
令和２年度第２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

・要援護者支援システムについて質問を出し回答
については理解した。有事の際は冷静な行動が難
しいので、平時の際にあらゆることを想定し備え
ることが重要と思い質問した。

宮崎委員
保健福祉課
（福祉）

2

・事前質問1-4について、知り合いが区役所で
パート勤務をし、個人情報に触れる機会が多くあ
ると聞いた。本務職員以外の人々も、きめ細かく
個人情報の重要性を学ぶ機会をもち、個人情報が
適切に処理されることを願っている。

駒井委員

〔総務課　村田課長〕
パートを含む職員全員に、例年、個人情報の保護遵守にかかる
教育を行っている。２階窓口のような委託事業者の従事者につ
いては、直接指示は出来ない代わりに、委託事業者との契約の
中で、個人情報の保護にかかる研修をするよう仕様書に記載し
ている。万が一、事務処理誤りが発生した場合は、発生原因を
突き詰め、再発防止に向け当該職場及び区役所内で共有するこ
とを行っている。

回答済み 総務課

3

・要援護者支援システムについても、個人情報を
取り扱うことになる。現在は地域の中の見守りが
必要な方を抽出している段階であるが、今後、地
域の方が要援護者の個人情報を取り扱う段階にな
るため、個人情報の保護について、地域の方が高
い意識を持つ必要があるが、区役所としては、ど
う考えているか。

川上委員

〔保健福祉課　嶋原課長〕
・要援護者支援システムについては、各地域にご説明をさせて
いただき、趣旨へご理解いただいた地域から、個人情報の取り
扱いも含めた協定を結び、順次名簿をお渡ししている状況。た
だし、地域でもこのような名簿を取り扱うことは初めてと考え
られるので、区役所、また委託事業者である区社協とも連携し
ながら、個人情報の取り扱いについて一緒に進めていければと
考えている。

〔吉田区長〕
・万が一個人情報の漏えいがあった場合の責任の所在について
は、漏えいした方、さらにその方を管理監督する地域活動協議
会になると考えている。漏えいが発生しない仕組みづくりや地
域での研修等をサポートするなど、本日のご意見も踏まえ、区
役所として漏えいが発生しない仕組みづくりへの責任はしっか
りと担っていきたい。

回答済み
保健福祉課
（福祉）

4
・私も大阪市から事業を受託しており、全職員が
誓約書や前歴証明書などを大阪市に提出している
が、区役所もそのようなことを行っているか。

宮崎委員

〔総務課　村田課長〕
・職員については、個人情報の保護をはじめとした服務規律の
確保に向け、入庁前に誓約書を提出している。委託事業者につ
いては、事業者との契約の中で服務規律の確保を取り決めてい
る。

回答済み 総務課

5

・個人情報の取り扱いは地域の中でも課題の一つ
である。見守る側が対象者の個人情報を守るとい
う気概を持って取り組む必要があることを、胸に
刻んで取り組んでいきたいと考えている。

安藤議長
保健福祉課
（福祉）
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【ご意見シート】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

6
区民だより「こんにちは大正」について、内容が
豊富になり、読みやすくなっていると感想の声が
聞こえてきています。今後も頑張ってください。

宮崎委員

ご意見ありがとうございます。今年度は、特集に加え、市民参加型の「ピンチを
チャンスへ」、「＃WELOVE大正区」などの新企画に取り組み、紙面の充実を図っ
ております。今後も区民にとってわかりやすく充実した情報をお届けしていきたい
と存じます。

政策推進課
（政策推進）

7

こんにちは大正10月号7ページに里親募集が記載
されています。会社を誘致して職員増加しても、
区民として生活して頂けるかは不透明ですが、考
え方を福祉に切り変えると、里親募集等を取り入
れ、里親登録が増加する事で、住民も増加して行
く傾向に繋がるということもあると考えていま
す。一方で、里親としての役割を理解し協力して
頂ける住民を募る事が必要であり、その点は課題
となってくるとも考えております。

宮崎委員

里親制度については、親の病気や死別、離婚、虐待など様々な事情により、家庭で
生活できない子ども達を温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下で養育を提
供する児童福祉法に基づく制度となっており、委員ご指摘のとおり里親としての役
割を理解し協力していただける住民の存在が欠かせません。
区役所としましては、本年度も関係部局と連動し、10月の里親月間を活用して関連
記事の広報紙や庁舎内掲示等により周知を行ってまいりました。今年度はイベント
等での周知はできない状況になっておりますので、里親月間だけにとどまらず、
ホームページによる広報や来庁者へのチラシの配付等、周知の充実が図れるように
検討し、ご協力いただける区民の方を増やしていけるよう啓発に努めてまいりま
す。

保健福祉課
（こども・教
育）

【区長発言】

〔冒頭あいさつ〕
・大正区におけるコロナの状況は、10名程度の陽性患者が常時発生している状況。
・GoToトラベルキャンペーンが話題になるなど、ブレーキとアクセルを踏みながらの状況が続いていくと考えている。その中で地域活動についても、新しい生活様式の中、工夫をしながら実
施に向けての検討をいただいている、いわばギアチェンジを行っていただいている状況。区役所としても地域活動の再開がスムーズにできるようにサポートしていきたい。
・本日は地域福祉ビジョンについてご議論いただく。区政会議において、より活発なご議論がいただけるように、テーマを絞り議題設定をすることとした。専門会議で検討した内容について、
地域住民の皆さまにもご意見をいただきたく、活発なご議論をいただきたい。

〔会議終了後のあいさつ〕
・地域福祉ビジョンの基礎データにおいて、人口減少等が示されており、本日の議論でも驚いたという話もあった。人口減少に歯止めはかかっていないものの、施策の方向性自体は間違ってい
ないと考えている。専門家で構成する地域福祉推進会議でも同様のご指摘をいただいている中であるが、同時に、病院同士の連携や病院と診療所の連携などのネットワーク構築など、関係者の
ご尽力により、他の区にはない、頑張っている取組みも多くあるとご意見をいただいている。また子どもサポートネットや地域防災の取組、区民の健康に対する意識の向上等、他区にはない独
自のものや、他区に勝るとも劣らないものなど成果が上がってきているものもある。こうした成果もPRしていくことも大事だと考えているし、長い目で見たときに地域福祉の充実などは必ず
区内外に評価されるものと考えている。
・地域活動の担い手という課題について、本日のご議論から大きな気づきをいただいた。地域住民の皆さま、特に若い人々に関心も持っていただくこと、そして関心を持っていただくにはどう
すればいいのかということについて、なぜ地域活動を行っているのかという熱い想いをPRすることも必要だと感じた。今回の議題である地域福祉ビジョンについても、なぜ地域福祉を充実さ
せるのかということも反映できればいいと考えている。
・学力の問題については、大正区の場合、生活環境が学力に直結すると見立てている。学校の授業については先生にお任せし、我々区役所では、家庭教育や生活習慣の改善に取り組んでいく。
そのためには地域の方々のご協力も欠かせないと考えているので、引き続きお願い申し上げたい。

2 / 7 ページ



令和２年度第２回区政会議　議題2「大正区地域福祉ビジョンの改定について」にかかるご意見について

【主なご意見と区役所の考え方】
主なご意見 区役所の考え方 担当課

政策推進課
（地域活動支
援）

保健福祉課
（福祉）

・地域まちづくり実行委員会が行っている内容など、地域活動
をなぜ行う必要性があるのかを多くの区民が知る必要があると
考えている。区民に対して地域活動の意義を伝えることが必要
だと思う。
・地域の活動は確かに周知不足だと感じている。もっともっと
自分たちの活動を知ってもらい、参加していただけるように取
り組みたい。

・地域活動はボランティアであり強制ではないが、核となる人
はやはりやる気がある人であるので、その人がいろんな形で
様々な人々を巻き込みながら活動するのが理想だと考えてい
る。

・担い手不足の解消に向け、私の周りでも地域活動への参加に
興味のある人はいるが、地域に身近な人達への声掛けが多いと
聞いており、地域の人たちとかかわりの薄い方々には届いてい
ないと思う。幅広く地域活動のことを周知することで、そうし
た人たちの中でも、やってみたいと思う人もいるのではないか
と考えている。
・地域では身近なところから声かけを行っており、興味関心が
ないとなかなか参加していただけないのが現状であるが、参加
することで重荷にならないような声掛けを行っている。
・子どもたちが地域の中で育ち、また大人になった時に一人で
も多くの子どもが愛着を感じ、地域に戻ってくるようにしたい
と考えている。子どものうちから地域に愛着をもち、将来地域
活動の担い手となる子どもが、一人でも多く育っていくことを
願っている。
・地域活動について、地域の中でどの方が地域活動に興味があ
るかはなかなか判別できない。中には自ら地域活動をやりたい
と申し出てくれる人や、子どもの関係から地域活動に参加して
いただける方などもいらっしゃるので、そうした流れができる
と、参加いただける方は多くなると思う。
・町会の掲示板に様々な情報が掲載されていることを周知する
必要があるのでは。

・大正区役所では、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えるよう
に、まちづくりセンターを活用し、地域まちづくり実行委員会
の広報にSNSを導入する取り組み等の支援を行っておりま
す。また、12月号広報紙に各地域まちづくり実行委員会の
「新しいまちづくり活動」の取り組み及び地域からの要望書の
内容等を掲載しました。これらの取り組み等を通じて、地域活
動の周知や新たな参加者の増加、担い手の発掘に繋げてまいり
ます。
・また、改定する地域福祉ビジョンにおいては、大正区役所
が、地域課題を地域が主体となって解決する「大正区地域まる
ごとネット」の構築に向け、中心的な役割を果たす地域まちづ
くり実行委員会を支援するとともに、地域まちづくり実行委員
会が、新たな地域福祉の担い手として、テーマ型ボランティア
や市民団体、NPO法人、専門職、そして社会貢献活動を行う
民間企業などと新しいネットワークを構築できるよう、大正区
社会福祉協議会とともに連携・協力していきます。また、さま
ざまな能力や特技を持つ人たちに着目し、地域で活躍する人材
として活動の場につなぐことができるようにしたり、地域福祉
活動への多様かつ柔軟な参加の方法について検討を行うとして
おります。

分類

新たな担い手へのアプローチについて

地域活動の周知について

地域活動従事者の現状について
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【主なご意見と区役所の考え方】
主なご意見 区役所の考え方 担当課

政策推進課
（政策推進）

保健福祉課
（福祉）

・地域福祉が充実したまち、地域防災が充実したまち、ご意見
のとおり学力も含めて子育て・教育が充実したまちであるとい
うことに魅力を感じる人々がたくさんいらっしゃると考えま
す。大正区役所では、大正区将来ビジョン2022において、次
の５つの柱をかかげ区政運営の充実を図り、住民満足度の向上
に取り組んでおります。
【１】だれもが健康で安心して暮らせるまちへ(主に福祉、健
康、生活保護、人権)
【２】快適で安全なまちへ(主に防災、防犯、生活環境)
【３】次世代の未来が輝くまちへ(主に子育て、家庭・学校・
地域教育)
【４】活力ある元気なまちへ(主にまちの活性化・ものづくり)
【５】「区民が主役」のまちへ(主に地域活動、広報、広聴、
窓口サービス)
・また、地域福祉の充実についても、現在お住まい頂いている
住民の皆さまの満足度向上を図り、まちの魅力が向上されるこ
とで、大正区から流出していく人々を防ぐ、または移り住んで
きていただくことにつなげるべく、改定する地域福祉ビジョン
の推進を通じて取り組んでまいります。

・地域活動については、自分の家の地域に参加するのか、それ
とも子どもが通学している小学校区で参加するべきなのか。
・三軒家西に住んでいる人が南恩加島で地域活動を行っても全
然いいと思っており、そうした地域外の交流や、地域間の交流
を増やしていくことが、大正区全体の活性化につながると考え
ている。
・町会という組織がある以上、地域活動については小学校区単
位で行うべきと考えている。

・地域活動について、必ずしも居住地域でないといけないこと
はなく、また、強制ではないので、自分が一番力を発揮できる
というところで頑張っていただければと思います。
・大正区でも小学校区単位で、これまでいろいろな地域活動を
行ってきました。しかし担い手不足や、（小学校区単位の）人
口がだんだんと減少していますので、各地域で福祉に的を絞っ
て地域をどうしていくのか、地域活動の単位につきましても、
今後この単位を維持していくのかなどを議論する必要があると
考えており、その視点を持ちながら地域福祉ビジョンの施策を
推進してまいりたいと考えております。

・そもそも地域福祉を充実させる目的は、その充実により最終
的に人口を増やしていきたいのか。もしそうであれば子育て世
帯の住居選びには、地域の学力の高さも大いに関係すると思う
ので、その辺りも考慮いただきたい。

地域活動の単位について

地域福祉などの充実について

分類
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【ご意見の要旨】
（「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」）

分類 発言者
駒井委員

嶋原課長

駒井委員

嶋原課長

吉田区長

谷田委員

駒井委員

谷田委員

角元委員

川上委員

安藤議長

宮崎委員

嶋原課長

2

・新たな担
い手へのア
プローチに
ついて

・地域の活動は確かに周知不足だと感じている。もっともっと自分たちの活動を知ってもらうような形にもっていかないといけない。また、地域
活動はボランティアであり強制ではないので、皆さんもぜひかかわってほしい。

・大正区地域福祉ビジョンを初めて読み、大正区が抱える課題に改めて驚いた。私は大阪市から事業を委託され、多くの子どもと共同生活を送っ
ているが、職員には地域活動に積極的に参加していただき、子どもたちには毎月防災訓練を行っている。子どもたちが地域の中で育ち、また大人
になった時に一人でも多くの子どもが愛着を感じ、地域に戻ってくるようにしたいと考えており、子どものうちからそうした教育がされることを
願っている。

・当ビジョンを改定する意義は、大正区における課題について、地域福祉の観点から、どのように解決していくかの方向性を定めるものである。
皆さまからのご意見も踏まえて、よりよいビジョンになるように努めていきたい。

・委員同士の議論もこれから促進していきたいと思う。地域の担い手を区役所がリクルーティングすることは間違っていると思うが、地域でご活
躍されている方々も多く参加いただいているのでご意見をお伺いしたい。

・私自身も転入し、子どもの関係からPTAを行うようになり、地域活動にも参加するようになった。駒井委員のご指摘の通り、身近なところから
お声がけを行っているが、興味関心がないとなかなか参加していただけないのが現状である。

・私も含め、地域活動に参加していない方からすると、参加することで重荷にならないか心配することがある。やりたいけれど時間がある時にや
りたいという方もいるのではないか。

・昔とは違って、自分の時間の空いた時に参加してくださいとお声がけしており、そうした参加をされる方もいらっしゃる。

・地域まちづくり実行委員会が行っている内容など、地域活動をなぜ行う必要性があるのかを多くの区民が知る必要があると考えている。地域活
動をしていない人からすると、やらされているようにも見えてしまうし、地域とつながることで、地区防災計画を知ることができるなど、地域の
人と仲良くなることで、もし自分が道端で倒れても、助けてもらえるスピードが速くなるかもしれない。そうしたことを含めて地域活動の意義を
教えることが必要だと思う。

1

・新たな担
い手へのア
プローチに
ついて

・地域活動
の周知につ
いて

・地域活動
従事者の現
状について

・担い手不足の解消に向け、私の周りでも地域活動への参加に興味のある人はいるが、どのような形で声掛けしているか教えてほしい。

・地域活動の案内については、区役所においては、転入者向けに町会のご案内や各地域まちづくり実行委員会の活動内容の周知などを、関係機関
と連携し行っている。

・生活の中でそういった情報を得ることが難しいと実感している。私は転入してきたが、町会の案内を見た記憶はない。私は母親が大正区で地域
活動を行っていた関係で情報を得ることはできたが、身近な人達への声掛けが多いと聞いており、幅広く地域活動のことを周知することで、地域
の人たちとかかわりの薄い方々の中でも、やってみたいと思う人もいるのではないかと考えている。

・SNSの活用など周知について工夫して行っていきたい。

内容

・角元委員からやらされている感じが出ているというご意見があったが、人のつながりの中でやっていることからそういうイメージが出ているか
もしれない。地域活動で核となる人はやはりやる気がある人であるので、その人がいろんな形で様々な人々を巻き込みながら活動するのが理想だ
と考えている。地域活動を行っていて、声掛けをしても興味がない人も多く、自分たちの周知不足も感じている。いろんな事業を通じて興味を
持っていただけるようにこれからも取り組みたいと考えている。
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（小学校区単位での地域福祉活動の現状と課題について）
分類 発言者

駒井委員

吉田区長

角元委員

4
・新たな担い手へ
のアプローチにつ
いて

仲田委員

吉田区長

川上委員

谷田委員

角元委員

駒井委員

吉田区長

7
・新たな担い手へ
のアプローチにつ
いて

安藤議長

・市町村においては地域福祉計画を策定し、それに基づいた地域福祉を行うことが法的に定められており、区においては、その計画に基づいた計
画としてこのようなビジョンを策定している。また、地域福祉が充実した街、地域防災や子育て教育が充実した街に魅力を感じる人々は多いだろ
うという考えのもと、それらを魅力としたまちづくりを行い、人口の流出を防ぎ、大正区に移り住んでいただく人々を増やすために、当ビジョン
を策定し、地域福祉の充実に努めたいと考えている。

・なぜ小学校区単位での地域福祉活動の現状と課題についてというテーマを設定させていただいたかを説明させていただく。大正区には地域包括
支援センターが２か所あり、それぞれ大正区の５地域ごとを担当している。地域福祉の一般的な通説として、地域福祉の１単位における人口の数
はおおむね３万人から４万人とされており、それに照らし合わせると、大正区においてはちょうど２分する、あるいは中学校区単位という分け方
になる。大正区の地域活動については小学校区単位で行われており、地域福祉についても小学校区単位で行われるべきと私は考えているが、これ
までの議論のとおり担い手不足の問題や人口減少がある中で、こうした地域福祉の単位についても、これまで通り維持していくべきかという問題
意識をもとにテーマを設定させていただいた。

・小林地域においては、現在PTA活動について、昔とは異なり男性が中心になって企画を検討するなど一生懸命頑張ってもらっている。また各町
会には掲示板があり、そこに様々な情報を掲載している。

・そもそも地域福祉を充実させる目的は、その充実により最終的に人口を増やしていきたいのか。もしそうであれば子育て世帯の住居選びには、
地域の学力の高さも大いに関係すると思うので、その辺りも考慮いただきたい。

内容
・私の子どもは自分の家の地域とは別の小学校に通学している。その場合、地域福祉については、自分の家の地域に参加するのか、それとも子ど
もが通学している小学校区で参加するべきなのか。

3

5

6

・地域活動
の単位につ
いて

・地域活動
の単位につ
いて

・新たな担
い手へのア
プローチに
ついて

・地域福祉
などの充実
について

・前回の議題である住民自治の活性化にも通じるが、新たな担い手を発掘することが課題となっている。小学校区単位の地域まちづくり実行委員
会に様々な人が参画し、地域課題について議論をしていただければと考えている。

・地域福祉とはなにかということに関わると考えている。地域福祉とはその地域に住む人々や、その地域に位置する事業体が一致協力をして、自
律して生きていくために行うことを指すと考えているため、理屈上はお住まいの地域においてお互いに協力いただくということになる。ただし先
ほどから議論のあるように、地域福祉をだれが担うのかというと、必ずしもその地域に住んでいる方でないといけないということではないと考え
ている。お子様の成長により、お住まいの地域と、現在通学されている地域の結びつきも変わってくると考えておりますので、それぞれのステー
ジにおいて、自分が一番力を発揮できる場所に関わられるように柔軟に考えていただくのがいいかと思っている。

・三軒家西に住んでいる人が南恩加島で地域活動を行っても全然いいと思っており、そうした地域外の交流や、地域間の交流を増やしていくこと
が、大正区全体の活性化につながると考えている。

・地域活動について、地域の中でどの方が地域活動に興味があるかはなかなか判別できない。中には自ら地域活動をやりたいと申し出てくれる人
や、子どもの関係から地域活動に参加していただける方などもいらっしゃるので、そうした流れができると、参加いただける方は多くなると思
う。

・町会という組織がある以上、地域活動については小学校区単位で行うべきと考えているので、それ以上のところまでは考えが行かないのが正直
なところ。今まで地域活動への関わりの薄かった、地域の男性や子どもも従事者として取り入れていくなどしながら、多くの人に地域活動に関
わっていただけるように取り組もうと考えている。

・町会の掲示板に様々な情報が掲載されていることを周知する必要があるのでは。
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（ご意見シート）
分類 発言者

8
・地域福祉
などの充実
について

宮崎委員
内容

・大正区地域福祉ビジョン案に今回触れて、区民として無関心で過ごしてきた事に反省しています。人口流出・福祉需要・虐待増加は現状を顧み
なかった私たちにも責任の一環はあるのではないかと考えさせられます。
人口の流出は措置できませんが、区民として生活して頂ける人達・仲間を増やす事は今後の努力次第で希望があるのではないかと思います。
こんにちは大正10月号7ページに里親募集が記載されています。会社を誘致して職員増加しても、区民として生活して頂けるかは不透明ですが、
考え方を福祉に切り変えると、里親募集等を取り入れ、里親登録が増加する事で、住民も増加して行く傾向に繋がるということもあると考えてい
ます。一方で、里親としての役割を理解し協力して頂ける住民を募る事が必要であり、その点は課題となってくるとも考えております。
今回、私の職場において、里親登録申請に協力して頂ける運動を心掛けて推進して行く案を提出しております。身近な所から人口増加に微力なが
ら協力出来ればと願っています。
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