのようなかたちでお声掛けをして「やってくれませんか」

っていうことをおっしゃっているのか知りたいなと思います。 

◯安藤議長 

 この質問につきまして、はい。 

◯嶋原保健福祉課長 

 すいません、保健福祉課長、嶋原です。私のほうからお答えさせてもらいます。地域活動

どう参加していくのかっていうところにつきましては、例えば転入された方なんかにつき

ましては、転入時に町会にはなるかと思うんですけど、地域のほうの、こういうところがあ

るよっていうのをペーパーとして、こういうことをしているであったりとか、連絡先であっ

たりとかっていうところの資料を入れさせていただいてるというところと、もちろん地域
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の中でも先ほどの話の中にも出てました、まちづくり実行委員会なんかにつきましては、町

会だけでなくて各種いろいろな地域の活動されてる団体の方が入っておられまして、先ほ

どの話の中ではPTAも、入っておられるかと思いますので、そういう中でも、地域の中で

ももちろん、お声掛けをいただいていると考えております。区役所につきましても、今活動

されてる部分をできるだけ周知であったりとか、また、ビジョンの中の説明でもありました

けども、区社協さんと連携した中で、そういうことも一緒に進めていけたらなというふうに

は考えております。 

◯駒井委員 

 あまりそういった詳細的な内容というのを私たち知らないんですね。本当に。私は転入し

てきたんです。一度大正区を離れて、ここに戻ってきたんです。戻ってきた際にその紙を見

たかっていうと、覚えてもいないんですね、やっぱり。そういうところで、いったいこの区

は何をしてるか、私が知ってるのは、母親が結構この区の活動をしていたので、その母親を

中心にいろんな情報を得られたんですね。その母親の情報によると、やっぱりこう、身近の

近場の声掛けが多いということも聞いているので、そうではなくて、身近じゃなくてもっと

幅広く、もう少し幅広く、言うたら私たちは末端ですよ、区民の。末端まで、こう、わかる

ような宣伝の仕方、その中で、もしかすると若い人たちが、私もやってみたいという気持ち

にもなるかもしれないんで、そこら辺のところをもう少し考えてもらえたらありがたいか

なと思います。はい。 

◯嶋原保健福祉課長 

 ありがとうございます。やはり周知というところを含めて、やはり関心をもっておられる

ところにどうそれをお伝えするかっていうのは、確かに大きな課題にはなってるかと思い

ます。確かに、担い手の不足のところは、今に始まった話じゃもちろんないというふうには

考えておるんですけども、一方で地道には周知を含めて、もちろん地域の中でもしていただ

いてるとは思うんですけども、今頂きましたご意見も含めた中で、伝わるような方法も含め

て、そこがSNSであったりとかもしますし、一般的な掲示であったりというところもある

かなと思いますので、また工夫をしてやっていけたらというふうに思います。 

◯駒井委員 

 ありがとうございます。 

◯吉田区長 

 区政会議では、できれば委員さん同士の議論をこれから促進していきたいと思っていま

して、今は非常に重要なポイントをご指摘いただいたと思っていますし、行政がリクルーテ

ィングの主体を担うっていうのは、私は間違ってると思いますので、ちょっとその委員さん

の中にも地域活動の主力の方いらっしゃいますので、どんなこう、リクルーティングを。 

◯安藤議長  

 まず、女性の谷田さん。はい。 
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◯谷田委員 

 すいません。谷田でございます。いつもお世話になっております。今、駒井委員の言われ

たことなんですけど、たぶんどうしてもね、身近からこう広がっていったってお聞きしたん

です。たぶんそうだと思います。ただね、私も堺のほうから、もともと大正区生まれなんで

すけど、結婚して堺のほう行って、また帰ってきたんですけど、そのときは本当に誰もいま

せんでした。やっぱし。で、団地なのでね、ドアを閉めたら本当に会うことがなかったんで

すが、ただ、やはり子どもが幼稚園入って、小学校入って、中学になったときに、やっぱり

幼稚園は幼稚園のお友達ができたんですね。で、そこから広がって、やはり違う地域の方と

のお付き合いもできました。で、小学校入ってPTAしたんですね。そしたらPTAからやは

り、PTA の中で活動している間に地域の方に、変な言い方ですけど目をつけられたんです

よね。そこからやはり地域の活動のほうに、自分も好きだったのかもわかりませんけど、入

っていけました。素直に。 

で、私も駒井さんのおっしゃるとおり、地域の担い手が少ないのわかります。ただ、私も

その PTA のお母さん、お父さんにお声掛けて、やっぱし 10 人かけても入ってくれるのは

二人ぐらいですね。やはりお母さんかってお仕事行かれる方が多くなってきたんで、やはり

お仕事行ったら 60ぐらいまでお勤めなさいますのでね、そこから入ってくるいうたらなか

なか、よっぽど自分が地域活動に興味がある方は入ってこられます。やはり。本当に入って

こられますね。その代わり、もう自分の好きなことしかしません。 

そういうとこってやっぱり横に広がってきて、今はなかなか言われてるとおりなんで、今、

男性のほうをね、変な言い方、育ててるとこなんですよ。男の人がどうしても地域活動には

少ないと。それも年齢上がった人はいらっしゃるんですが、若い人がいらっしゃらない。こ

の若い方をどう育てようかと、今まちづくり委員長たちとね、一生懸命議論してるとこなん

ですけど、やはりその幅のね、広いところっていうのが、本当の、自分自身が、駒井さん自

身ですけど、興味持たないとなかなかなんですよね。紙の媒体でね、お知らせとかしてるん

ですけども、やはり回覧してもね、すっと見られない方もいらっしゃいます。先ほど、転入

したときも紙がどこいったかわからへんとかなるんで。やはり、興味を持ってもらうってい

うことが、私たち地域の者としては待ってるとこなんです。 

◯駒井委員 

 例えば、私個人の意見になるんですけども、個人じゃなくても大体のママさん思ってると

思うんですけど、それをすると絶対に出席しなきゃいけないとか、重荷になるとか、そうい

う、やりたいんだけど時間の空いたときにしたいなっていう人もおれば、やっぱりうん。 

◯谷田委員 

 今はね、昔は、婦人会とか言ってた、今女性会になってるんですけど、本当にお時間の空

いたときでいいですよって言うたら、なるべく来てくださいます。で、子育てが、子どもさ

んが好きやったら、こういうのやってるよって言うたら、そこのほうに顔を出したりとかね、
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それもやっていただけるんで、強制的にではなくて、本当に自分の空いてる時間に来ていた

だいたらいいですよ、ただ、地域単位でこういうことやってますっていうことだけは流させ

ていただいてます。 

◯駒井委員  

 強制的じゃないっていうことを知らない人多いですよね。 

◯谷田委員 

 あっ、そうですか。あのね、本当に今、フラットになってます。だから、 

◯駒井委員 

 前とは全然違うんですよね。 

◯谷田委員 

 全然違います。で、私とこの地域でもね、今 50、60前の方に今、女性ですけどお勧めし

てるんですけど、やはり昔の婦人会のイメージが強くて、「えー」っていう方がいらっしゃ

るんですよ。「一回顔、覗（のぞ）いて」とは言ってるんですけど、この方もね、なかなか

自分の時間が作れないんか知らんけど、来られませんけどね。そういうふうに、「昔と違う

よ、今は」って言うて、もう友達関係でね、上下全然なしですよっていうふうなお勧めして

ます。はい。 

◯駒井委員 

 母親が婦人会に入っていて、 

◯谷田委員 

 たぶんそうでしょうね。 

◯駒井委員 

 女性会で、母親がしょっちゅう出ていってたんですね。 

◯谷田委員 

 はい。 

◯駒井委員 

 そういうことしなきゃいけないのかなっていうイメージはものすごくあったし、周りも

そういうイメージがあったので、それを払拭しなきゃいけないですよね。 

◯谷田委員 

 今でもね、やはり役をされてる方は出る方が多いと思います。だから、役を嫌だったらそ

れお断りしたらいい話ですし、イベントで自分がね、決めたイベントだけだったらそれ出て

もらったら、私もありがたいです。今、私、区のほうの女性会の会長させていただいてます

けど、9 地域で今、ほとんど年齢的に 70 から 60 代後半の方がいらっしゃるんですけど、

今ちょっと団体、個人的にグー握ってですね、がんばってますので、またどしどしお入りく

ださいませ。よろしくお願いします。 

◯駒井委員 
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 ありがとうございます。 

◯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。はい、

どうぞ。 

◯角元委員 

 僕は、大正で生まれて、●（地域名）で生まれ育って引っ越して今、●（地域名）にいて

て、抜けてまた戻ってきたんですけど、町内会っていうんですかね、地域活動協議会ってい

う存在自体を知らなくて、で、育ってきて、地域で何かをしてるっていうことを自分が興味

を持って、ものづくり事業の実行委員会っていうことに参加させていただいてるんですけ

ども、大半は地域活動をやってるっていうことを知らない人が多くて、で、知ってる人はや

らされてる感というか、義務で、なんで行かなあかんねんっていうことを思ってる方もいる

と思うんですけど、でも、なんでこの「まちづくり協議会」があって、そういう活動を維持

していかなあかんのかっていうのは教えないといけないと思ってるんです。 

なんでやらないといけないのかっていうのは、教育というか、例えば、地震がきて津波が

きたときに、こういうルートでこの地域は逃げましょうっていうことは、区長もね、区役所

を通してこういうふうにやっていきましょうという話を地域活動協議会に流して、そこか

らその地域の人が全員が助かるような仕組みを作ってるっていうのが防災の話であったり

とかってあるんですけけど、そこに興味がないとその人は逃げ遅れる可能性があったり、こ

こが安全やとされてるところに行けなかったりっていう、なんで教えてくれへんかってん

って言ったときに、いやまず参加してないやんっていうことがないようにしないとあかん

のかなって思ってて、どうすれば、うちの母親も●（地域名）のなんか、婦人会、女性会で

すかね、にこの前なんか行って「会費を払ってきたわ」って言ってたんですけど、はい。ほ

んで、これやるわって言われて、パッと開けたら「●（地域名）」いうてタオルあって、そ

のタオルで僕、お風呂行ったんですけど、それ愛用してるんですけど、どんどん行ってって

言うてます。で、それは自分を守るためやって。で、仲良くなることで、もし道端で倒れて

ても、「角元さんどないしはったんですか、救急車呼びましょう」って言ってもらえる一言

のスピードが速くなるとか、そういうことをたぶん理解させるには、そういう教える場とい

うか、地域活動協議会で、なんでしないといけないのかっていうことを根本から説明する必

要があるんちゃうかなとは、ちょっと思ってます。はい。以上です。 

◯安藤議長 

 はい。どうもありがとうございます。これはやはり、地域の川上くん、何か。 

◯川上委員 

 すいません。先ほど角元さんがおっしゃるように、やらされてる感っていうのがなんで出

てきたかっていうと、私も含めてですけど、大体PTAからずっと地域入ってきて、ずっと

やってるんですよね。で、縦の関係があるんでやらされてる感が出てきてるかもわからない
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ですけど、中には自らすすんでやってはる方もおられるし、地域活動に関しては、やはりそ

ういうやらされてる感じゃない、やりたいいう人とか、やらなあかんとかって思ってはる人

が核になって、それで今、駒井さんおっしゃるように、いろんな興味ある方を吸収していっ

て、裾野を広げてやっていくのが一番、私はベストやと思ってまして、実際には行事ボラン

ティアっていう言い方が合うてんのかどうか知らないですけど、なんか事業やると、ちょっ

とボランティアやってくれへんかとか声掛けして、別にその団体に入らんでもええからと、

これ手伝ってくれっていうかたちでですね、そういう方が何人か手伝っていただいてます。

実際には、食事サービスも含めて、モーニングも手伝っていただける方がおられるんで。 

だから、今おっしゃってるその教育っていうとなかなか難しいんですよね。それをこう、

防災訓練しても、やってますけど、参加者が年々ちょっと減ってきたりして、なんでこんだ

けこう、地震が周り頻発してんのにどうして皆さん興味ないんかなと。もう、ちょっと自問

自答しながら実際やってるんですけど、やはりこれも含めて私ら関係者が、ちょっと周知不

足っていうかね、そういう面も多々反省するとこがあると思うんで、だから、そういう行事

とかを通して地域の方々に宣伝じゃないですけど、興味を持っていただいて、気軽にこちら

のほうから声掛けていくような雰囲気づくりをやっていきたいなと思ってます。またよろ

しく。●（地域名）でしたらまたよろしくお願いします。 

◯角元委員 

 ありがとうございます。 

◯安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。皆さんおっしゃるように、確かに住民の皆さんほ

とんど知りません。本当に何をやっとんのやという感じで皆さん見てると思います。ほやか

ら周知不足です。確かに、区役所から発信はしてくれてもね、これやはりやるんはやっぱり

学校単位でね、そういうやり方でやらんと、やっぱり周知にはならんと思います。だから、

ほやから私も今ちょっと考えんのは、やはりこれは地域で皆さんにお知らせして、何をやっ

てるかいうのをもっともっと知ってほしいというかたちで持っていきたいなと思っており

ます。 

 それからね、さっきも谷田さんも言うてましたけども、今ね、若い人でも絶対強制はしま

せん。これボランティアですのでね。出られるときに出てください。本当にそんな強制して

やってもらってる人は今のとこ全然おりませんのでね。そやから皆さんも安心して入って

ください。  

 ほかに、はい、どうぞ。 

◯宮﨑委員 

 すみません。大正区に住んで約 37、8 年になるんですけど、初めてこの「大正区地域福

祉ビジョン（案）」というのを見させてもらいまして、正直話したら、もうあぜんとして「わ

あ、こんなんどうすんの人口が流出して、福祉は増加して虐待が増加して。こういうとこに
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子どもたちとか我々住んでいいの」というのが第一番の印象です。で、今さら引っ越しする

わけにいかないし、家もあるし、まあまあ商売もしてるんで、「わお」ということが第一印

象です。知ってよかったのか、知らなかったほうが幸せやったのかという感じがしてるんで

すけども、その中で、「担い手」という言葉がありますけど、うちもその「担い手」の四文

字が大きな課題になってますけど、今、大阪市からの委託事業で 17、8 人の子どもたちを

預かってます。2歳から高校生まで。で、その中でやはり職員の問題が出てきまして、その

ためには 20代、30代、40代の若い人たちを採用してます。で、近くの公団とかマンショ

ンに住まわしてます。だから、小学校とか幼稚園とかの地域活動とかそういうのは、我々老

いたもんが出るより若い人に率先して行ってもらってます。 

で、月 1回は必ず防災訓練をしてます。なぜかというと、川の近くなので何年か前の台風

のときに、かなりショックな状態を見させていただいたんで、80キロの人が 80キロまでや

ったら浮きますよというリュックを購入してますので、子どもたちにそれを背負わして、そ

の中に頭巾も全部ありますので、それでも毎月 1回は 10何名の子どもにかわいそうですけ

ど、毎晩とか朝方とか起きたときに、そういう訓練させてもらってます。だからやはり、普

段の生活、日常から一つずつ子どもに教えていって、大正区はこんな言うたら失礼ですけど

も、やはり自分らの将来また思い出して、ここで住んでたよっていうのにして帰ってきてく

れる子が一人でもいたらいいなということで職員ともども話してるんですけども、やはり

さっき角元先生がおっしゃったように、ちっちゃい小学校とかうんぬんとかから一番に教

育していただく、指導していただいたらいいん違うかなと思います。以上です。 

◯安藤議長 

 はい。ありがとうございます。これにつきまして、何かありますか。よろしいですか。 

◯嶋原保健福祉課長  

 すいません。貴重なご意見ありがとうございます。やはりこれを知ってもらってっていう

のは、やはり重要なことなんかなと思っております。やはり課題に向けて、このビジョンに

つきましても、どういうことをしていくかっていうところ、記載させてもらってるところで

ありまして、やはり、その人口流出であったり、高齢化の問題も含めた中で、そこをどう解

決していくのかっていうのが、特に地域福祉に関しては、そのビジョンを新たにもう一度改

定する意義でもあるのかなというふうに思っておりますので、そこは今後、ご意見いただい

たことも含めながら、新たなビジョンの中で進めていければというふうに考えております。

ありがとうございます。 

◯安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 続きまして、小学校区単位での地域福祉活動の現状と課題について、何かご質問、ご意見

などございませんでしょうか。 

◯駒井委員 
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 いいですか。 

◯安藤議長 

 はい、どうぞ。 

◯駒井委員 

 小学校単位なんですけど、私の娘は区域外のところに学校通わしてるんですね。で、その

区域外のところに通わしてるってことは、地域が違うわけなんです。地域が違うんですね。

そういった場合、この福祉活動について、小学校に入ってる地域に行けばいいのか、それと

も本当の本来の地域に行けばいいのか、できれば私的には行かせてる●小学校なんですけ

ども、この地域に行きたいんですね。そこで知り合いがたくさんいますので。そういったと

ころが今、課題になってくるのかなって思うんですね。 

◯安藤議長 

 今、役所としてはどういう考えでおられますか。 

◯吉田区長 

 地域福祉とは何かっていうことに関わると思うんですね。きっちりお答えできないと思

うんですけれど、地域福祉っていうのは、その地域に住む人々とかあるいは事業体が共に協

力をして、で、人々が自立して生きていくためにやっていく活動のことを言いますので、そ

れ理屈でごりごりの話をすると、やはりお住まいの地域においてお互いに協力してやって

いただくというのが、地域活動の本来の意味だというふうに思っております。 

ただ、先ほどから議論になっておりますように、地域活動をどういう人が担うかっていう

ことについては、必ずしもそこの地域に住んでる方でないといけないということはないと

思いますので、安藤会長からもお話ありましたように、強制ではありませんので、自分が一

番力を発揮できるというところでそれぞれがんばっていただければというふうに思います。 

◯駒井委員 

 それは、例えば私が、今の地域ではなくて●学校の地域でがんばりたいと思えば、そこで

がんばればいいということですか。 

◯吉田区長 

 もうがんばってくだされば、それはもう地域の方々も非常に喜んでくださると思います。

ただ、お子さまはおそらく学校選択制とかなんかの理由で校区外のところに行っておられ

ると思うんですけれども、そこが中学校に行き、高校に行って社会人になると、今度は逆に

学校との結びつきが薄くなって住んでるところとの結びつきが強くなるというふうになっ

ていくと思いますので、そういうことを見越して活動なさるのも一つですし、人生の移り変

わりによって自らの活動領域を変えていくっていうのもあっていいんじゃないかなと思い

ます。だから、理屈の部分と、こうじゃないといけないというところとは違いますよねと申

しましたんですけどね。 

◯駒井委員 
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 柔軟に考えたら。 

◯吉田区長 

 柔軟に考えるべきだと思います。 

◯駒井委員 

 ありがとうございます。 

◯安藤議長 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかにご質問、ご意見ございませんか。本日は委員さんの方、出席少ないのでね、もう指

名していきまひょか。角元委員、どないでっか。 

◯角元委員 

 そうですね、その地域でとか学校区で、もちろんその場所場所に地域活動協議会があって、

そこで活動するのがいいんですけど、ただ、もう僕の考えでは別に三軒家に住んでるから南

恩加島、別に行ってもええやんとかっていうような考えを持ってて。で、結局それがトータ

ルして大正区の皆さんも、ね、ワンチームというか、そういうようなことをしてるんで、だ

からどんどん交流人口を増やしていったらええのになとは、ずっと思ってます。 

 なんかこう、そうやって一緒にやるっていうのは、なんか、区民まつりでなんか、ね、運

動会みたいのをやられてるっていうイメージがあるんですけど、もっと何かこう、なんか共

通してる、あくまで、今、かなり適当なことを言いますけど、大正区の中で何か一つ推進す

るスポーツがあって、その地域対抗でのスポーツの大会を行うとか、スポーツじゃなくても

何かこう技術を競うとか、なんかそういうことをやってどんどんこう切磋琢磨（せっさたく

ま）していったら、関わりも増えるし、区内での仕事の案件も増えるかもしれへんし、区内

同士での結婚とかそういうつながりっていうのが深まるんちゃうかなとはちょっと思って

ます。なんか、そこだけで、なんかこう終わってしまうっていうよりは、駒井さんのように、

こちらも、こっちで行きたいとこ行くんやっていったほうが、区としては、なんかこう、よ

り幅の広い人になるというか、なるというのはちょっとあれですけど、外向きな考えを持っ

ていけるようになるんちゃうかなとはちょっと思ってます。はい。 

◯安藤議長 

 はい、ありがとうございます。 

 ほかに。そしたら今日しゃべってない仲田委員。 

◯仲田委員 

 すいません、私は●（地域名）に住んでおります。先ほど川上さんがおっしゃったように、

やっぱり人材はPTAを積まれた方がずっと地域の役をしていただくということが多いんで

す。ただ、何年か前に女性の方が来られて、引っ越してきたんですけども、私、地域のこと

をいろいろしたいんですけどもっておっしゃったんですね。で、その時に、地域のことはど

れだけご存知ですかって言ったら、何も知らないということでしたので、そしたらいろんな
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活動に参加してくださいよということで、女性会にも入っていただき、そして子どもの見守

り、朝のあの旗ですね、それも参加していただいたんです。区長さんが毎日通られるところ

に立っておられた方で、今ちょっと病気でお休みされてるんですけど、何年間もそれもして

いただきましたし、女性会にも入っていただいていろんな活動にも来ていただきましたし、

いろんな学習もしますけれども、そんなんにも来ていただいて、それで、元気やから喫茶や

ら食事サービスにも来るわということでしたんですけども、その間にご病気になられたん

で、今ちょっとお休みなんですけども、そういうふうに自分のほうからどんどんと来ていた

だいたら、こちらも、あ、そういう人がいらっしゃるんだなということで、仲間に入ってい

ただくんです。 

 それと、若い男性は、まず子ども会の活動に、子ども会に入らなくても何か行事のあるた

んびに手伝いに来ていただくんですね。それで、この方このごろよく来ていただいてるなあ

と思ってたら、いつの間にか子ども会のメンバーになり、主要な役になってたっていうよう

な方もいらっしゃいますしね。どんどん自分から来ていただけたら、こちらはなかなかわか

りませんのでね、いいんじゃないかなというふうに思っております。 

◯安藤議長 

 はい、どうもありがとうございます。 

 ほかに誰かご質問、ご意見ございませんか。区長、はい。 

◯吉田区長 

 少し議論の交通整理をさせていただきたいと思うんですけども、なぜ小学校区単位って

いうお題になっているかっていうことを少し説明したほうがいいと思うんですね。で、今、

皆さん方がイメージしておられるのよりか、もう少し、こう、実務的な話かなっていうふう

に思っていまして、みんなが活動しやすいところで一生懸命がんばるというのは、それはそ

の通りなんですけれども、現実の実務としては、例えば、大正区の中で地域包括支援センタ

ーといって、これは税金で運営してるんですけれども、ご高齢者の相談窓口は 2 か所ある

んです。つまり、1か所につき概ね半数の地域を担当しているという単位になっております。

そして、要援護者の災害時のときの見守りは、ここにありますように小学校区単位で名簿を

お預けして、見守り活動をしてその取りまとめをしているので、小学校区単位ごとにやって

いただいていると。で、福祉の専門的な議論では、地域福祉の単位は大体 3 万人から 4 万

人だというふうに言われているわけなんです。ですから、大正区のイメージとしては二つに

分ける、あるいは中学校区域で一つぐらいかなというような単位で地域福祉というのは進

めていくべきだというのが通説です。で、仮に小学校区域としても、大正区の場合は、私が

前いた区に比べると、1地域当たりの人口は半分ぐらいしかいないんです。そういうふうに、

地域によってこう、差がある中で、もう少しこう、実務をどの単位で進めていくのかってい

うのは議論していただく必要があるかなと思ってます。 

 で、それは、今日の議論の結論の部分にも関わるんですけれども、もう少し各地域で、こ
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の地域をどうしていくかっていうことを、福祉に的を絞って議論していただくっていう場

が必要かなというふうに思ってるんですけど、その時に好きな人がいろんな地域から集ま

って、いろんな地域のことを話し合ったらええやんっていうわけにはいかなくて、このエリ

アの地域福祉を議論しましょうということに、おそらく実務的にはなると思っていまして、

そういういろんなこう、考え方がある中で、大正区では小学校区単位でこれまでいろんな地

域活動を行ってきたので、引き続き地域福祉についてもその単位で行うべきだというふう

に私は思っておりますけれども、担い手不足のこともあってどんどんどんどん小学校区単

位で見たら人口が減っていくので、その単位もこれからも維持すべきかどうかみたいな問

題意識を持っているので、その単位の議論もとても大切だというお題なんで、そういうこと

をここはイメージしていただきながら、議論していただいたらありがたいかなと思ってま

す。 

◯安藤議長 

 はい、ありがとうございます。今の区長の話につきまして、また、それに関してご質問、

ご意見、何かございませんか。 

 また川上くんになりまっか。 

◯川上委員 

 すいません。小学校単位で、やはり町会っていうのが存在する以上、これやっぱり小学校

単位で私ら、そういう社会福祉をしていくっていうのは、それはもう命題みたいなもんで、

やっていくっていうかたちで、地域は地域っていうことで。 

 で、実際に私ら地域の中で実際その動いてる人間、どんだけおるんやっていうと、やはり

もう限られた人間しか動いてないんですよね。それをやはり、先ほども言いましたけど、い

ろんな手伝いをお願いして、増やしていって、で、私ら直接知らない方でもやはり協力して

いただいている方の知り合いっていう、枝を広げていくっていうのが一番大事やと思って

ますので、今、区長さんがおっしゃったその小学校単位でやっていくのがええのか、悪いの

かっていうところまで私ら、いかないんですよ。今、現状でやっていくのがもうベストやと

思ってます。で、ベストでやっているんで、やはりこの考え方っていうのがそれ以上広がっ

ていかないんですよね。ええ。で、新しい人材を入れても、今さっきも言いましたようにや

らされてる感っていう方もおられるし、やはりそういう若い方が意見を言える土壌にせな

あかんのですけど、中にタメ口で言うてくる人もいますけどね、はい。それはそれとして、

地域のことを思って言うてくれる人材なんで、それはそれとして意見は取り入れながらや

っていこうと思ってます。 

 で、実際、地域で動いてはる方っていうとやっぱり女性が多いんですよね。男性が少ない

っていう。これがもう地域活動の中でちょっとネックなとこなんですよ。男性もやはりたく

さん入ってきてほしいんですよ。男性を広げていくいうのも一つの私らの使命やと思って

ますし、で、全体的にボリュームをふくらませて、もちろん子どもから年配の方まで、子ど
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もやからいうて手伝うたらあかんではなく、子どもができることもありますしね。そういう

のを私ら、そういう、例えばお化け屋敷なんてやってるんですけど、高学年、6年生が主体

となって低学年、幼稚園児を迎え入れるっていう活動もしてますし。だから、子どもから、

まあまあお年寄りまで従事者としてやっていける地域づくりをしていこうかなと。今、途中

ですけど、やっていく方向性になってますんで、その辺を進めていこうと思ってます。はい。

すいません。 

◯安藤議長 

 はい、ありがとうございます。うん、確かにね、もう●（地域名）さんも活発に福祉活動、

動いておられます。それとまた、●（地域名）もかなり動いてると思いますんで、谷田委員、

なんか。 

◯谷田委員 

 安藤委員、地域ですか。 

◯安藤議長 

 はい。 

◯谷田委員 

 地域が動いてるか。そうですね、今年は盆踊りとか大きい事業が全然なくて、花火大会を

今の 6年生にしてあげたいなっていう、そのPTAの男の人たちが考えていらっしゃるんで

すけども、どういうふうにするかっていうのはまだ全然具体にあがってきてないんですが、

やはり、今、昔、私たちがやってるPTAっていうた時はやはり女性がだいぶ力を持ってた

んですが、今、本当に●（地域名）のPTAは男の人、若い男の人、って言うたって 40代か

ら 50代手前までだと思うんですけど、一生懸命がんばっておられますね。で、うちの委員

長ももうガッツマンで、自分がやりたいことはさっささっさとやるんですが、ちょっと連絡

がね。「報・連・相（ほうれんそう）」ができないのがちょっと危険なんですよ。で、私も言

ってるんだけど、「報・連・相（ほうれんそう）」はね、どの時代でも、小学校のときから大

事やねんからね、あなたが一番せないかんということを一生懸命に伝えてるんですが、なか

なかでございますが。 

 女性会のほうも、さっき駒井さんがおっしゃったように私とこの地域も、隣の地域からも

来てますし、泉尾のほうからも来てますしね、それは全然大丈夫だと思うんで、もしか、あ

れだったらおつなぎいたしますが。 

 もうこのぐらいでよろしいですか。 

◯安藤議長 

 皆さんの意見聞いて、各委員さんどないでっか。何か、もうありませんか。 

◯谷田委員 

 あ、それからもう一点ね、やっぱしこの知りたい情報っていうのは、各町会にね、掲示板

があるんですよ。掲示板っていうのが。はい。それが、駒井さんが住んでいらっしゃるとこ
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の近くにあるかどうかわからないんですが、そこにはたくさん情報が貼ってますので、はい。

大阪市の情報、区の情報も入ってますし、区社協の情報も入ってます。地域の情報も入って

ますので。 

◯駒井委員 

 掲示板ですよね。 

◯谷田委員 

 はい。掲示板、町会の掲示板があるので、それをちょっと参考にしてもらったらありがた

いなと思います。 

◯駒井委員 

 町会の掲示板ですね。 

◯谷田委員 

 はい。 

◯駒井委員 

 わかりました。 

◯谷田委員 

 あると思います。 

◯駒井委員 

 それすらわからないんですよね。 

◯谷田委員  

 探しましょう。 

◯駒井委員 

 はい。探します。 

◯角元委員 

 ●（地域名）の、その掲示板ってどこにありますか。 

◯谷田委員 

 町会、どこかな。 

◯安藤議長 

 大体、町会に 2か所か 3か所ぐらいある。 

◯谷田委員 

 あります。 

◯仲田委員 

 ●（地域名）になられるんだと思うんです、お住まいのところは。 

◯角元委員 

 ●（地域名）です。あ、●（地域名）、はい、はい。 

◯仲田委員 
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 うん、でも●（地域名）になると思います。はい、お住まいの。●（地域名）の掲示板は

どこにあるのかしら。各町会別にありますので。 

◯角元委員 

 ああ、そうなんですね。 

◯仲田委員 

 はい。去年全部新しくしましたので、きれいないいのがあると思います。はい。 

◯角元委員 

 なんかこう、知らん人に対して、そこにありますよっていうことを教えることから始めな

あかんのかなとはちょっと思いますね。 

◯仲田委員 

 そうですね、町会長にそのように言っておきますので、はい。 

◯角元委員 

 はい、なんか回覧板に。 

◯仲田委員 

 はい、回覧板に、はい。 

◯角元委員 

 ここに来たらいつも載ってるで、みたいなね。 

◯仲田委員 

 わかりました。言っときます。 

◯角元委員 

 わかりました、探します。 

◯仲田委員 

 はい。 

◯吉田区長 

 なんかこう、サイレンみたいの付けれますかね。目立つように。 

◯安藤議長 

 もうほかに、もう出尽くしましたかな。 

◯駒井委員 

 最後に一つだけでいいですか。すいません。 

◯安藤議長 

 はい。 

◯駒井委員 

 そもそも論を教えてほしいんですけど、こういう地域福祉活動をするっていうことは、人

口の流出を防ぐっていうことが大前提でやってるんですか。こう、よく西区に行くっていう

ママさん友達も多いんですね、やっぱり。で、この福祉活動をすることによって盛り上げて
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いきたい、人口を増やしていきたいというものが前提にあってのことなのか、もしそれが前

提であるんであれば、もう一つ考えていただきたいことがあって、やっぱり学力ですね。学

力が、どうしても大正区っていうのは低いと言われてます。やっぱり西区は高いんです、学

力が。で、やっぱり中学校、高校、大学、先のことを考えると、そこに転出して子どもをそ

こに通わせてるほうがいいなって思うのが親心だと思うんです。だから、その学力アップの

ためにじゃあどうしていくのかっていうのも、これの一つになるのかなと思ったりもする

んです。その辺もうちょっと考えていただければありがたいなって思いますね、はい。 

◯吉田区長 

 なぜ地域福祉をやるのかということについては、行政的に言いますと、市町村において地

域福祉計画をつくり、それに基づいて地域福祉をやりなさいと、やりましょうということが

法律で定められておりますので、これ法定の計画なんですね。で、大阪市の場合は、これか

ら住民投票があるんで、今後どうなるかわかりませんけれども、大阪市の地域福祉計画って

いうのはあるんですけれども、区の地域福祉計画っていうのは法定のものとしてはないの

で、もどきのような地域福祉ビジョンをつくっていると、それが今日お示ししたものなんで

すけど、なぜこういうことをやるのって言われれば、法的根拠はそこなんですね。 

ただ、きっとご質問の趣旨はそうじゃないと思っていまして、大正区役所としてこれに心

血を注いでいるのは、やはり、地域福祉が、一言で言ってしまえば地域福祉が充実している

ということに魅力を感じる人々っていうのはたくさんいらっしゃるであろうと。で、まだ成

果は出せていないので、それ最後にしゃべろうと思ってたんですけれども、やはり地域福祉

が充実したまちである、地域防災が充実したまちである。で、先ほどおっしゃった学力も含

めて子育て・教育が充実したまちであるということを魅力として、このまちに移り住んでき

ていただくと。あるいはこのまちから流出していく人々を防ぐということを目標にしてや

っております。ちょっと、二つの答え方をしたんですけど、私としてはどちらかというと、

後者ですね、これでやっぱりまちの活量と魅力をアップさせるために皆さんもそうだと思

いますけれども、地域福祉に力を入れています。 

◯安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。それでは、最後に私から一言申し上げます。今回、

ご説明いただき、地域福祉ビジョン（案）でも、前回会議の議題、住民自治の活性化でも地

域活動の担い手不足や新たな担い手の発掘が課題となっています。小学校区単位で組織す

る地域まちづくり実行委員会へ専門職やいろいろな分野から多くの人に参画してもらい、

各地域で福祉課題をはじめ、さまざまな地域課題について議論をしていただければと思い

ます。 

 それでは、区役所から一言お願いいたします。 

◯嶋原保健福祉課長 

 いつもありがとうございます。また、たくさんの貴重なご意見いただきまして、本当にあ
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りがとうございます。こちらのほうにつきましては、このご意見、また 10 月 12 日より広

く市民の方にご意見を求めるというかたちでパブリックコメントのほうも実施する予定に

しておりますので、そちらのご意見も合わせた中でこの大正区地域福祉ビジョン（案）を修

正し、改定したいと思っております。できあがったビジョンをもとに地域福祉を推進してま

いりたいと考えておりますので、地域の皆さまのご理解とご協力のほう引き続き賜ります

よう、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

◯安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、本日予定されてる議題は以上ですべて終了しました。 

なお、今回の議論や事業、事業計画書において防災にかかわることもございますので、行

政サイドよりオブザーバーとしてご出席いただいている消防署長に一言ご助言を賜ればと

思っております。大阪市消防局大正消防署石田署長いかがでしょうか。 

◯石田大正消防署長 

 はい、ありがとうございます。おつかれさまでした。 

 今回、出席させていただいて、今日は今年度、消防署で取り組んでいる事業といいますか、

一つちょっとご紹介という、お話をさせていただきたいなと思ってます。 

で、これは一番目の議題でもありました、大正区の事業・業務計画書の取り組みの 55番、

ちょうど地域防災リーダーの育成に関することになります。昔といいますかね、地域防災リ

ーダーが平成8年発足当初から消防署の担当としては、訓練の部門を担当してきています。

で、これがずっと進んで時が経って、いろんなところで防災訓練っていうところを私自身見

させていただいてるんですけども、まだまだ消防署が前に出て、訓練をリードしてるってい

うようなところがやっぱり少なくないというふうなのが実感であります。 

で、大規模地震、大規模災害が発生したときですね、いち早く住民の先頭に立って活動を

開始するという地域防災リーダーっていうのであると私は思ってます。で、これを実現する

ために一つの方法としましてね、今年度 4月に私、着任させていただいて、地域防災リーダ

ーが指導者となって自らの考えでそういう訓練を進めていっていただくことで、そういう

かたちになるんじゃないかなと思いまして、このコロナ禍の中ではあるんですけども、今年

度初めて、小林連合町会にご協力をいただきましてね、もう既に指導者となるべき研修を今

月 9月なんですけど、37名のご参加いただきまして、もう進めていってるところです。今

後はすべての連合町会のところで実現したいなと考えてるんですが、はい。座学、それと実

際の訓練で最終的に 2 月でしたかね、今、予定されてる防災訓練でそういう地域防災リー

ダーが先頭に立って、訓練を進めていくっていうふうなかたちを作っていきたいと私はそ

う思ってます。地域防災力の向上っていうのがそこで図られるんかなと思ってますんで、消

防としましては今できることをやっていきたいなと思っております。はい、すいません、以

上でございます。 
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◯安藤議長 

 石田署長、ありがとうございました。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。 

◯佐々木政策推進課長 

 安藤議長、そして委員の皆さま、活発なご議論ありがとうございました。 

 本日の配布資料の中に、こういったご意見シートも置かれておったと思います。本日の会

議で発言できなかった内容とか、このご議論を踏まえてまた家に帰って、こういうことの質

問なり意見が生まれることもございます。そういったことで、またご意見シートにもご記入

いただいて、10月 6日火曜日までメール、またFAX、郵送、もしくは来庁されたときにご

持参いただくのも結構でございます。こういったここだけの場でなく、事後にもご意見ござ

いましたら、記入いただきまして、その内容がまた区政会議なり事業のほうに反映していき

たいと考えておりますので、忌憚（きたん）のないご意見を賜ればと思っております。 

 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 

 本当に皆さま方、ありがとうございました。出席人数が少なかったことにより、お一人当

たりの発言回数はいつもより多かったんじゃないかなと思ってありがたく存じております。 

途中、この基礎データを、地域福祉ビジョンの基礎データを見る限りでは、人口もじり貧

だし、ちょっと恐ろしくなったというようなご意見がありました。確かに人口増加という点

では、成果がまだ出せておらず、私としても、大変これについては責任を感じております。

ただ、地域で今がんばってくださっている皆さまも含めて、私たちがもしがんばっていなか

ったら、もっと活力は少なくなったであろうし、人口の減少幅も、もっと多かったであろう

と思っておりますけども、思うしかないとがんばってきましたと。つまり方向性としては間

違っていないかなと考えております。 

地域福祉推進会議でも同じようなご指摘を専門家の方々からいただきました。要するに、

成果が芳しくないということでございます。特に、人口増加とか、まちの活力についてはな

かなか成果が出ていないねというご指摘をいただきました。 

一方で、こんなご指摘もいただきました。ほかの区域にはない取り組み、がんばっている

取り組みはいっぱいあるじゃないかというご指摘もいただきました。具体的に、例えばで申

しますと、大きな病院二つございますけれども、この病院同士の連携とか、病院と診療所の

連携、あるいは病病診さらに介護施設の連携に関しましては、おそらく、ほかの区域と比べ

ても、非常に優れたネットワークを築けているというふうに思っております。こういう仕組

みというか、ネットワークを作れたのは医師会をはじめ地域の事業者のご尽力とか、あるい

は患者さま方、あるいは地域住民の皆さま方のご尽力があったればこそだというふうに思

っています。 

 今日は具体的にご質問等はなく、事前の資料に載せておりましたけども、小学生、中学生
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を、今年度からは 4歳児、5歳児まで幅を広めますけれども、子どもたち一人一人をくまな

く見守るという、こどもサポートネットの取り組みについては、24 区で見てもとても先進

的な見守りの活動であるというふうに自負をいたしております。 

 コロナ対策を含めて、区民の健康に対する意識も、これはもう数字が示しているんですけ

ども、この間改善をしてまいりました。地域防災の取り組みにつきましても、この数年の間

にずいぶんと区民や地域の皆さま方の意識も高くなり、それなりの訓練もできるようにな

ってきました。ほかの区域と比べても勝るとも劣ることはない対策を講じていれるという

ふうに思っております。 

で、ご指摘いただきましたのは、そういうがんばってある意味成果とも言える部分もしっ

かりPRしていかないといけないんじゃないかと、こう、がんばった結果こういうことがで

きていますよということも PR していくべきであるというご意見も相次いでいただきまし

た。私もある意味それは、はっとしたところでございまして、地域の皆さま方と一致団結し

てがんばれてきたことについては、今までもやってまいりましたけれども、これからもしっ

かりPRして、先ほどいくつかの分野申し上げましたけれども、大正区民が一丸となって地

域福祉を中心とする各分野にがんばっているんだよと、大正区っていうのはそういう区な

んだよということを啓発PRしていきたいと思っています。長い目で見たときには、そうい

うことを区域外の方々にも知っていただくことによって、大正区がより住みやすい地域区

域であるというふうに、評価を必ずいただけるものと考えているところでございます。 

 地域活動の担い手のことにつきましては、今日、皆さま方からご議論いただきまして、こ

ちらも新たな気づきがありました。地域住民の皆さまが特に若い方々に関心を持っていた

だくっていうのはとても大事なことなんだなと。で、関心を持っていただくために何をした

らいいのかっていうことに新たな気づきがありました。今日も広報紙の関係で全く同じ話

してたんですけども、要援護者支援システムの記事づくりに今日も携わっていたんですけ

ど、どうしても私たちが記事づくりをするとシステムの話になるんですよ。名簿をこう集め

て、それをチェックして、で、こうやって見守りしますっていう、見守りの仕組みの話が 8

割 9割を占めるんですね。で、なぜ、私たちがこういうシステムを作るのかっていう話が出

てこないんですよ。こうやって見守りやりますっていうことが中心になってくると。こども

サポートネットについてもそうです。こうやってこどもたちを見守っていきますって仕組

みの話ばかりで、なぜこの仕組みを入れないといけないのかっていう、その熱い思いの部分

がどうしても私たち記事づくりをすると弱くなってしまいます。 

で、前回のこの区政会議で安藤会長に、「安藤会長はどうして地域活動に一生懸命なんで

すか」っていう質問を私からさせていただいたのを皆さんご記憶だと思いますけれども、や

っぱり私たちの地域活動の根底には目的意識と言いましょうか、そういう熱い思いがある

はずであって、そういうこともしっかり伝えていく、それが言葉を変えれば教育ということ

になるのかもしれません。システムの教育ではなくって、この熱い思いをどう伝えていくか
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っていうのが、一つポイントじゃないかなっていうふうに私、今日は思いましたので、この

地域福祉ビジョンを全部読んでいただくとおわかりのとおり、システムの話が中心になっ

ていて、何のためにこの地域福祉をやっていくのか、そして、今、がんばっている人たちは

どういう熱い思いでこの地域福祉をやっているのかっていうのが書かれておりません。で、

ちょっと、それは残りの時間が少ないので、どこまで入れられるかというのは、ちょっとこ

れから検討しますけれども、一番大事な、人々の心の中にあるその熱い思いの部分をなんか

この地域福祉ビジョンの中になんらかのかたちで織り込むことができれば、とってもその

大正区らしい地域福祉ビジョンになるかなっていうふうに私、今日は気づかせていただき

ましたので、今後、パブリックコメント出すまでに検討させていただきたいと思っておりま

す。 

 最後に学力の話が出まして、それも私が頭を痛めておりまして、なかなか成果が出ていな

い分野ではあるんですけれども、大正区の場合は特にやはり生活環境の改善が学力に直結

するというふうに見立てております。生活の習慣を良くする、家庭教育を充実させるってい

うことで、大正区の学力っていうのはふわっと上がってくるんだろうというふうに考えて

おりまして、今もその信念で学力の向上の学習のスキルについてはもう先生にお任せする

と。で、私たちは先生がなかなかこう手が届かない家庭教育とか生活環境の部分で、学校を

サポートとしようという思いでこれまでやってきまして、先ほど申しましたように、その方

向性は間違ってないと思いますし、今日ここにお集まりの地域の方々にご協力をいただか

ないと家庭教育は良くなったりとか、子どもたちの生活習慣を良くするということに結び

つきませんので、どうかこれからも地域の皆さまには区政にご協力をいただいて、成果が出

るように役所としても粉骨砕身がんばっていきますので、引き続きご指導賜りますように

お願いを申し上げます。 

以上をもちまして、私からの最後のごあいさつとさせていただきます。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 

 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閉会とさせていただ

きます。 

なお、次回の区政会議につきましては、12月 18日金曜日でございます。何とぞご出席の

ほどよろしくお願いしたいと思います。もう一度言います。12 月 18 日金曜日でございま

す。 

なお、お帰りの際は 1階出入口は閉鎖しておりますので、2階駐車場玄関側からお帰りの

ほどよろしくお願いしたいと思います。また、密集を避けるということで、会議終了後の退

室につきましても特段のご配慮いただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日遅くまで活発なご議論ありがとうございました。これをもちまして閉会と

させていただきます。ありがとうございます。 
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午後８時 25分閉会 


