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大正区区政会議委員からの意見聴取会 議事録 

（令和３年度大正区運営方針（素案）および地域防災にかかる意見聴

取会） 

 

令和２年 12月 18日（金） 

午後６時 30分～８時 34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、ただ今から開催させていただきます。本日

は年末のご多忙の中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。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。 

 なお、午後 6時 30分現在、区政会議委員定数 13名のうち、出席者は 6名ということで

なっております。出席者数 2 分の 1 に満たないため、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 項により、会議の成立要件は満たしていない状況でございます。し

かしながら、本日も多くの委員に、皆さまに集まっていただいており、区政会議の目的とい

たしましては、区民からの意見の聴取、そしてそれを区政へ反映するというところが大きな

目的でございます。そういったことで、皆さまが来られているということで意見聴取につき

ましては十分可能と考えておりますので、本日は臨時会的に意見聴取の場として実施させ

ていただきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 

 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。本日も大変寒い中、また、コロナ等

の情勢でお出ましになりづらいところ、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。 

 今、司会者から説明がありましたとおり、区政会議としての定足数に満たないということ

でございます。しかしながら、大正区役所はこれまであらゆる会議で皆さま方から頂いた意

見の一つ一つ、一言一言を漏らさずしっかり受け止めて、それを政策、施策に反映するとい

うやり方をしてまいりました。したがって、今日、皆さま方から頂いたご意見につきまして

も、これまでと全く変わらない姿勢でしっかり受け止めて、事務も全く同様の事務をいたし

まして、今日頂いたご意見については大正区役所の政策、施策にしっかりと反映させていた

だきたいと思います。 

ただ 1 点、議題の 1 番の「大正区運営方針」というものについては、区政会議でご承認
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を得るということに決まっておりまして、それだけは、今日手続き上はできないことになり

ますので、また後日、正式にご承認をいただくという手順は踏ませていただきたいと思いま

す。で、これについては、大正区全体の運営を決めるものでもなんでもなくて、一つのその

マネジメントのツールとして具備されているものであって、大正区役所がちゃんと仕事を

しているかどうかということをはかるものでございますので、大正区の方針全体につきま

してはこの区政会議や、あるいは区民の皆さんとのご意見の交換によって進めていくもの

でございますので、手続きのみ、次回へ先送りということでご理解をいただければと存じて

おります。 

 さて、皆さま方にお集まりいただいた中、後ほど意見、言いたいということも事前に承っ

ておりますので、コロナの情勢について少しご説明をさせていただきたいと存じます。もう

既に地域住民の皆さま方には少しずつご説明しているんですけれども、それを総括するか

たちでご説明をあらためてさせていただきたいと思います。 

 今年の３月でしたでしょうか、初めての陽性患者が発生して以来、今年末までに、今年末、

まだ終わっていませんけれども、予測値も含めて今年の末までに大正区内における陽性患

者の数はおそらく、まず間違いなく 300名を超えるであろうという情勢でございます。で、

この陽性患者の発生に伴って濃厚接触者、つまり健康観察を要する者が発生するわけなん

ですけれども、掛ける一人の陽性患者あたり 3 名、掛ける 3 として、ざっと 1,000 名に届

く、あるいは 1,000名を超えるという数になります。ですから、累計値といたしましては、

大体陽性患者数が 300 を超えて、濃厚接触者数は 1,000 名程度であるというところあたり

で、今、推移をしているところでございます。 

 で、第 1 波、第 2 波、第 3 波という言葉がありますように、やはりこの推移に変化がご

ざいます。で、特にその第 3 波と呼ばれる時期の中で、大正区においては今から 1 か月ぐ

らい前からこの第 3 波と呼ばれるような状態が発生いたしました。大正西中学校のクラス

ターから始まって、それが区内の病院やそして、もちろん小学校もそうなんですけれども、

区内の病院やそれから福祉施設へとうつりまして、いったん病院や福祉施設は落ち着いた

んですけれども、また新たな病院や福祉施設での発生が確認されましたので、これが大きな

クラスターにならなければいいなと思っております。一番多くて、多い日でも 1日に 10件

ぐらいの、10 名ぐらいの陽性患者が発生しておりましたが、先週末から今週前半にかけて

は、今週月曜日ぐらいまでにかけてはそれが 0名の時もあったぐらい、2件、3件っていう

ほど落ち着いた時期もあったんですけれども、その後、今週の中盤あたりからまた 7件、8

件と多い日もありますので、予断を許さない状況でございます。年末年始に間に合って何と

か落ち着いた状況が取り戻せるかなというふうに思ってはいたんですけれども、目下のと

ころ、ちょっと年末年始は難しいかなと思っております。テレビ等でありますように、年末

年始についてはおとなしく家でお過ごしいただきますことを区民の皆さんに呼びかけてい

かなければならないと思っております。 
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 最後に、大正区でも中央区・北区の例に漏れず、夜の街での感染があるわけでございます。

で、夜の街で感染者が出た場合も、私たちとしてはその状況を分析して、できれば営業を自

粛していただいたり、そこで飲むことを自粛していただいたりと、そういう抑え込む作業は

するんですけれども、これに非協力的な夜の街の店の経営者もいらして、この疫学調査とい

うのはあくまでも自己申告に基づいておりまして、そこから得た情報も公開対象になって

いない、つまりどこそこでどういう人が陽性になりましたっていうことも区民の皆さま方

に知らしめることができないということに法律上なってございます。ですから、そういった

経営者の方々のご協力が欠かせないわけでございますけれども、必ずしもすべての経営者

からご協力をいただいていないという状況でございます。 

 で、何を申し上げたいかというと、本当はここが非協力的、ここが協力的っていうことを

皆さま方にお伝えしたいんですけれどもそれができないので、結論的には、夜の街にはフラ

フラとお出かけにならないようにしていただいて、夜はしっかりご自宅で過ごす以外にも

う防ぎようがないということをお伝えしたいわけでございます。もう言うまでもなく、基礎

基本をしっかり徹底していただければ、マスク、消毒、ソーシャルディスタンス、そして近

距離での会話とか食事、これをなくせば、ほとんど感染することはないわけでございまして、

区政会議の委員の皆さま方はもちろんですけれども、区民の皆さま方に、今一度、基礎基本

に立ち返って、感染拡大防止策に努めていただきたいとお願いをしていく所存でございま

す。 

 コロナの話ばかりになりましたが、各論につきましてはこれから説明をさせていただい

て、少人数精鋭で今日はございますので、存分に委員の皆さま方のご意見を拝聴して、しっ

かり議論をさせていただきたいと存じますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 本日も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す。本日の会議につきましても前回と同様、新型コロナ感染症予防対

策として、3密の回避のため、会場場所や配席を配慮し、参加者皆さまへの衛生対策を実施

させていただいているところでございます。皆さま方におかれましては入室時の体調チェ

ック、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理解、ご協力をよろしくお願

いしたいと思います。 

 次に、会議の運営につきましても、マイクはもとより、共用部分の消毒など予防対策も行

っております。できる限り共用の部分を避けるため、事務局職員がスタンド付きのマイクを

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マイクに手を触れない

ようなかたちでご発言いただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。新しい会議運

営の確立に向けて、最大限スムーズに進行できるよう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存じます。皆さま方におかれましては重ねてご理解、ご協力のほど、
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よろしくお願いいたします。 

 次に、会議の進行につきましては、お手元に配布の資料ならびにあらかじめ送らせていた

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、その都度、資料の確

認はさせていただきますが、事前に送らせていただいた書類につきましてお持ちいただい

ておりますでしょうか。もし、お忘れの方がいらっしゃいましたら、予備がございますので

ご用意いたしますが、皆さん、いかがでしょうか。 

 次に、本日の会議はすべて公開とさせていただいております。本日の会議録や撮影させて

いただいた写真等につきましては、後日、区のホームページ等でも公開させていただきます

のでご了承ください。 

 本日の会議終了予定時刻は午後 8 時半となっておりますので、ご協力のほど、よろしく

お願いしたいと思います。 

 また、本日もお忙しい中、オブザーバーとしてご参加していただいております皆さまをご

紹介させていただきます。 

 市会議員の小山議員でございます。 

○小山議員 

 よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 オブザーバーの出席は以上でございます。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。議長、よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 それでは、早速議事に入らせていただきます。議題 1、「令和 3年度大正区運営方針につ

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、政策推進課長の佐々木よりご説明させていただきます。 

 議題 1「令和 3年度大正区運営方針（素案）について」、ご説明させていただきます。ま

ず、資料につきましては事前に配布させていただきました「令和 3年度大正区運営方針（素

案）」、それと本日机の上に配布させていただいております【書類番号 4】「『大正区運営方針』

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」をご準備いただきますでしょう

か。 

 まず、運営方針につきましては、区役所や局等における施策の選択と集中の全体像を示す

方針といたしまして、全市的に毎年度策定しているものでございます。なお、大正区役所で

は年間を通じて必要な事務を明確化し、日々進捗管理するために、全事業の業務の計画を盛

り込んだ「大正区事業・業務計画書」を策定しております。本日の議題におきましては、大

正区運営方針はこの「令和 3年度大正区事業・業務計画書」のうち、特に重点的に取り組む

事業を抜粋したものでございます。「令和 3年度大正区事業・業務計画書」につきましては、
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次回の令和 3 年 2 月 26 日開催予定の第 4 回区政会議であらためてご議論いただく予定と

なっております。今回は、令和 3 年度予算算定にあたっての基本的な方針として策定した

「令和 3 年度大正区運営方針」について委員の皆さまのご意見を賜りたく、事前に内容を

ご確認いただいて、ご質問を寄せていただいたところでございます。本来であれば、事前質

問の回答を事前に送付させていただくところではございますが、事前送付ができておりま

せんので、お手元の【書類番号 4】「『大正区運営方針』にかかる区政会議委員からの事前質

問・意見に対する回答について」、私のほうから簡単にご説明させていただき、その回答に

対する不明点や疑問点、またお気づきの点などにつきまして、ご意見などを頂けたらと考え

ておるところでございます。 

 それでは【書類番号 4】の質問要旨と回答の要旨を簡単に説明させていただきます。まず、

1番目の「令和 3年度大正区運営方針（素案）について」ということで、駒井委員のほうか

ら 7ページの「経営課題 3」の【次世代の未来が輝くまちへ】というところにつきまして、

「子育てに適した街というのは公園の充実や教育施設の充実、また、子育てや医療の支援制

度の充実、そういった項目について重点的に実施すれば、人口増加につながるのではないか」

というご意見でございます。 

 回答といたしましては、大正区役所では「大正区将来ビジョン 2022」に則り、基礎的生

活を支える区政運営の実現に、子育て・教育、地域福祉、地域防災、地域コミュニティ、こ

の 4 点を重点的に、区政運営を進めているところでございます。ご指摘いただいた 3 項目

につきましては、いずれも子育て施策を進めるうえで必要不可欠なものと考えております。

これまでも、千島公園の再整備をはじめ、小中学校での学力向上の取り組み、医療機関との

連携などに取り組んできているところでございます。また、本年より、大正区独自の施策と

して「就学前（4歳・5歳児）のこどもサポートネット事業」を構築して、0歳から中学生

までの切れ目のない子育て支援を重点的に実施しているところでございます。今後とも、こ

れら施策の充実に向けて取り組んでまいる所存でございます。 

 二つ目、宮﨑委員からの質問で、8ページ「めざす成果及び戦略」の「大正区版ネウボラ」

についてでございます。「当該項目の、めざす状態・アウトカム指標・戦略について賛同し

ます」と。「コロナが長引き経済的負担を抱える家庭も増えるなかで、個々の不満が弱者の

ほうに向いている」と。やはり、「心理面を考慮しながら早期発見することで『住んで良か

った』と思われる大正区をめざしていただきたい」というご意見でございます。 

 回答といたしましては、「就学前の 4歳・5 歳児のこどもサポートネット事業」を構築し

て、4歳・5歳児の健康状態と基礎的生活習慣、家庭環境等の生活状況を全体把握する新し

い取り組みを始めるなどして、生じている課題を早期に発見して、0歳から中学生までの切

れ目のない子育て支援を実施していくところでございます。 

 めくっていただきまして三つ目、駒井委員から 9ページの「経営課題 4」の「活力ある元

気なまちへ」に対するご質問でございます。「大正区の魅力又は欠点については、区民が一
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番よく理解している」ということで、「区民にアンケートを実施して、そのデータをもとに

課題に取り組むことも一つの方策ではないか」というご意見でございます。 

 回答といたしましては、区民向けのアンケートとしては、主に事業等の認知度や達成度を

測る指標として「区民アンケート」や「区民意識調査」を実施しております。また、それに

加えて今年度から大正区役所では、幅広い意見やニーズを把握するために、SNS のアンケ

ート機能も活用しているところでございます。これらの取り組みから得られたデータを活

用して、各種事業の充実を図っていきたいと考えているところでございます。 

 続きまして 3ページ目、「その他」という項目で、いろんな意見も聞かさせていただいて

おります。その一つ目として角元委員におきましては、「どこでクラスターが発生したか、

どこで患者が出たのかという、区役所ごとにコロナ感染状況は出せないのか」というご質問

でございます。 

 回答といたしましては、いわゆる「クラスター」につきましては、施設管理者として公表

されているケースもあり、規模などによっては、大阪府においても公表している場合もござ

います。また、新型コロナウイルスの感染症の患者の発生状況につきましては、大阪府によ

り市町村単位で公表するということになっております。一方、大正区では区民全体への広報、

あるいは関係する地域や施設管理者等へ周知すべき情報については、上記の取り扱いによ

らずに区長の判断で情報提供することとしておりまして、既に感染拡大防止について適宜

協力をお願いしているところでございます。 

 続いて二つ目、駒井委員のほうから、「コロナ禍では自殺者の増加が懸念され、特に女性

と言われております」と。「大正区も例外ではないと考えて一刻も早く見つけて命を救って

ほしい」と。「孤独死に至ってしまう可能性も否定できない」と。「多くの人が役所に相談で

きずにいるのはなぜか」と。「その課題をクリアすることこそ、安心して暮らせる町に前進

するのではないか」というご意見でございます。 

 委員ご指摘のとおり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今後の生活について不

安、生きづらさを感じる人が増えて、自殺者の増加や孤独死が社会問題となっております。

大正区といたしましても、これらの相談窓口を設けて、必要な支援につなげているところで

ございます。生活に困窮されている方につきましては、生活困窮者自立相談支援事業を社会

福祉協議会に委託をして実施しているところでございます。 

 そういった生活に困窮される方を早期に把握して、複合的な課題に包括的・一元的に対応

するために、自立相談支援機関の窓口（インコス大正）を区役所内に設置して、相談を受け

付けているところのほか、相談に訪れるのが困難な場合にはアウトリーチ、外へ出て対応も

しているところでございます。 

 支援につながらず地域に埋もれている住民や孤立死に対応するために「見守り相談室」を

同協議会事務所内に設置して、孤立死防止のための要支援者へのアウトリーチ事業や制度

の狭間の相談ニーズへの対応業務も実施しているところでございます。 
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 また、加えて、こころの悩みをはじめとする「こころの健康」に関する相談につきまして

も、区役所内に相談窓口を設けて、専門の職員でご本人やご家族からの相談も受けておると

ころでございます。 

 こういった相談窓口を必要な方に知っていただいて、ひとりでも多くの方に必要な支援

につなげていきたいと考えているところでございます。 

 私のほうからは以上でございますが、オブザーバーの方が一人ご到着になりましたので、

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 

 こんばんは。お疲れさまでございます。よろしくお願いします。 

○安藤議長 

 ただ今、区役所から説明がありましたが、「令和 3年度大正区運営方針（素案）」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。 

 駒井委員、かなり質問出ておったんやけど、この回答で、どないでっか。 

○駒井委員 

 よくわかりました。ただ、あまり政策についてそんなにちょっと詳しくないんで、基本的

なことを教えていただきたいんですけど、この施策、1番、1-1なんですけど、この施策っ

ていうのはいつからされていらっしゃるんですか。もう何年も前からずっとされていらっ

しゃるんですか。これを知ったの、私は今年なんです。これをもう、例えば、かなり前から

してるんであれば、今はその成果はどれぐらいあがっているのかとか、やっぱりそういう、

なんていうんですか、振り返りとか、そういったところはどうなのかなというふうには感じ

てます。それが区民に果たしておりているのかなって。 

 ものすごく嫌なことを言うんですけど、大正区の公園って、やっぱりお母さんたちの中で

「汚い」って思われているところがすごく多くて。港区がすごくきれいと。だから港区によ

く遊びにいく、連れていく。で、大正区はこう、草がぼうぼうに生えていたりとか。よく、

千島のそこの公園はすごくきれいだと思うんです。だから私も子どもをそこによく連れて

いきました。ただ、もう本当に草がすごくて、虫がすごくて、蚊がすごくてっていう。●（地

域名）っていうとこなんですけど、やっぱりきれいくない。で、遊具も少ない。遊具はいろ

んな事件があったんで取ってるとは思うんですけども。そういったところはどういうふう

に感じられているのかなとか。水で遊ぶ場もない。水遊びさせたいのに、それもない。でも、

港区はあるっていうふうに聞いているんで。港区に私は行っていないんでわからないんで

すけど、それもちょっと聞いていて。で、管轄が港区なんですよね、公園の管轄っていうの。

なんで大正でないのかなとかっていう話をよくしてるんです。だから、それで、きれいか汚

いかっていうと、やっぱり汚いねっていう話はよくしてます。お母さんたちの中では。 

○安藤議長 

 はい。今のご質問、ご意見、どうですか。 
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○佐々木政策推進課長 

 まず、公園の部分につきまして、一つは、公園事務所のほうが各区になくて、いわゆるい

くつかの区で管理をしてるっていうところで、大正区におきましては、港区の八幡屋公園事

務所というところで管轄をしているというところになってるというところでございます。 

 それで、やはり公園につきまして相当草が生えているっていうところ、相当我々もいろい

ろ聞いたりしてるところがございまして、いろいろ予算等が相当削減してるっていうよう

な状況の中で、なかなかこう、今までの回数の除草とかいうところが落ちてきてるっていう

のは事実でございます。そういったところについては、我々も公園事務所と一緒になって、

そういったところがないのかということでご要望を承って、公園事務所でどういったこと

ができるのかということも一緒になってちょっと相談しているっていうような現実がござ

います。 

 それと、やはり公園につきましては、こう、どちらが先かということがあるんですけれど

も、どうしてもやはり使わなくなってしまうと草が生えてくるっていうような実態もござ

います。やはり使えば足元が踏まれますので、草が生えにくいっていうような状況がありま

すので、いかに地域の公園を使っていただくかっていうところにつきましても、公園事務所

のほうとも一緒になって今後検討をしていかないといけないと思っております。今日も、今

後、大規模公園のほうについてはいろいろ民活等も使って活性化、魅力ある天王寺公園なり、

大阪城公園とかいろいろ改革、民間の力を借りて改革をしてるところでございます。今後は

もうちょっと身近な公園もそういった活用、いろんなかたちで公園を使っていただくよう

なことも、公園部署のほうも検討していきたいというのも、今日、まちづくり・にぎわい部

会という一つの部会、市の中で部会があって、そういったことも今日議論があったところで

ございますので、今後ともそういったところも連携して、身近な公園をいかに使っていただ

くか、使えばやはりきれいくなっていくっていうところもございますので、それを一緒に、

地域の方も一緒になってちょっと考えていきたいなと思ってるところでございます。 

○安藤議長 

 はい、竹村委員。 

○竹村委員 

 今の駒井さんの意見、私、グランドゴルフで、関係で泉尾公園、野球場とそれからグラン

ドゴルフの管理を、大正、前の筋原区長から委託していただいてね、ほんでやってるんです

けど、もうこれは毎日グランドゴルフをやっておられる方、毎日掃除してます、きれいに、

うん。落ち葉がもうこの時期ものすごいんでね。ほんで、もう毎日掃除はグランドゴルフや

る前に 15分から 20分ぐらい毎日やってくれてる。ただね、犬の散歩とかね、あれ来てね、

犬がふんしても知らん顔してもう通りはる人いてはるし、マナーのいい人は袋持ってきて

ちゃんと取って水かけていってくれはる人もいてるけど、ほとんど知らん顔していってる

人が多いです。 
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それと野球場でもね、少年野球の方が掃除したり、野球場は多目的広場を軟式の野球に使

こうてんやけど、これは八幡屋公園からサッカー部に使わせてほしいということでやって

んやけどね、やっぱり後片付けとかね、そんな、なんかスパイクの跡とかあれで、ほんで前

も区長にも前言うた、あれですね、サッカーができる公園をね、アクティブの会館でも、横

でもええから、どっかサッカーできるような場所を作ってほしいと。少年野球場のところ来

てね、サッカーでボールネット目がけて蹴るんですわ、うん。それは注意してますねんけど

ね、なかなか。 

それと、アクティブ会館の横の中泉尾地域で保育所ちょっとお願いしたんやけど、自宅待

機が園児がないからいうことですね、ちょっとだめだということなんですけど、あそこでね、

ゴルフやってますねんゴルフ。この前も 2、3日前行って僕見たら、1時間ぐらい車止めて

見たらゴルフやっとるんです。ほんで聞いたら、いや、前やっとった人がいてはるからやっ

てもええん違うか思ってやったいうて。これはね、公園とかあれは大阪府の条例でゴルフと

かそんなんしたらいかんようなってんやからやめてくださいって言うてやめて、その人地

域の方違うみたいですね、車で来てるから。だから、車のナンバー僕ちょっと控えて、写真

も撮っとんやけど、それね、個人情報がちょっとうるさいからね、持ってますけどね。 

そういうことで、掃除は割ときれいにやってるけど、やっぱり一般の利用される方がもう

ちょっとね、やっぱりマナーを守ってきれいに自分らの公園やから自分らできれいにする

いうあれがないですね。猫に餌やったりね、グランドゴルフのロッカー置いとるところの前

で猫に餌やって、ほんなら野良猫がすぐ集まりますわ、うん。ただね、グランドゴルフの連

中は公園の周辺の方に迷惑かけるからいうことで、落ち葉を掃除してやってだいぶきれい

になってるし、ほんで、大阪市のほうも委託事業の業者が来て、この前も落ち葉きれいに掃

除してくれてますんでね。だけど、公園はものほっても、誰かがほったんもね、不用物のご

み持ってきてほったりね、そんなんしてますけどね。で、注意するんですけど、なかなかね、

なかなかありますわ。 

 それと、これ角元さんのクラスター、この前もちょっと区長さんに言うたんやけど、クラ

スターなんか出たらね、やっぱし地域の方、病院とか学校なんかはね、民生委員やっとって、

どこの学校が出ましたいうの聞いてるんですけどね、病院なんかもう役所が発表する前か

ら、僕よその区から聞いてもう耳に入ってますねん。だからそんなんもね、やっぱりある程

度わかっておったほうがいいんじゃないかなと思います。というのは、そこへ診察行ったら

地域の方がたくさんいてますからね、診察に行ったり、そこの病院に行ったらだめや言うた

らちょっと具合悪いけど、そこの病院行く場合にはちょっと注意してください言うぐらい

のことは言えますんでね。個人情報保護法になるんでなかなかね、行政のほうは我々にはち

ょっと言いづらいと思うけどそこらどうかな思います。そこら皆さんで検討してもうたら

いいんやけどね、はい。 

 それとね、一つこの前ね、私のところにいろいろ相談に来ますねん。陽性患者で陽性や言
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われてね、保健所行ったら自宅待機やと言われて、ほんで、その方がなんか独身で一人で暮

らしとるんでね。それで、「私がライフとかセブンイレブンにもの買いに行きます」言うか

ら、そんなん具合悪いですって止めたんです。ほんなら、もう保健所のほうからやね、自宅

待機してくれ言うことで、でそういう一人もん暮らしとか、それはどういう対処しとるんか

な思って僕もね、はい。例えば、弁当配給するとか、病院、たぶん自宅待機いうことは、病

院勧めても本人行ってないんかどうかね、うん。 

 ほんで、もう１件もありますわ。ライフの前のほうで、その陽性患者やけど自宅待機や言

われて、ほんで、ライフに買いもん行ったとか。ほんで、「スポーツジムにも行ってます」

言うて、それで知ってる人が「そんなん行ったらだめですよ」って注意したらしいんやけど

ね。だから、大正区そういう陽性患者がたくさんいてるん違いますの、そういう感じの人が。

けど、そういう言われるもんはどういうような対処しとるかね、ちょっとお聞きしたいな思

ってね。はい、以上です。 

○安藤議長 

 貴重な意見、ありがとうございます。役所としてどうですか、はい。 

○村田総務課長 

 大正区役所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。 

 2点、竹村会長のほうからお話あったと思います。一つは先ほど駒井委員のお話からあり

ました、公園の話ですね。それからもう一つが陽性患者の話、クラスターが出たときどうす

んねんという話なんですけど、クラスターとかその辺のほうは専門の保健福祉の嶋原課長

のほうにお願いするとして、公園とかその辺はちょっと各部署に横断することになります

んで、総務課のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

いつも、グランドゴルフされてる皆さん含めて、公園をきれいにしていただいてありがと

うございます。このあいだ、先日、公園美化のいつもお世話になっている皆さん、きれいに

していただいてる皆さんの功労者の表彰させていただきました。この間、大正区ではあちこ

ちの公園でいろいろと掃除を毎回していただいてる方、表彰させていただいてきたところ

でございます。中には、南恩加島の西公園のほうで公園ずっと公園愛護会の方、田口さんっ

ていう方なんですけど、その方、国のほうから褒章も受けるぐらい長年やっていただいてる

ということで、我々日ごろから大変感謝いたしております。で、先ほど、課長の佐々木から

お話しさせていただいたとおり、使う、使うてるからきれいになるし、きれいになるから使

うてる、どっちが先やというのは確かにそうなんですよね。使う方、それから地域の皆さん、

それから行政。ここの三つが一緒になれへんかったら、公園、公園だけじゃないですよね、

道路なんかもそうなんですけども、きれいになれへんのかなというふうに思います。ですの

で、そこは三つ引き続き、我々三者で一緒になってやっていかなあかんなというふうに思っ

てます。とりわけ、先ほどありました、犬のふんとかの話があったと思います。大正区の公
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園とか道路ですね、犬のふんが多いという話もございますんで、その辺はふんにチョークし

てですね、ふんの周りをいつでもチョークして、そこをどうすんねんと。具合悪いぞという

ことを知らすとか新たな取り組みというのもちょっと今、考えておりますので、ご意見引き

続きお願いしたいなと。 

 それと、草ぼうぼう生えてるとかごみあそこ落ちてるでということありましたら、いつで

も区役所言うてください。「9683」まで「4394-9683」まで言うていただいたら、すぐに公

園事務所に連絡させていただきますので、いつでもおっしゃっていただければなというふ

うに思います。私のほうから以上です。 

○安藤議長  

 はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。 

○嶋原保健福祉課長 

 すいません、保健福祉課長の嶋原です。座らせてもらいます。 

 今、もう一つの質問のほうの新型コロナウイルス感染症の部分なんですけども、1点、ク

ラスターの関係につきましては、先ほど回答のところにも書かせてもらってる状況ですの

で、それをもって考え方とさせてもらいたいと思います。 

それともう 1点、お話にありました、自宅で過ごされてる陽性者の部分なんですけども、

ご本人はそういうかたちで言われたかと思うんですけども、一応、区役所のほうが陽性者に

対して疫学調査というかたちで、濃厚接触者であったり、本人さんの状況とかすべての方に

調査してるんですけども、基本的には区役所のほうからお願いしてるのは、症状のない方に

つきましては、宿泊療養のかたちでホテルのほうへ移ってもらうようにというところをま

ずはお願いしている状況です。 

 もう一つ陽性発生の時点で、保健所からも発生の連絡を入れるのですけども、その時にも

医者の方が対応されるんですけども、その時もその旨のところのお話はさせていただいて

るところではあるんです。ただ、ご家族さんにいろいろな状況があり、例えば、小さい子ど

もさんがいておられるとか、高齢の方で介護が必要な方が家におられるとか、いろんな状況

の中でなかなか宿泊療養がしにくい方もやっぱりおられたりしますし、それともう一方、先

ほど話ましたように無理矢理宿泊療養にということはできませんので、そこは説明とお願

いをというところでさせてもらっているんですけども、ご理解いただけないケースもあり

ます。ただ、その場合につきましても、基本外出を控えていただくというところと、食べる

ものにつきましても、もし、近くに知り合いの方やご家族の方がおられるようでしたら、そ

の方に持ってきてもらうなどの対応をお願いしています。どうしてもそれが難しいという

ことでありましたら、きっちりと対策をしてもらい短時間の中、人の少ない時間のところで

買い物に行ってもらうとか、できるだけそういう対策をするようなかたちでの説明もさせ

てもらっているところでございます。すいません、なかなか、そのすべての方を宿泊療養に

というかたちではご了解を得られないというところでもありますので、はい、ご理解いただ
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けたらと思います。すいません。 

○安藤議長  

 はい、どうもありがとうございました。時間に限りがありますので。 

○吉田区長 

 ちょっと、じゃあ、すみません。 

○安藤議長  

 いけますか、はい。 

○吉田区長 

 議長に仕切っていただいたんですけど、ちょっとお答えが漏れてたところもあるので、少

し補足させていただきます。駒井委員のほうから、子育てとか公園とか、こういったことを

いつからやってるんですかという趣旨のご質問がございました。当然、役所でありますから、

強弱に差はあるにせよ、こういう施策はどこの区役所でもずっと以前からやっていること

は間違いございません。ただ、今日、時間があるんでちょっと行政的なことを突っ込んでお

話しさせていただくと、体系的に、いわゆるその体系的に、つまり役所として明確にビジョ

ンを掲げて目標を定めて税金を投じて、本当に体系的にやってきたかというと、今、ご指摘

いただいた施策については、4年ぐらい前まではやっておりませんでした。で、4年前にな

りまして、この「大正区将来ビジョン 2022」というのを作って、大正区の大きな目標とし

てここに書いてある4点を掲げて、まさに体系的にやっていこうということを決めました。 

で、じゃあ、個々具体的にどうなのかということについては、またお知らせいたしますけ

れども、ホームページに全部、一事業ごとにそういう計画書と、それから駒井委員がおっし

ゃったように、どれくらいこう、成果を上げたのかというようなこともここに記載をして公

表をいたしております。いわゆる PDCAが回るようなかたちで、事業計画書を掲げており

ますので、個々具体的にはそういう、それをちょっとご覧いただくなり、あるいはお尋ねい

ただくなりしていただければ、大正区役所がご指摘いただいた施策に対して、どのように体

系的に取り組んできたかということがおわかりになると思います。決して、全部やってるよ

という意味ではなくて、やってないことも含めて全部、公にしておりますので、またそれを

踏まえて、これ第 4 回目の区政会議、次回の区政会議で具体的な議論をする計画になって

おりますので、その場でもご指摘をいただければと思っております。 

 それから、公園についてなんですけれども、「港区と比べて大正区が汚い」って言われた

のは実は今日が初めてですので、やっぱりどこと比べてっていうね、ピカピカの公園という

のはないので、ちょっとそういうご指摘を受けたのは初めてですから、やはり、それを聞い

て思ったのが、区と公園が汚いだけではなくて、やはり区民の皆さん方が周りにいらっしゃ

る保護者の方々も含めてそういう声があるということですから、やっぱり、区民の皆さんが

どういうふうに思っておられるかというのは一回調査して、あぶり出してもいいかなとい

うふうに思います。で、もし、汚いとしたら、それは先ほど出てるように区民のモラルのこ
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ととか、あるいはその地域活動が、弱くないと思ってるんですよ、弱くないと思ってるんで

すけれども、そういうのが弱いとかですね、もちろん、行政の対応がまずいとか、そもそも

公園の場所とか明るさとかで汚くなりがちなところにあるとかいう、公園の構造的な問題

もあると思いますので、皆さんのご意見を聞いたあと、理由をしっかり分析して、そして、

どういうふうにしていくかということを検討していきたいと思います。そのアジェンダに

大正区役所としては載せていきたいと思ってます。これがまさにちょっとうまく説明でき

ませんでしたけど、体系的に取り組むということで、公園のきれいさの問題については今ま

で地域の皆さん方にも、私たちも一生懸命頑張ってきましたけれども、ただ、頑張ってきた

というだけであって、ちょっと今日ご意見いただいたので、それをまさに行政的に体系的に

取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  中泉尾の空地の問題は、しばらく保育所をということで検討してきたんですけれども、

今、大正区の保育ニーズが、新たに保育所を建てるという状況にあるかというと、私たちの

分析ではそこまではないということですので、この中泉尾の空地については保育所もいい

んですけど、先ほど会長おっしゃったようにサッカー場にはちょっと小さいかと思うので、

フットサル場とかね、私、フットサル場身近なところにあったらいいかなと実は個人的に思

ってるんですけど、そういうものとか、何かその公に皆さん方に活用いただけるようなそん

なものも保育所とは別に考えながら、皆さんでこう、知恵を出し合い、お金は先生方に取っ

てきていただかないといけないんですけれども、金を集め、いく方向でどうかなと思ってお

ります。 

 で、コロナ情報開示とか、自宅療養うんぬんについては、課長が先ほど答えたとおりでご

ざいますけれども、やっぱりそれをどこまで徹底するかということが問われていると思い

ますので、今日ご指摘いただきましたので、気持ちを引き締めて区民の皆さん方から不信を

持たれないように、しっかりと徹底していきたいと思っています。で、そういう人がいるの

を見て、なんかこう、言いたくなると思うんですけれども、住民同士でそれをやってしまう

と喧嘩になってしまいますので、こんな事例があるよとこんな人がいるよということがあ

りましたら、本当に気軽に区役所にご連絡いただければ、私どものほうから言うべきことは

言うし、解決すべきことは解決するようにやっていきますので、決して住民同士で対立があ

ったりとか、あるいは人権侵害があったりということがないようにしっかりとして頑張っ

ていきますので、よろしくお願いいたします。すみません、長くなりました。 

○竹村委員 

 それとね、ゴルフとかそんなんもうね、条例で決められてんやからね。もうやっぱり、行

政のほうもたまに行って公園見回るとか、そんなんでも注意するとかゴルフが一番危ない

ですからね、ゴルフが。グランドゴルフじゃないんやからね。そやから、打ちっぱなしに行

ったらどうですか言うたら、お金いるからね、そやからやっとるわけや、2時間ぐらいやっ

てはるから。前も注意してね、ちょっと僕きつう言うて、それからだいぶ来なくなったんや
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けど、今、来てはる人はちょっと年のいった人です。だから、それは条例でね、もう公園と

かそんなんゴルフしたらいかんようになったんやから、そこらちょっと警察にも言うたん

やけどね、しょっちゅう、たまに回ってほしいということで言うてますねんけど。そこは役

所のほうもやっぱりちょっと、ね、こう見回りをしてもうたらどうかと思いますけど。僕ら

言うたら喧嘩になりますからね、はい。 

○吉田区長 

 やっぱりまず現場を押さえないといけないんですね。 

○竹村委員 

 いや僕、写真にも撮ってますからね、やってるのをね。 

○吉田区長 

 はい、ぜひ情報をいただければ対処させていただきたいと思いますし、おっしゃるように

極力、できる範囲ではありますけれども、私も含めて区内回って状況を把握できるように巡

回させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○竹村委員 

 せやからこれ、角元委員が僕と同じようにこれね、役所のほうからコロナの情報は出せな

いんですかってね、書いてます。やっぱりある程度ね、地域のそのまちづくり実行委員会委

員長ぐらいとか連長とか女性会会長なんかにはやっぱりね、どこの病院がちょっと出てま

すよとか、もう隠すからね、病院は。もう前のノロウイルスのときも隠しとったからね。や

っぱりだから、こんなん怖いですからね、うん。せやから、そこらちょっと情報発信を区長

サイドで、個人情報保護法いうのはようわかりますけどね。 

○吉田区長 

 おっしゃるとおりでございまして、これまでにもやはり地域の役員の皆さま方に、これは

お知らせしといたほうがええやろうということについては、内緒でというかここでしゃべ

ってしまったら内緒にならないんですけど、内緒でお伝えをしているところでございます。

もうまったく地域と関係がなく、地域活動もしていないし影響もないだろうと。でも、たま

たまここの地域に住んでたっていう方も結構いらっしゃって、そういう方々の情報もくま

なく地域の役員さんにお伝えすべきかというとそこは違うと思うんですけれども、やはり、

地域住民全体に関わるような情報については、これまでもそうでしたし、これからもしっか

りお伝えしていきたい、積極的に情報は開示していきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○竹村委員 

 僕らはね、大体、役所の誰よりも知っとる場合が多いからね、なんぼ役所隠してもすぐわ

かるんやけどね、うん。 

○吉田区長 

 何か、もうしゃべらんときます。いや、本当に竹村会長の、詳し過ぎてちょっと舌を巻い
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てるんですけれども。情報はお互い交換しながら、はい、開示していきたいと思います。 

○竹村委員 

 はい、お願いします。 

○安藤議長 

 時間もありませんので、後日また意見がございましたら、意見シートで提出していただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして議題 1を終了させていただきます。本日、さまざまなご意見

をいただきましたが、どれも貴重なご意見だと考えます。本日の内容をもとに、来年度の区

政運営に生かしていただきたいと思います。 

○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、皆さまから頂きました、ご意見ならびに事前

質問に対して頂いたご意見も合わせて再度精査して、また、来年度の運営方針の成案に向け

てできるものから反映してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○安藤議長 

はい、それでは次の議事に移らせていただきます。議題 2『地域防災における「自助」に

かかる大正区役所の取組み及び災害時の避難所運営について』区役所から説明をお願いい

たします。 

○佐々木政策推進課長 

 それでは議題 2『地域防災における「自助」にかかる大正区役所の取組み及び災害時の避

難所運営について』ご説明させていただきます。まず資料につきましては事前にお配りさせ

ていただいております【書類番号 2】「自助ガイドライン」。【書類番号 2】の参考資料とし

て、「小林地域地区防災計画」。そして、【書類番号 3】【小林地域】「災害時避難所開設マニ

ュアル」。そして最後、番号が飛びまして、本日机の上に配布させていただいております、

【書類番号 5】「地域防災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」をご

準備いただきますよう、よろしくお願いします。お手元にございますでしょうか。 

今回も前回と同様に委員の皆さまに深くご議論いただくため、区政の重要事項にかかる

テーマを絞って議題設定として、今回は防災をテーマとして「自助」の浸透やコロナ禍の避

難所運営等についてご意見を賜りたいと考えております。事前質問に対する回答をはじめ

とした配布資料や資料作成に至った経緯など、具体的な説明につきましては、政策推進課地

域活動支援担当課長の橋本からご説明させていただき、その後、本資料に沿って委員の皆さ

まにご議論いただければと考えております。それでは橋本課長、よろしくお願いします。 

○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。どうぞよろしくお願いいたします。 

資料を事前に送付したものをちょっと簡単に、資料の作成に至る経緯とかそういうのを
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まず簡単にご説明させていただきます。まず、「自助ガイドライン」につきましては、1 ペ

ージ目の初めに書いておりますとおり、2年前に大正区に大きな被害をもたらしました台風

21号での対応の検証を踏まえまして、「自助」の部分については今回作成しました「自助ガ

イドライン」のような日ごろからの備えをどうしたらいいのか、で、あと災害時にはどうし

たらいいのかというところを取りまとめるということを平成31年2月の区政会議で確認を

していただきました。それに基づきまして、今回、「自助ガイドライン」を作成したもので

ございます。 

この「自助ガイドライン」はなぜ「自助」なのかというところがその下に書いてるんです

けども、実際、大きな災害が発生しますと、「公助」、消防とか警察とか区役所も含めまして、

「公助」の部分っていうのは、一定、救助に行くまでに時間がかかります。特に休日や夜間

であればなおさらのことです。そういう場合、一人でも多くの方が助かるためには、まずは

自分の身は自分で守るということを第一に考えていただきまして、その「自助」を、自分の

身は自分で守るためにはどないをしたらいいのかというところを日ごろの備えと発災時の

行動ということで、大きくその二つに分けて記載をしております。そのうち日ごろからの備

えというのが紙面の半分近くを占めておりまして、やはり発災時にどうしようというふう

に考えても実際できませんので、まずは日ごろからの備えが大事だということで、紙面を大

幅に割いております。やはり情報、今いろいろテレビ、ラジオ以外でもスマホで SNSとか

そういったものでも情報取得できますので、区役所のほうでも公式のSNSをつくりまして、

そこで災害が起こったときには情報発信するとしておりますので、あらかじめそういう情

報を取得する準備をしていただきたいということなどを書いておるものでございます。 

その「自助ガイドライン」の参考として、配らせていただきました「小林地域地区防災計

画」ですけども、これは小林地域だけがつくっているものではなくて、ほかの地域も今つく

っております。その地域の中でも代表的なものとして小林地域を今回選ばせていただきま

して、皆さまにこれをお配りさせていただいてるところでございます。 

その地区防災計画といいますのが、この参考資料の 2 ページにちょっと書いてるんです

けども、市町村内の一定の地区の居住者が行う自発的な防災活動に関する計画となってお

ります。これを平成 30年から 3年計画で地震編と風水害編と津波編と、その三つの編をつ

くるということで、今、最終の 3年目で、直下型地震編と風水害編は地域の皆さまにご協力

いただきましてつくったんですけども、今現在、津波編について各地域で議論をしていただ

いている状況でございます。 

この地区防災計画で基本的な考え方といたしましては、次のページの 3 ページに書いて

るんですけども、小林地域の住民で構成される自主防災組織による防災・減災活動に必要な

事項を定めて、「自助」と「共助」が一体となって地震などの災害による人的、物的被害を

最小限にとどめることを目的としまして、小林地域の住民がお互いに協力し合って継続的

に自主防災活動を実践していくことを目指してつくっていただいております。 
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 最後、【書類番号 3】で「災害時避難所開設マニュアル」についてですけども、これは今

年、ある程度のひな型を区役所のほうで考えまして、それを地域ごとにつくっていただいて

いるものでございます。これをつくった経緯を言いますと、地区防災計画というのはある程

度の段取りは定めているんですけども、実際、今年に入ってコロナ対応、コロナが発生して

るときはどうするんだというふうな話が市役所の中でもありまして、じゃあそしたらコロ

ナ禍で災害が起きたときに避難所の運営をどうするのかというのをマニュアルを作ろうと

いうことになりまして、各地域にこのマニュアルを作っていただいているものでございま

す。このマニュアルとか「自助ガイドライン」とかそういったものを作るにあたりまして、

「自助ガイドライン」を作ったのは 9 月なんですけども、大正区のほうで区の防災に関す

る重要事項について意見を求めるということで、大正区防災会議という有識者の会議を開

催しております。そこでもこういったことを、「自助ガイドライン」を作りましたとか、あ

と地区防災計画、避難所開設マニュアル作りましたということで説明をして意見を求めて

おります。 

その中で委員の方からいろいろご意見をいただいていたんですけども、その中で代表的

なものをご紹介させていただきますと、まず、避難所開設マニュアルですけども、現在コロ

ナ禍の中で避難されてくる方が 4パターンあります。まず一人は元気な方。で、もう一人は

熱咳症状のある方。で、あと自宅療養の陽性者。で、濃厚接触者。この 4パターンがありま

す。自宅療養の陽性者については、原則施設にということなんですけども、自宅療養で災害

時避難所には行かないようにということで日ごろから周知はしてるんですけども、行く可

能性もあると。で、濃厚接触者については専用の府指定コロナ避難所というのを大正会館に

設けますので、そこに避難をしてくれということで日ごろから周知をしているんですけど

も、地域の避難所に行く可能性もあるということで、地域の避難所に来ることをあまり想定

してないんですけども、それを想定外としてできないと。その対策も考えるべきだというこ

とが、意見が、いただいております。 

あと感染症対策、今回はコロナ禍ということで、こういうマニュアルも作って地域にお示

ししてるんですけども、感染症対策は常に考えておかなければいけないということで、ほか

のインフルエンザとかそういう感染症もありますので、コロナ禍が終わったあとも引き継

がれるというかたちにされたほうがいいというふうなご意見がありました。 

あと、もう一つ会議体を持っておりまして、それは何かといいますと、実際災害が起こっ

たときに各地域で活動していただくトップの地域災害対策本部長というのが各地域にいら

っしゃいます。その方と 10 地域それぞれお一人いますので、その 10 地域の本部長の皆さ

まと区役所で防災のことについて議論する場を設けておりまして、そこの場でもこの「自助

ガイドライン」とか「避難所開設マニュアル」について説明しております。 

そこでいろいろ議論がありまして、そこで大きな方向性を固めていただいたんですけど

も、まず感染症対策の観点から、実際逃げるときには「自助ガイドライン」の後ろの資料に
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もありますとおり、まずは自宅避難、あるいは自分の身近な親戚や知人がおれば逃げる分散

避難なんですけども、まずそれをスタンダードとして考えていかなければならない。 

あと、次、そうは言っても実際災害が起これば避難所に区民の方が避難をして来られます。

で、コロナ禍で災害時避難所の定員につきましても避難所開設マニュアルにあるとおり、一

人当たり 4平米というふうなことで定員を設けております。ただ、実際、それ以上の避難者

数が来る可能性もありますので、その場合には追い返すのじゃなくて、受付の段階でコロナ

禍で収容可能人数が少なくなっているけども、それを超えても避難者としては受け入れま

すということを避難者に文書で伝えまして、できる限り一般スペースのほうに避難をして

いただこうと考えております。 

この考え方につきましては、本日オブザーバーとして来られてます小山議員のほうから、

11 月に開催されました市会の一般決算特別委員会でも市の基準を超えた収容者をどうする

んだというふうな質疑をしていただいておりまして、そこでも危機管理室のほうから物理

的に受け入れが不可能な場合はともかく、命の危険が迫っているような緊急時においては

感染者の拡大を防ぐという理由をもって断ることがあってはならないということで、市の

公式見解としてもそういうふうな見解が出されておるということでございます。 

ちょっとこういうことを地域の方とも確認をさせていただきました。そこでも地域のほ

うから意見が頂いておりまして、コロナ禍で運営をするのであれば、マスクとか消毒液とか

そういう衛生面の物品が必要になるんですけども、それは地域で用意しなければいけない

のかというふうな質問をいただきまして、それは区役所からはマスクとか手袋とかフェイ

スシールドとか、あとはガウン、消毒液などは一定数をもう災害時避難所に配備済みである

ということをお伝えさせていただいております。ただ、マスクとかそういう日常着けるもの

については、「自助」の観点からご自身でご準備をいただきたいと考えておりますというこ

とを説明させていただいております。 

こういう現在の資料の簡単な説明を踏まえまして、事前にいただいている質問に対する

回答を説明させていただきます。まず、1-1の角元委員の『「自助ガイドライン」について、

文字が多いのでもっと見やすくするべき』というふうなご意見につきましては、まず、「自

助ガイドライン」は指針ということで必要な内容を記載しているので、結果、文字数が多く

なっております。ただ、これを一人でも多くの方に知っていただくために、今年度の広報紙

の 9 月号で、防災特集ということでイラストを含めてお読みいただきやすい内容で広報を

させていただいております。あと、来年度に予定しているんですけども、災害時にも持ち運

べるように、災害時の具体的な行動とか避難場所を掲載した各地区防災計画の内容をコン

パクトにまとめた、仮称ですけども「防災リーフレット」を地域ごとに作成しまして、全戸

配布することを計画しております。 

1-2の『他地区の防災計画はなぜ送付しないのか』というところ、それは先ほど申し上げ

ましたとおり、代表的なものとして小林地区のものを資料としてお配りしているものでご
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ざいます。ほかの地域の分につきましても区役所のホームページに計画を載せております

ので、ご自身のお住まいの地域の分についてはホームページを見ていただければと考えて

おります。 

 次の 1-3の駒井委員から頂いた意見ですけども、『「自分の命は自分で守る」「子どもは親

が守る」という意識は潜在意識として根付いていると思います。ただ、災害準備・防災訓練

の参加等々の意識付けが難しいのだと思います。以前に「緊急地震情報」が誤報で流れた時

に、誤報で良かったと安堵する一方、緊急に対する備えの意識が高まった人が多くいました。

しかし、「誤報」を流し意識付けすることは難しい。阪神淡路大震災を経験しても災害に備

える意識が薄くなっているのも事実だと思います。意識を高めるには「啓蒙の強化」。コロ

ナ禍に於いては「マスク」「アルコール消毒」「手洗い」が当たり前のように意識づいたよう

に、「災害に対する備え」「なぜ備えが大事なのか」を何度も何度も繰り返し伝えることこそ

が意識付けの第一歩になるのではないかと考えます』というご意見につきましては、これは

まずは、ご意見のとおりと認識をしております。発災してから時間が経過するにつれ、どう

しても意識が薄くなってしまいますので、薄くなってしまい、なかなか日常の意識付けとい

うのは難しい課題でありますけども、災害は一瞬にして大切な命や財産を奪うものですの

で、区役所としても様々な方法で繰り返し広報を行い、意識の醸成に努めてまいりますけど

も、区政会議委員の皆様におかれましても、こういう情報を口コミとか隣近所、お知り合い

の方にお知らせいただくなど、ご協力いただければ幸いでございます。役所が言うより、口

コミとかで言うほうが結構広まるということもありますので、ご協力いただければと考え

ております。よろしくお願いします。 

 続きまして、1-4 の駒井委員のご意見ですけども、『自助ガイドラインの 10 ページ、「新

型コロナウイルス感染症が収束していない場合」について、フローチャートの自宅以外に避

難する場合から枝分かれしている「濃厚接触者（検査結果待ち）」とありますが、これはい

つどこで検査をした結果を待っているのでしょうか』という質問に対してですけども、まず、

濃厚接触者は陽性者発生に伴う疫学調査により判明した接触者のことを言い、疫学調査は、

陽性者の居住区の保健福祉センターが実施しております。また、判明した濃厚接触者はPCR

検査を受けることとなっており、検査結果により、その方が陽性者かどうかが判断されます。

で、このフローチャートにつきましては、発災時における分散避難の考え方を示したもので

ありまして、発災後の行動として、検査結果待ちを含む濃厚接触者は区指定コロナ避難所に

避難をしていただいて、で、感染していない方は災害時避難所とか在宅避難とすることで、

濃厚接触者の方と感染していない方が同一の場所に避難することを防ぐというものでござ

います。 

 次の 1-5の石田委員のご意見ですけども、『自助は訓練を重ねていつでも対応できるよう

に身構えている関係者でやっと意識できるレベルです。本当に意識を根付かせたいのであ

れば、年 1回程度の訓練では足りない。自助の意識を根付かせることに対して、一定数以上
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は無理だと認識した上で、公助の準備に当たるべきだと考えます』という意見につきまして

は、大正区の防災対策は「自助」を基本、「自助ガイドライン」にも書いてますとおり、ま

ずは「自助」を基本としまして、「自助」を「互助・共助」、「公助」でどうサポートしてい

くかという観点で取り組んでおりまして、「自助ガイドライン」を作成したところでござい

ます。で、防災訓練につきましては、大正区総合防災訓練のように、区役所、地域・学校が

一体となって実施する訓練を実施してるんですけども、それでは地域の方のご負担も大き

いですし、なかなか何回もできるものでもございませんので、地域においても町会単位とか

班ごとなど、個別小単位による避難場所やルートの確認訓練など、今後、訓練の多様化や回

数の増加についての検討も進めて参りたいと考えております。また、「自助ガイドライン」

の 4ページに記載しているように、「いつ、どこに逃げるのか」ということについて、ご家

族で実際に避難経路を調べて、実際に歩いて確認していただくことも「自助」意識を高めて

いただく防災訓練の一つになると思いますので、各ご家庭で取り組んでいただければと考

えております。 

 次の 1-6の宮﨑委員のご意見ですけども、『「自助ガイドライン」「はじめに」「なぜ自助な

のか」は生活基盤に必要とされている課題であると考えております。避難生活が長時間・長

期化になれば、心理面も配慮する必要がある方がいてますので、そういうのにどうするのか

という課題が出てくる。避難は当然であるが各家庭においてそれぞれ事情もあり悩むとこ

ろです。個人的には他の県の災害時の避難先の報道をみて自助の必要性を思い知らされ生

活基盤の一部として避難先を確保必需品も用意しています。余裕があれば共助活動もして

いく事も必要と考えています。自助ガイドラインは有効に活用していきたいと思います』と

いうご意見につきましては、まず、避難所につきましては、災害時避難所のマニュアルに書

いてありますとおり、新型コロナ禍での避難所の開設期間は、内閣府の告示によりまして、

7日以内が基本となっております。運営につきましては、地域災害対策本部が避難者と共に

立ち上げる「避難所運営委員会」で自主運営することとなりますので、「互助、共助」の観

点から、避難者皆さんでお互いに助け合って、運営していただければと考えております。 

 次の「コロナ禍における避難所運営について」の意見でございます。2-1、駒井委員の意

見でございますけども、『発熱・風邪の症状などのある方は、別室にての避難とありました

が、それがコロナでなかった場合、どのような対応をとるのでしょうか。コロナ患者とそう

でない患者が同じ場所で避難するのは、感染拡大の要因にはならないのかと不安になりま

した。また、その家族の隔離も必要。家族との濃厚接触者も特定し隔離が必要となってくる

のではないでしょうか。できれば、避難所に簡易キット等を用意していただければ安心して

避難できると思います。また、どれほどのスペースの確保が必要なのか、予防対策はマスク

とアルコールのみでいいのか、看護師や保健師などの必要性等々を予めコロナと疑われる

被災者がいた場合のシミュレーションを行い万事に備えると区民はさらに安心すると思い

ます』という意見につきましては、まず、熱咳症状の方が新型コロナに感染してない場合で
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も、インフルエンザや風邪の拡大防止のため、発熱が収まった場合や体調不良が改善した場

合でも療養スペースに留まっていただきます。熱咳症の症状者が小学生以下の場合は、保護

者も同伴していただくこととしております。あと、療養スペースでの一人あたりのスペース

ですけども、厚生労働省の事務連絡をふまえて、大阪市が作成したガイドラインをもとに、

原則として 6㎡としておりまして、「陽性者」と、「濃厚接触者、体調異変者」相互の感染リ

スクを抑えるため、パーテーションで個室を作り、療養スペース内での感染防止を図ります。

なお、避難所での感染予防対策については、大きく一般スペースと療養スペースを分離しま

して、それぞれのスペースともに、定期的な換気、一般スペースと療養スペース間での移動

の禁止、毎日朝夕の体温測定の記録などを実施することとしております。あと、新型コロナ

ウイルス感染症を疑う場合は速やかに各避難所を巡回する区災害対策本部の保健福祉班、

また、及び市の新型コロナウイルス受診相談センターに避難所から報告をしていただいて、

その指示をもとに対応することとしております。 

 2-2の『検温は非接触の体温計ですか』という質問については、それはそのとおりでござ

います。 

 2-3 の宮﨑委員のご意見『感染症の場合、医師の指示に従って行動する事が前提になる。

私的には、入院以外の家族隔離の場合は、避難先の建物に専門職を配置してケアする用意は

確保している。必需品は充分確保しているので余裕があれば共助の活動をしていきたい。地

域の社会福祉会館・班長宅に緊急時の必需品を最低限確保して保管していただけたら安心

できるのではないかと個人的に考えます』という意見につきましては、大正区におきまして

は、毎年、地域で防災物資をご検討いただきまして、それを災害時避難所に配備させていた

だいております。地域によりましては、福祉会館とかに一部配備されているところもござい

ますけども、災害時避難所に避難してくる方のための防災物資ですので、各班長宅等、個人

宅への配備は困難と考えております。 

 最後ですけども、駒井委員のほうから、「その他意見、ご質問について」ということで、

駒井委員のほうから頂いた意見ですけども、『地区防災計画の中で、「町会単位で」という一

文がありますけども、町会に加入しない区民はどうなるのでしょうか』ということにつきま

しては、発災時におきまして、町会加入していないことを理由に避難を受け付けないという

ことはございません。ただ、町会に加入されておれば、町会として名簿も作りますので、そ

この家族構成とか人数が把握することが可能で、なりますので地域災害対策本部における

不明者の迅速な確認とか救助につながることも考えられますので、「自助ガイドライン」の

5 ページに記載しておりますとおり、「互助・共助」の取組み強化の観点からも町会加入の

ご検討をお願いしたいと考えております。 

 ちょっと長くなりましたけども、説明は以上でございます。 

○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。ただいま区役所から説明がありました。地域防災
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における「自助」にかかる大正区役所の取組み及び災害時の避難所運営につきまして、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、区民一人一人の「自助」の意識の浸透について、何かご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 

 今日まだしゃべられてない方、たくさんございますけども、木村委員、どないですか。 

○木村委員  

 大変、詳細なマニュアルができて、立派やなというふうに思いました。で、当然災害時に

ね、自分で守らなあかんということなんですが、ただ、これを見てると自分でっていうこと

で、自分でできるようにしっかりみんなでサポートし合おうという姿勢が、大変細やかに見

てとれるので、大変これが、こう充実していくことがね、大事やなというふうに思います。

ただ、大変詳細なんで、逆にいうと大変見づらいというところもできるので、そこをこう、

見やすさと詳細さとね、どう一体でしていくのかというのが大変こう、難しいところなんだ

ろうなというふうに思いました。見てたら、いろんな地図とかもね、あったりして、まあま

あ私も小林のほうよく行くんですけども、ああ、ここのグランドにこうやって行ったらいい

んだなとかいうのがわかるのでね、丁寧に対応できてたらいいかなというふうに思いまし

た。 

○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。谷田委員、

どうですか。小林ですので。 

○谷田委員 

 すいません、こんばんは。この「自助」に関して、やはり訓練のときにね、避難訓練です

ので一般の住民も来られるんですけども、そのときに「自助」の大事さっていうのをやはり

教えていかないかんなということなんですよね。「自助」って言葉だけ聞いても、私たちか

かわってる者はわかるんですけど、やはり言葉だけ見たらわからないという方もいらっし

ゃるので、そのことに関してやはり説明していかないかんなというふうに感じております。 

 で、「自助」が備わってきたら、やはりそのことで自分が大丈夫だったら「共助」だよっ

て。「共助」それはなんやって、またそれも始まるんですよね。だからやっぱし「自助」「共

助」で、そして今言われてるように「公助」になるまでのね、段階をやはり、変な言い方で

すけど、練習っていうんですかね、自分で体験しながら体で身に覚えていくっていうのが大

事かなと思っております。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。皆さんのご意見、ご質問もうほかにありませんか。

ないようでしたら時間も迫ってますので。 

 続きまして、コロナ禍における避難所運営について、何かご意見、ご質問ございませんで

しょうか。 
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○駒井委員 

 すみません。 

○安藤議長  

 はい、どうぞ。 

○駒井委員 

 「その他」で質問させてもらったんですけど、この「町会に加入していない」っていう表

現を私はさせていただいたんですけども、マンションに今、前にも申したんですけど、マン

ションに住んでいるんですね。で、マンションの場合は入らないと決まったら全員が入れな

いんです、町会に。で、私は町会に入りたいけども、マンション自体が入らないって決まれ

ばもう入らない、じゃあ私はどうすればいいのっていう、こう、何ていうんですかね、悩ん

でる最中なんですね。で、もちろん区域の小学校は別の区域に娘は通ってますので、できれ

ばそちらの町会に行きたいんですね。例えば●（地域名）町会とか。で、●（地域名）のほ

うには、やっぱり行きたくないんですね。そういうこう、行きたくないというのは、知り合

いがいないわけじゃないんですけども、やっぱりこちらのほう、この●（地域名）のほうに

たくさん友達もいますし、子どもも友達もいますし、こちらのほうに行きたいんですけども、

どうしていいんだろう、行けるんであれば、もうそこはざっくばらんに「入りたい人は入っ

ていいよ」っていうような、何ていうんですかね。 

○安藤議長 

 ほう、あそこのマンションですか。●（地域名）の向こう。 

○駒井委員 

 ●（マンション名）ですけど。 

○安藤議長 

 あそこはもう、全部入ってませんね、会長。 

○駒井委員 

 入ってないです。 

○竹村委員  

 入ってない。 

○駒井委員 

 こないだ、去年したんですけども、みんな入りたくないっていうほうが多かったんで、入

れないんです。 

○竹村委員 

 あれも、●（地域名）の連長とか、そんなんが悪いんですわ。初めね、自治会に頼みに行

ってね、入ってもらえるように要請したらいいのにね、向こうに住んでおる●（個人名）に

頼みに行って、町会入ってくれいうて要請してるでしょ。そんなん●（個人名）が、そんな

んね、●（個人名）が入りなさいって動くはずないからね。あれも、地域がね、やっぱり自
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治会に行って、町会へ入ってほしいっていうて頼まなあきませんねん。ほんで、あそこはね、

うちもちょっと問題出まして。あそこからね、PTA の役員とか、そんなんがたくさんいて

子ども皆、仲良く小学校行ってましてん。そしたら、地域から町会から、各町会から補助金

とかそんなん皆出してるからね、町会入ってないとこに、なんでその、地域からのそういう

苦情出てやね、ちょっと問題あったんです。だから、あそこもね、入ってほしいんですわ、

僕ら。ほんで、今みたいに駒井さんなんか、ええ意見持ってるんやからね、●（地域名）の

町会入ってもうてやね、社協とかまちづくり実行委員会ちょっと手伝うてほしいですわ。こ

ういう若い方が。 

○谷田委員 

 嫌や、言うてんね。 

○竹村委員 

 僕は、つくづくそう思いますわ。 

○駒井委員 

 ●（地域名）のほうには行きたくない。 

○谷田委員 

 行きたくない。 

○竹村委員 

 いや、ほんまに。 

○駒井委員 

 こっち側に行きたい。●（地域名）のほう行きたい。 

○竹村委員 

 いっぱい意見持っとるしな、こういう若い人がね、区長、やっぱりまちづくり実行委員会

とか社協入ってもらうようにね、こういう若い人が入ってもらうようにせなあきませんわ。

こういう意見持ってる人がね、入ってもうたらもうちょっとね、地域があと担い手いてない

ですからね、ほんまに。せやから、●（地域名）来てな、ちょっと社協でも手伝うてくれた

らええ。僕はそう思いますわ。 

 ほんで、この前もね、津波のあれね、大正区なんかこれもう堤防なんかもし決壊したらね、

水入ってきて、ボートが何か大阪市のあれで大阪市に頼んどるから、その辺にもあんまり僕

もはっきり聞いてないけどね、あれもどうなったんか。せやから、そういうボートなんかで

も各地域で 1台ずつでもね、置くとか。絶対にそれ津波なんかきたら水入りますよ。 

 せやから、こういうね、若い人がな、町会入ってほしいな思うわ。うん。せやから、前、

区長がやね、町会入んのはこれ別に強制でないからね。区長が言うたことも僕ちょっとおか

しいな思うてんねんけど。やっぱり町会入ってやね、地域のことやってもらわな大正区発展

しませんで。 

○吉田区長 
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 ちょっと駒井さんに伺いたいんですけど、町会に入っていただきたいと、私も心から思っ

ていますし、促進策っていうのは大阪市の使命なんで、それをやっていきたいと思うんです

けど、お勧めする理由もあるんですけど、それは入りたくない理由の裏腹でもあるんですね。

つまり、町会に入らない方が、なぜ入らないのかっていうことも、やっぱり分析することが、

促進策につながると思うんですけど。駒井さん一人の意見が全部を代表するわけじゃない

んですが、その町会が嫌なのか、今みたいに違うエリアに入りたいのか、つまり町会が嫌な

のかっていうのは、ほかの自治組織やったら入るけど、いわゆる地域振興会というのが嫌な

のか、エリアが嫌なのか、とにかくその地域に、要はもう協力したくないということなのか、

時間がないなのか、いろんなこう、理由っていうか、わけがあると思うんですけど、その辺

ちょっと解説していただけないでしょうか。 

○駒井委員 

 もう区長がおっしゃったこと全部です。全部みんな、そんな意見を持ってます。時間がな

い。で、入りたくないのは、役員とかしてしんどい。で、その時間も取れない。で、かつ面

倒くさいっていうのも、やっぱりそういうものあると思うんです。ただ、その逆もありまし

て、「町会に入っておかないといけないよね、やっぱり不安よね、この間の台風 21号、怖か

ったもんね」っていう話は、たくさん聞きます。で、私の知り合いは、やっぱり町会に入っ

ていきました。もちろん●（地域名）の人なんで、同じ町会に入ってます。そういうさまざ

まな意見があるんですけども、その町会に入って、じゃあ何をするのって、そこで私たちは

どう動くのっていうのが、まったくわからないんで、人ってこうわからないところに入って

いくのは、怖いじゃないですか。恐怖がとか、不安とかありますよね。やっぱり、そこだと

思うんです。町会に入っても、こういうことしているんだよ、こういう利点があるんだよっ

て。こういうしんどさはないんだよっていう利点を教えてくれたりとか、ただ、その反面も

教えてくれたりとかすると、「あ、じゃあ大丈夫だな、入ろう」ってなると思うんですよ。

ただ、町会に入ってくださいって言われただけじゃ、「えっ、ちょっとやめときます」って

いうのはやっぱり多いと思います。うちのマンションもそうです。でも、うちのマンション

でも、入りたいっていう人はいました。多数決で入れなかっただけで。 

○竹村委員 

 それでね、町会入ったらね、やっぱりね、この前の台風 21号、URの屋根が飛んでね、

うちの町会みな全滅でした。で、僕、動きましたよ、調べて。ほんで、今、小山先生おるけ

ど、あそこの党のあれが建設大臣やったからね、すぐ動いて、すぐやってくれましてん、う

ん。それでね、もう物資なんか、停電でも長いことかかって、URがみな、あのあれ停電し

た費用もみな持ってくれてね、ほんで、屋根もみな修理ちゃんとしてくれる。そんだけ、や

っぱり町会へ入ったら町会長、動くもん、うん。 

○駒井委員 

 柔軟性をもっと持たしてもいいのかなって思います。 
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○竹村委員 

 だからね、町会長にもね、いろんなこと言うてきますが、今度ビル建って、あそこ、マク

ドの向かいにビル建ちましたやろ。あそこで電波障害や言うてやね、言うてきて、ほっとっ

たんやけど、僕もちょっと動いて役所に行って、4階行って、電波障害の相談所のあれ見て

ね、聞きに行ったら、もうすぐ、そこのビルがすぐつけてくれましたわ。だからもう、ケー

ブルテレビにしなさい言うたんやけどね、テレビにしとるから。電波障害いうのは、絶対、

高いビル建ったら起きますよ言うてますねん、うん。やっぱり、そういう利点は、やっぱり

町会入ったらね、相談したら、やっぱり町会長、動きはるしね、うん。 

○吉田区長 

 またちょっと、今日は防災の話なんですけど、なんか地域活動の話に。前回の話にまた戻

っていってるんですけど。ちょっと、ちょっと待ってくださいね。ちょっと整理したいんで

すけども、防災に戻すと、この一番最後のね、4 ページに「町会単位でまとまって」とか、

「町会毎に避難人数を把握」とかって書いてあるんですけれども、これ表現に誤解があった

かなと思いますが、これ正確には「町会エリアの単位でまとまって」という意味でありまし

て、「町会エリアごとに避難人数を把握する」というのが本位なんです。それ、自主防災組

織は地域活動協議会であるというのは、大阪市の統一的な考え方なので、地域活動協議会と

いう視点から見れば、「町会エリア」という呼び方をしているので、入っていない人は、支

えないという意味ではないんですね。ただ、竹村会長もおっしゃってるように、町会に入っ

ていただいてればこそのメリットはいっぱいあって、こういう避難とか、まとまるとかいう

ことについては、大変有利であるというか、メリットであるという意味で、こうしたマニュ

アルも書かれているので、そこは誤解がないようにお願いしたいと思います。すみません、

竹村会長、途中遮って、どうもどうも。 

○竹村委員 

 いえ、この前の台風 21号のときでも、うち、アクティブの会館を避難場所に指定したん

です、言われてね。それで、その方々、町会入ってなかったんですよ。それで、まあまあ避

難ね、もう、入ってないけども避難してもいいやろということで、長いことかかりましたか

らね。それで、結構、最後その人たち、入ってくれましたわ、町会に。その時に、光熱費を

大阪市から補助しますということやったんやけど、代表して言うたけど一銭もみてくれま

せんでした。「それは地域であれしてください」って。それはちょっと、ちょっとおかしい

なと思ったんですね、僕、うん。それ、地域に言うたら怒られるからね、あれなんやけど、

その時に大阪市から補助なかったです。 

○安藤議長 

 はい、ありがとうございます。ほかに、今日、あと一人、仲田さん、お願いします。 

○仲田委員 

 そうですね、「自助」とかいうことで、自宅での避難、自宅避難っていうのが大事だなあ
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と思うんですけども、町会に入ってるっていうのもあれなんですけど、私は女性会も入って

るんですね。そしたら、この間の女性会で理事会のあとに防災士の方が来て、家での避難の

ときのことを教えていただいたんですね。それが、すごく簡単で興味がすごく出たんですね。

そういうのをやっぱり地域にも持って帰りたいなということで、1月に女性の学習会で、そ

の防災士の方に来ていただいて、お話をしていただくことになりました。そういうふうに地

道な簡単なことなんですけど、そういうことで、みんなが興味を持って、広がっていけばい

いなと思って、そういう活動もしております。谷田会長がしていただきましたのでね、それ

にすごく興味を持ちました。 

○安藤議長 

 はい、貴重なご意見、どうもありがとうございます。ほかに。 

○谷田委員 

 ちょっと、いいですか。今、駒井さんのこのご意見なんですけど、町会入ってないからね、

ここはだめよというのは、絶対それはないと思います。で、私たちの地域の●（地域名）な

んですけど、訓練したときも、町会に入ってない方も来られたんですよね。なんでかいうた

ら、運動場、小学校の運動場で、わいわいと何やってんねんとのぞきに来はったんですよ。

ほんで、こうこうこうで訓練よって言うて、言うたらですね、「僕、町会わからへんけど、

僕も参加してええか」って言うて、何歳ぐらいかな、30歳代ぐらいの男の人でしたけどね、

で、参加してもらったんです。で、そこで自分は何町会やいうことがわかって、で、そこの

町会の方が集まっているとこに行ったら、やはり、お知り合いがいらっしゃってっていうこ

ともあるので、だから、拒否っていうのは絶対しないですね、はい。それで、もう一つ、●

（地域名）のね、小学校に行っておられるんですね、子どもさんが。そしたら、だめなんで

すかね、安藤さん。 

○安藤議長 

 いえいえ。 

○谷田委員 

 ●（地域名）とおっしゃってるんで、入れてあげたらどうです。 

○安藤議長 

 もう、いや、なんぼでも入ってくれる人はどこでも。はい。 

○谷田委員 

ね、●（地域名）のそこのマンションがたぶんね、建ったときからずっとね、あそこは拒

否されてるんですね。 

○安藤議長 

 そうそうそう。ずっと、うん。 

○谷田委員 

私もちょっと知ってるんですけど、はい。だから、そこのマンションがきれいにね、入る
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まで、どうでしょうか。 

○安藤議長 

 うちはいつでも。 

○谷田委員 

 はい、ということなので、よろしくお願いいたします。 

○駒井委員 

 ありがとうございます。 

○吉田区長 

 私も住民なんですけど、うちのマンションは、マンションとしては町会に入ってないんで

すけど、こないだ会長に会費とられてですね。会費とられてっていうか、個人入会させてい

ただきましたので、そういう、それ一般的ですかね。個人で、個人枠っていうのはあるんで

すかね。 

○安藤議長 

 いや、個人枠いうのもないんですけども、それはもう、どっかのね、と一緒にやっていた

だきたいと。 

○竹村委員 

 個人がどっかの町会へ入ったらええの 

○安藤議長 

 いや、別のとこからでも結構なんです。 

○竹村委員 

 別にどこでもええの。 

○駒井委員 

じゃあ、もう、例えばこの町会に入りたいって言えば。 

○安藤議長 

 はい、はい、はい、はい。はい、それはもう町会長が受け入れてくれると思います。 

○駒井委員 

 誰に言えばいいのかは。 

○安藤議長 

 ああ、それは町会長、誰でも、友だちがおれば友だちに言うてくれたら。 

○駒井委員 

 じゃあ、その友だちに言って、入りたい、入りたいって言えばいいですか。 

○安藤議長 

 はい。はい、はい。 

○駒井委員 

 あ、わかりました。じゃあ、それをうちのマンションの知り合いにも伝えても大丈夫です
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か。 

○安藤議長 

 はい。 

○駒井委員 

 わかりました、はい。 

○吉田区長 

 ということは、学校選択制じゃないけど、町会選択制がもうあるってことなんですね。は

い。 

○谷田委員 

 大いにあると思います。女性会のほうもね、●（地域名）だけじゃなくってね、私とこへ

●（地域名）からも来られてますし、●（地域名）からも来られてますし。だから別に地域

関係なく、私、活動できたらいいん違うかなと思ってるんで。どんどん、●（地域名）の●

（地域名）のほうからでも来られてますのでね、はい。ここでバラしますけど、はい。だか

らもう大いに町会入って、いろんなこと吸収してもらったらありがたいと思ってますが。 

○駒井委員 

 わかりました。早速、友だちに聞いてみます。ありがとうございます。 

○安藤議長 

 本当、町会のほうにまた戻りましたけども、ほかにもう意見がなければ、時間がありませ

んので。 

 それでは、最後に私から一言申し上げます。今回ご議論いただいた「自助」の浸透は住民

一人一人だけの問題ではありません。同時に、地域における避難所設営についても地域だけ

の課題ではありません。住民と地域、行政、それぞれが互いに連携し合うことではじめて各

地域の地域防災力の向上が図られると考えます。皆さまもそれぞれのお立場から、地域防災

における役割について引き続きお考えいただき、ご活躍いただけることを願っております。 

 それでは区役所から一言、お願いいたします。 

○橋本地域活動支援担当課長 

 はい。事前質問を含めまして、多岐にわたりご意見を頂き、ありがとうございました。防

災につきましては「自助」が基本となりますので、まずは「自助ガイドライン」の浸透を図

ることが重要だと考えております。先ほども申し上げましたけども、このガイドラインの内

容ですね、区役所としても広報してまいりますけども限界がありますので、口コミとかでお

知り合いの方にお知らせいただければ幸いと考えております。よろしくお願いいたします。 

 あと、災害が起きた際、避難所の開設につきましては、地域住民の皆さまで運営をしてい

ただくことになりますので、地域の役員の方とか団体の構成員の皆さまだけじゃなくて、避

難された方皆さんで運営をしていただく必要がありますので、区役所といたしましては引

き続き地区防災計画とか避難所開設マニュアルの改定のほか、避難所運営に必要な備品や
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物品の提供など、必要な支援をしてまいりたいと考えております。 

 ただ、いざという時、先ほどちょっと話が町会の加入の話にもなりましたけども、やはり

いざという時、日ごろからの顔見知りじゃないと、やはりお互いに「あなた、どなたですか」

ということから始まって、お互いにこう、すぐに助け合うというのが非常に難しいと思いま

すので、「自助ガイドライン」にも書かせていただいておりますけども、町会に加入をして

いただいて、で、日ごろからの地域活動に参加をしていただいて、で、そこで、そういうと

ころから地域とかかわりを持ってご近所付き合いを広げていただくことによりまして、そ

のご近所付き合いがいざという時の防災力の向上につながると考えておりますので、引き

続き皆さま方のご協力をよろしくお願いしたいと思います。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いる議題は以上ですべて

終了しました。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。 

○佐々木政策推進課長 

 安藤議長、ありがとうございました。本日の配布資料の中に、このご意見シートが置かせ

ていただいているかと思います。本日の会議でご発言できなかったことや、本日の議論を踏

まえてあらためてご意見、ご質問があるかと思います。そのようなことがございましたら、

12月の 25日金曜日までにメールやファックス、郵送、もしくは来庁された時にご持参いた

だきますようよろしくお願いいたしたいと思います。このご意見シートへ記載いただいた

内容から、区政会議の議題とすることもございますので、忌憚のないご意見を賜れればと思

っております。 

 なお、本日意見交換させていただきました内容や、ご意見シートの内容につきましては、

次回の区政会議にてあらためてご報告させていただいて、そのご報告をもって区政会議で

の審議ということにさせていただきますので、何とぞ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 

 どうもありがとうございました。事前に頂いたこの質問表に書かれているような質問も

含めて、委員の皆さま方には真摯にご議論いただいて、ありがとうございました。参考にし

て施策に生かしていきたいと考えております。お答えが漏れていることも含めて、少し補足

をさせていただきたいなと思います。 

 まず、駒井委員のほうから、「大正区の魅力等について調べているのか」というご質問が

あって、実はこれ、やっているんですね。3年ぐらい前に、やっております。またホームペ

ージに全部公表しているので、それをご覧いただきたいと思うんですが、十分だとは考えて

おりません。以前は、前の区役所で、区内いろんな名所があるんですけど、名所に対する認

知度もやっぱり差があるんですよ。区民の皆さんが大正区内のすべての名所を知ってるか

というと、またそれが差があったりとかですね。あるいは、行ったことありますかと聞くと、
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「知ってるけど行ったことない」とかね。そういう、名所ごとに、これは観光名所のことで

すけれども、いろいろ、こう、調べることは可能だと思いますので、名所も含めて大正区の

魅力はどんなところなんですかとか、そういうことは、ここにいろいろ調査やってますって

いうこと書いてありますけれども、今後、また新たに調べることはできますので、どんどん

やっていきたいと思います。ただ、調べても集計するだけで、それを私たちがしっかり受け

止めて施策に生かしていくっていうことが大事で、調査とそれを生かすっていうことはセ

ットなんですけれども、なかなかその活用するというところまではいかないので、課題意識

を持ってしっかりやっていきたいと思ってます。 

 で、次に、またこれ駒井委員なんですけれども、福祉の相談に対するご質問もいただいて

いて、それに対する回答が延々と書いてあって、私も「これでええ」って言うたから、これ

でいいんですけれども、あまりにも、やってるやってる、やってます、ちゃんとやってます

っていう答えになっているので、ちょっとあらためて読むと、やってる色が強すぎる記述、

お答えだったかなとは思っています。駒井委員がおっしゃってるのは、要は、敷居が低く、

すべての人々が役所に相談しやすい環境になっているかっていうことと、それでも相談し

ない人に対して、どうするんですかっていうことなんですね。だからここに、いろいろやっ

てるのはわかるけど、それでも漏れてる人をどうするかっていうのが質問ですので、やって

る色を出せば出すほど、駒井さんからの質問にお答えしてないということになります。です

から、これからも敷居を低くして、そして場合によっては私たちから訪ねて行くと。アウト

リーチを効かしていくっていうことは、やっていきたいと思っています。 

 木村委員のほうから、「自助ガイドライン」いいけど、もうちょっと見やすくというご意

見をいただきました。「自助ガイドライン」だけではなくて、役所でつくるものの中には、

非常に区民の皆さんから見て、見づらいものがたくさんあると思います。ほかのものも含め

て、住民目線に立つことはとても大事です。ただ、どうしても役所にいて、もう自分たちの

書いてるものに慣れ親しんでしまっているので、その辺の意識が弱くなってるのも事実で

すから、是非、地域の中で話し合っていただいて、こういう表現してるけど、これちょっと

わかりにくいよなという意見出てくると思うんですけど、それはもうどんどんお寄せいた

だければと思っています。私いつも申し上げてる通り、鉛筆は区役所がやりますと。でもそ

のアイデアは是非、地域から出して下さいと。地域のほうでいろいろ話し合っていただいて、

ここはこう変えたほうがいいというのがあれば、やっぱりそこを地域の方に事務をやって

いただくのはとても大変なことなので、鉛筆は私たちがやりますので、そういう情報を是非

お寄せいただきたいと思ってます。 

 「自助」、「互助・共助」、「公助」についても、コンセプトがわかりにくいと谷田委員から

もおっしゃっていただきました。これも大変な課題だと思います。例えばで言うと、小学校

では、「自助」のことをこういうふうに教えるんですね、「自分の命は自分で守る」と。だか

ら私、学校の避難訓練にも時々呼ばれて行って、体育館でみんな集まったところで、「自分
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の命は」と私が大きい声で言うと、「自分で守る」ってみんな一斉に答えるんです。それぐ

らい学校ではわかりやすく教育を徹底していることから、やはり私たちも、この言葉の概念

をわかりやすい言葉に置き換えるっていうことが、今後やっていかないといけないと思っ

ています。 

で、こうしたことをわかりやすくするもう一つの秘訣は、やはり抽象論ではなくて具体論

をどんどん出していくということだと思うんですよ。例えば、自分が情報を取るときは、こ

ういう方法で取るんやっていうことを予め決めておいてくださいということも「自助」の一

環として私たち言っています。インターネットできない人は、「インターネットできひんね

ん、俺は」って言って、役所に文句を言うんじゃなくて、じゃあ自分はどっから情報を取る

んですかっていうことを、自分で決めておいてくださいってことを言っていて、それは「自

助」の一つの例です。そして逆に公は、こういう情報はここに載ってるんですっていうこと

を、絶えず、詳しくこうお伝えをしていくと。これが公の役所の仕事だと思うんですけれど

も、「公助」、「公助」と言わずに、具体的にこういうことをやってください、こういうこと

をやっていきますっていう具体論に置き換えてお話をしていくような、広報していくよう

な、癖を付けると。こういう抽象的な概念にあまり頼らないということはとても大事なこと

ではないかと思っております。 

 最後にやはりどうしても、町会をはじめ、自治組織の活性化の話になってしまうんです。

もうどんな課題の議論をしても最後はここに来るんだなというのは、あらためて思いまし

た。駒井委員からもおっしゃっていただいたように、自治組織が必要だということはみんな

何となく理解はしているんですけども、でも自分が参加するほどじゃないなってところで

すよね。でも、考えてみたらこれ世の常みたいなところがあって、なんでもかんでもそうな

んですよね、それええやんと。じゃあ、あんたするかいうたら、いやいや私はやりませんっ

ていうのはとても多いので、世の常なのかなと思います。ただ、私たちがやらなきゃいけな

いのは、情報がないっていうお話がありました。何をやらなあかんのとかね。どんなことを

やってるのっていうようなことの情報があまりにもないというお話があって、これも先ほ

ど言いましたように、私たちはもう知りすぎているので、なんか当たり前のように感じてい

ますけれども、一住民の方々からすると、私たちにとっては当たり前でも、全く情報が伝わ

ってないってこともあろうかと思いますので、そこはわかりやすく広報していきたいと、お

伝えしていきたいと思います。 

一例を言うと最後に出た、「実際には町会には町会選択制というのがあって、必ずしも自

分が住んでいる地域の町会に入る必要はない」というお話を、今日、ちょっと新鮮な感覚で

私、伺いました。実は、これ本当に最後なんですけれども、今、大正区の地域福祉ビジョン

という、地域福祉の長期計画を見直していまして、新しい地域福祉計画が来年の 4 月から

始まります。で、そこでやはり、町会を中心とする小学校区単位の活動を再生していかない

といけないと。ここを強化していかないといけないと。でも担い手不足ですねっていう、そ
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ういう課題がありまして。今日と全く同じ話なんですが、その課題を克服するために、今、

私たちが考えているのは、地域の、元から地域でいて地域で頑張っておられる方は本当に一

生懸命やっておられるけれども、どうしても、人口減少等があって、担い手不足になってい

ると。そこを補うためにどうするかというと、地域で頑張ってる専門職の方々とか、地域の

福祉事業所にお勤めになっておられる方々も、大変お忙しいとは思いますけれども、その施

設がある地域の活動に目を向けてもらいたい、参加してもらいたいっていうのが一つなん

です。で、もう一つは自分の地域にこだわりはないんやと。でも大正区には貢献したいと。

なんかやりたいっていう人は、きっといっぱいいるんだろうと思うんですよ。自分の地域に

いるだけじゃなくて。やっぱりそういう方々も、舞台は地域ですからまさに駒井さんのよう

に、自分が住んでる地域じゃないけど、どっかの地域でっていう方々をいかにこう、拾って、

地域の活動に取り込んでいくかと。地域の方々にもそういう度量がないといけないと思う

んですよ。お前よそから来たのに、何偉そうに言うてんねんっていうようなことではだめな

ので、そういう環境をつくりながら、地域の担い手をこれからは拡大していくってことを、

行政的にも地域福祉計画の中で考えていますので。それはおそらく防災とか子育てとかに

もかかわってくることですので、地域防災の分野でも自分の地域がっていうことにこだわ

りがないというか、大正区にとかね、なんかやりたいとかっていう人をいかに取り込んでい

くかっていうのがポイントだと思っていますので、ちょっと新しい、なんか新鮮な感じでご

意見を、皆さんのご意見を受け止めましたということをお伝えいたしまして、感謝の思いと

ともにあらためて御礼を申し上げたいと存じます。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。それでは本日の会議はこれをもって閉会とさせていただきま

す。次回の区政会議は来年 2 月 26 日、2 月 26 日金曜日でございます。ご出席のほど、何

とぞ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階駐車場玄関側からお願いし

たいと思います。また密集を避けるため、会議終了後のご退出に際しても、特段のご配慮を

お願いしたいと思います。それでは本日遅くまで誠にありがとうございました。 

午後８時 34分閉会 


