
令和３年度第１回区政会議での意見と対応一覧

議題１「令和２年度大正区運営方針の振り返りについて」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

不動産情報サイトのデータで、「人気の駅ランキ
ング 大阪市編」で大正区が１番に選ばれていまし
た。ただ家賃が安いとか、そういったことも色々
と考慮されているとは思うが、不動産会社とタイ
アップや話し合って、「こういうところがたくさ
んある」とアピールし、大正区に誘導するような
ことを考えてみるのもいいかと思う。

駒井委員

〔政策推進課　佐々木課長〕
不動産業者等との連携についても考えていくべきかと思う。阿
倍野区のほうでは、不動産業者がまちの活性化をしている実例
もありますので、その辺りも調査研究をしながら、勉強してい
こうと思っている。

回答済み
政策推進課

（政策推進）

2

以前から取り組んでいることが多々あると思う
が、「成果を出しているというもの」は、果たし
て人口増加につながっていると言えるのかと疑問
に思う。実際は、人口が減少している。
区役所側がやる気というか、本当に人口増加をさ
せたいとか、どうしていきたいというのが、２年
間区政会議で言わせていただいたが見えない。人
口増加に繋がらなければ、それは果たして成果が
出ているのかと考える。

駒井委員

〔政策推進課　佐々木課長〕
各取り組みにおいて人口増加につなげていきたいという思いは
持っておりますが、実際は人口増になっていないというのが現
状。人口増加のためには、住みたい・戻ってきたいと思えるよ
うな取り組みが必要と思っている。子育て、教育、見守り等の
福祉等、それぞれが充実して、総合的に住んでよかった、お年
寄りにやさしいまち、子育てにやさしいまちというような、ブ
ランドみたいな形ができると増えていくかと思っている。その
ために、１つには大正区版ネウボラのような取り組みを継続し
ていかないと、おそらく1年2年で人口が増えるというのは難
しいかと思っている。
皆さんのご意見を聞いて、時代にあった施策に反映していきた
いと思っているので、よろしくお願いしたい。

回答済み
政策推進課

（政策推進）

3

「区独自のスポーツを考えてみてはどうか」とい
う質問をさせていただいた回答の中に、「スポー
ツを通した交流について情報の提供を行うなど、
活動の支援を行って参ります」ということだが、
情報の提供とは例えばどういうことを考えている
のか。

角元委員

〔政策推進課地域担当　大津課長〕
広報紙やＳＮＳ、ホームページ等々でいろいろな情報を発信し
ていけたらと思っている。
今は大正区にスポーツ推進委員という方々がおられ、スリー
タッチという競技に取り組んでいる。老若男女問わず誰もが参
加できるスポーツと聞いており、こういったものを普及してい
けたらと考えている。学校とかも巻き込んでいけたらいいかな
と思っている。

回答済み
政策推進課
（地域）

4

以前に、保育園や幼稚園に通ってない子どもがい
るということをお伺いしていた。以前にお聞きし
たときは大正区で7人ぐらいだろうということで
あった。私としては７人で済むのかなと思ってお
りますが、どれだけ把握しているのか。

仲田委員

〔こども・教育担当　池田課長〕
４歳児におきましては、各種情報を突き合わせて、大正区とし
て３名の児童が保育園や幼稚園等のどこにも所属が無いという
結果であった。うち1名は大正区ではなく別の所属になってい
たため、どこにも所属が無い児童は２名。その２名の児童につ
いて家庭訪問を実施し、保育所の手続きの説明等をした結果、
本年4月からは２名とも保育所に通っている。

回答済み
保健福祉課

（こども・教
育）

5

４，５歳児スタートアップ事業により児童120名
への支援方針を決定したとのことだが、この120
名について各地域の民生委員さんがフォローする
ということなのか。

川上委員

〔こども・教育担当　池田課長〕
児童120名についての支援方針内容は発達状況や家庭環境の課
題など様々である。地域の民生委員さん等には保育所、幼稚園
とも連携していただいて、登園がうまくできていない家庭にお
ける、登園の見守りなどをしていただいている。

回答済み
保健福祉課

（こども・教
育）
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【当日出された意見等】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

6

今、私がお世話している児童がいまして、身柄は
大正区で、住民票は他区って結構あると思う。こ
れは仲田委員からもあった４歳児の調査の案件で
すが、これは、住民票をもとにして調査していく
のか。住民票の乗っていない子は除外されてしま
うのか。

宮崎委員

〔こども・教育担当　池田課長〕
大阪市全体２４区として漏れが無いように住民票に基づいて家
庭訪問をしているので、その家庭訪問の結果、児童の所在がわ
からないということは、居所不明の児童になるため、その場合
は子ども相談センターと相談をし、追跡をして把握するように
なっている。

回答済み
保健福祉課

（こども・教
育）

7

新型コロナウイルスワクチンの接種について、大
阪市全体で一斉に受け付けるのではなく、区単位
で受け付けるとか、大正区なら１０地域の町会単
位に分けて受け付けるとかできなかったのか。高
齢者はパソコン等が使えず地域の医療機関に予約
するのがほとんどであった。そこはもう少し考え
てほしい。

竹村委員

（村田副区長）
大阪市が全体で実施したほうが、区間での調整や、大阪市全体
でのワクチン要求の点などでいいところがあったのではと、そ
ういう判断ではあったのではと思う。
ただ、来週から１回目のワクチン接種予約ができない事態を招
いており、我々もどうしたらいいかと打ち合わせをしたところ
である。
幸い、医師会会長が非常に協力的で、我々としてできること
は、地域の医療機関と一緒になって考え、限られた条件の中で
はありますが、ワクチン接種を進めていきたい。

回答済み 総務課

【区長発言】

〔冒頭あいさつ〕
・基礎的自治体の中で住民の近いところで仕事をさせていただくという憧れがあり、公募区長にチャレンジし、今回4月から着任した次第である。
・東京都庁職員時代には、知事の記者会見担当等の広報、公営住宅や公園等の身近な事業も担当していたため、これまでの行政経験を生かして、区政会議の皆様とご意見を交わすことによって、
よりよい大正区にしていきたいと考えている。
・新型コロナウイルス感染症の影響で通常業務が止まっているかのごとく見えるが、区役所は止まることなく業務を続けており、子育てや教育などは、着実に取り組みを行っている。しかし、そ
こに新型コロナウイルスの事務が上乗せされ職員も大変だが、さらに大変なのが住民の皆様だと思っており、皆様には本当に我慢の日々を過ごしていただいていると思っている。
・大正区役所では毎日102名の方へ新型コロナウイルスワクチン接種を行っている。全体から見れば僅かだが、接種により抗体が出来る人を少しでも増やし、1日も早く平穏な日々を取り戻した
い思いながら、日々活動しているところである。
・本日のメインテーマはまちの魅力アップということで、広報、周知のあり方についての議論にも派生していただければなと思い、このテーマを設定させていただいた。町の魅力というものは、
新しいものを取り入れて活性化させるタグボート大正みたいな成功事例もあるが、それだけではなく、区民の皆様には「大正が好きで、変えたくない」という気持ちもあると感じている。変わる
変わらないということは別として、大正区が持っている力というものが、必ずクローズアップできると思うので、本日はその辺の議論を活発にしていただけると、私どもの参考にさせていただけ
るかと思っている。本日長丁場ですが、どうぞよろしくお願いする。

〔会議終了後のあいさつ〕
まちの写真や障害を持つ方の働く姿を発信したり、まちのことをYouTubeで紹介する動画等を配信したり、予算は無い中でもまちの魅力についてPRにつなげる方法が無いかと、思いを新たにし
たところである。
私が区長としてきたからには、言いっぱなし、或いはゼロ回答というのはない。何がしかのものをやってみようと思っているので、皆さまには引き続きご意見を賜ればと思う。
本日は長時間どうもありがとうございました。
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議題２「『まちの魅力アップ』及び『広報の在り方』について」にかかるご意見について

《テーマ１　『まちの魅力アップ』について》

発言者 区役所の考え方 担当課

1 川上委員

2 木村委員

3 駒井委員

4 石田委員

5 竹村委員

6 仲田委員

7 山下委員

8 駒井委員

9 神吉委員

10 神吉

渡し舟と、眼鏡橋や大正橋などの橋の魅力も発信してほしい。

区長の冒頭あいさつ、「大正区民は、人情とかいろんなもの、多々あるものを変えたくない」とあり、それを感じ取
られたのだと思う。私は大正区で生まれて育っていますから、変えたくないという気持ちがある。ただ、大正区以外
の人が大正区に入ってくるときに、何を思って入ってくるのかを考えてしまう。「変えたくない大正区民、それでい
いのか大正区外の人」。そこの部分に相違があると、人口増加に繋がらないのではと不安がある。

人情と人のつながりが大正区の強みとして、今回の区政委員向けのアンケートで１位になっていることは凄いこと。

大正区役所の窓口がものすごく丁寧な対応で、税務署へ行ったときは「何しに来たの」という態度で、大正区役所っ
て改めて凄いと思った。些細なことだが、区役所へ行って、職員の態度に嫌悪を感じるのでなく、うれしい気持ちに
なるとか、そういう一つ一つのことが「ここで暮らしていく」ってことに繋がる。

政策推進課
（政策推

進）
（地域）

ご意見の要旨

まちの魅力アップということであれば、大正区外の方が、大正区は災害が起こったら水没するというイメージを持っ
ているならば、要援護者の見守り体制の取り組みを進めていくなどで、大正区が災害に強いまちというイメージを、
大正区外の方々が認識できるようなまちづくりをしていければいいと思う。

大正区の強みとして認識しているものをすべて活用すべきだと思うので、「大正」という写真集が出たら区民は喜ぶ
と思う。よって、ものづくり企業が強みなのであれば、企業の工場見学の写真集としていろいろな工場の中を見られ
たら面白いと思うし、渡し舟も大正区でしかなかなか無いものなので、その写真集も面白いとは思う。

人との繋がりとかというところで、他市町村では生き心地とか居心地とかを追求し、人への関心はあるけども干渉し
すぎない、程よい距離感の人との繋がりなどで、うつ病などのことも気軽に言えるまちづくりをしているところがあ
る。そこは、うつ病の受診率が高く医療費は高額になってはいるが、自殺率が低いということで関心がもたれてい
る。
社会的処方という、薬で治療するということではなく、地域のサークルや取り組みなど人と関わっていく中で、自然
と良くなるということがある。そういうことで地域を活性化していって、大正区は健康なまちだということになれ
ば、大正区へもいろんな関心が向くのではと思う。

今回、「まちの魅力アップ」についてご議論いただき、現在、今後
の具体的な取組について検討を進めているところです。
日本全体の人口が減少傾向にある中、大正区でも人口や事業所数が
減少する傾向にあります。
この減少傾向を食い止めるためには、人々が大正区に注目し、地域
に関わりたくなるような魅力的なまちにしていくことが重要です。
来年度は、大正区政９０周年を迎える節目の年です。
今後、大正区に人々の注目を集めるためにも、大正区が元々持って
いる魅力や素材を活かし、更に新たな魅力の発見・創出を行い、そ
れらを定期的に発信し、体感してもらうことで、まちの魅力やまち
への期待値を向上させる具体的な施策を講じてまいります。
この施策の立案・実施に際しては、区政委員のご意見も賜りたいと
考えておりますので、その際はご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。

（石田委員提案の）写真集というのはすごく面白い。

市外の学校に通っていた子どもの宿題で、自分の地域のこととして渡し舟についてまとめたレポートを提出すると、
学校の同級生も教師も物珍しく見てもらえたとのこと。そこで、渡し舟のことをもっと発信していけばと思う。

まちの魅力として渡し舟をもう少し宣伝していくのがいいと思う。
万博会場へ渡し舟を使用するとか、尻無川から木津川を一周するとか渡し舟を活用するのもいいかと思う。
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《テーマ２　『広報の在り方』について》

発言者 区役所の考え方 担当課

神吉委員

川上委員

木村委員

神吉委員

角元委員

宮崎委員

（ご意見シート）

発言者 区役所の考え方 担当課

12 角元委員

条例上において、区政会議については意見聴取の場としての位置づ
けと定まっておりますことから、区政会議による区民イベントの開
催については想定をしていないところです。
なお、区政会議外での委員の取り組みに対して行政としてご協力で
きる部分もあるかと思いますので、ご相談いただければ幸いです。

13 仲田委員

ご指摘のとおり、パソコン等の電子機器をご利用でない方もいらっ
しゃること認識しておりますので、今後もホームページやSNSを活
用した情報発信とともに、広報紙やチラシ等の紙媒体による情報発
信も行ってまいります。また、地域の皆さんのご協力をいただきな
がら、地域と区役所が協働・連携して、必要な情報を必要な方に届
けられるよう努めてまいります。

14 石田委員

まちの魅力アップを行う上では、地域の人材や施設・風景等の地域
資源の写真を活用して区内外に発信することも有効な手法の一つで
あると考えているところです。
今後も、大正区の魅力アップの手法については、委員ご提案の「大
正区の写真集」の出版も含め、様々な可能性を探り、引き続き検討
していきたいと考えております。

政策推進課
（政策推

進）
（地域）

15 宮﨑委員

区政会議委員にご就任いただき、区政に関する貴重なご意見を賜り
ましたこと、深く感謝申しあげます。
これまでのアンケート調査等の結果や区政会議委員からのご意見に
もありましたとおり、大正区は様々な魅力を有しております。ご意
見いただきましたように、様々な分野における大正区の魅力につい
て、今後も若い世代の方をはじめ多くの方に知っていただけるよう
注力してまいります。

政策推進課
（政策推

進）

11

政策推進課
（政策推

進）

地域に貢献しているメンバーが（区政会議には）集まっている。区政会議委員ですので、このメンバーでひとつイベ
ントを企画してみたらいかがでしょうか？（区政会議委員主導の区民の為のイベント）

大正区の写真集、考えませんか？
出版（商業出版）させることが出来ます。
詳しくお話ししたいと思います。

大正区の魅力PRについて
大正区には高齢者が多く、高齢家庭にはパソコンの無い家も多いと聞きます。老若男女誰もが無理なく情報を得られ
る方法があればと思います。

内容

区外の方が「大正区にきて良かった特集」とかやるのもいいのではないかと思う。

広報は「命」というくらい大事だと思っているが、議題にたびたび上がるが取り組みが中途半端だと思う。例えば
YouTubeなどで大正区のいいところ、交通の便が良いなどを取り上げてみるのもよいと思う。

委員からのご意見にもございましたが、大正区役所としても広報は
重要であると考えております。
現在、広報紙や区内掲示板等の紙媒体での広報とともに、ホーム
ページやSNS等を活用した広報も実施しておりますが、発信力はそ
れほど大きいものではなく、どのようにすればより多くの方に情報
をお届けできるかを日々思案しているところです。
しかしながら、行政のみでできる広報には限りがあることから、よ
り効果的な広報をめざして、例えば行政と大正区で地元の情報を活
発に発信している民間事業者との連携も必要であると考えておりま
す。
今後、行政と民間事業者との広報連携の在り方・仕組みなどについ
て検討を行い、民間事業者と行政とが連携しながら、広報の充実に
取り組んでまいります。

区役所がやっていることが、暮らしにどう反映しているのかっていうのを区民に知ってほしい。「区役所が決めたこ
とが、こういう結果に繋がっている」ということを分かりやすくして欲しい。

政策推進課
（政策推

進）

ご意見の要旨

「大正区の一番好きなところ」とかのイベントを立ち上げて、地域の方から募集するようなものもいいのではと思
う。

区政に携わる事で大正区の行政がおぼろげに見えてきた所です。職場定年後に気が付いた事は、2017～2021年の
間に区長が３人が交代されました。行政の仕組みといわれるでしょうが、素人の個人的感想です。
短期間で正直何ができるのか、反面大変な業務取り組んで行かれる市政に区民として感服致します。残り数か月で委
員の任務も終了します。住んでいる地域の行政を知りえた事は、次の世代に継承していく事に繋がる為、参加できて
良かったと思います。ものづくり・渡し舟・公園・交通の利便さもありますが、大正区が人情・温情・福祉に手厚
く・自立支援に強い。他の区と異なった福祉に強い大正をアピールする事も必要だと思います。
若い世代が行政に興味を示し、区政に参加するようになれば、活気も出てくる事になり、また、世代交代も必要だと
思う。世代を超えて、今必要な事は何かを区民に訴える事も必要ではないかと個人的に考えます。

障がい者の方々にとって大正区は人情に厚いまちだと聞いている。大正区内の企業で雇用されている障がい者の方々
が、しっかりと支援され、充実して働いているまちとして、広報に掲載するのもまちの魅力としていい広報なのでは
と思う。

YouTubeでは、ものづくり事業実行委員会で動画を配信したり、他にも色々な人が大正区のことについて配信した
り、行動を起こして情報を広げたいために取り組んでいるが、知られていない。
よって、一度、行政として大正区とコラボしたらこんなに情報が拡散されたような実感が得られるような取り組みを
してほしい。
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