
-1- 

 

令和３年度 第２回大正区区政会議 

 

令和３年９月 24日（金） 

午後６時 38分～８時 29分 

於：大正区役所４階 区民ホール 

 

 

午後６時 38分開会 

○佐々木政策推進課長 

 改めまして、こんばんは。大変お待たせしました。ただ今より令和 3 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、何かとお忙しい中、また、緊急事態宣言のさな

かではありますが、ご出席いただき誠にありがとうございます。なお、申し遅れましたが、

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

ろしくお願いします。 

 午後 6時 40分現在におきまして、区政会議委員定数の 13名のうち出席者が 7名となっ

ておりまして、委員の二分の一以上の出席がございます。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おりますので、まず

ご報告申し上げます。 

 本日の会議につきましてもこれまでと同様、新型コロナ感染ウイルスの感染予防対策を

実施させていただきますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、開会にあたりまして、大正区長の古川よりごあいさつを申し上げます。 

○古川区長 

 皆さん、こんばんは。大正区長の古川でございます。 

 平素より、大正区政にご理解とご協力いただきまして、誠にありがとうございます。、私、

この４月に着任したのですが、この会議も 2 回目まで駒を進めてまいりました。委員の皆

さまの熱い思いを直接拝聴できるということで、私、本当にこの区政会議を楽しみにしてお

ります。直接聞くということがどんなに大事かというのが、安藤会長や竹村会長のところ、

川上会長のところも今回、小学校区で言えば 10 地域、全部 7 月から回らせていただいて、

意見交換会をさせていただいたところでございました。その中で地域密着のいろんな課題、

あるいは物の考え方そのものを教えていただいておりますので、本当に直接対話をすると

いうことは重要だなと思っております。この大事な機会に、委員の皆さまの大変貴重なお時

間を頂戴して今日も開催させていただきますので、有意義な会議になるように、きちんと進

めてまいりたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。会議の途中で、また私も

ちょこちょこ補足で口を挟みますので、あいさつはこの程度とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございました。 

 次に、会議の進行につきましては、お手元の配付資料と、ならびに、あらかじめお送りさ

せていただいた資料を基に進めさせていただきたいと思います。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、事前にお送りさせていただいた資料で

お忘れの方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 次に、本日の会議は全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

た写真などは、後日区のホームページなどで公開させていただきますので、ご了承ください。 

 それではここで、お忙しい中オブザーバーとしてご参加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。 

 まず、大阪府大正警察署の矢野副署長でございます。 

○矢野大阪市大正警察署副署長 

 大正警察の矢野です。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、大阪市消防局大正消防署の下垣内副署長でございます。 

○下垣内大阪市消防局大正消防署副署長 

 大正消防署の下垣内でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 なお、大阪市会議員の出雲議員、小山議員、ならびに大阪府議会議員の金城議員、川岡議

員の皆さまにおかれましては、本日、公務によりご欠席と伺っております。 

 それでは、これからの議事進行につきましては、議長の安藤議長のほうによろしくお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 皆さま、こんばんは。すんません、遅れまして。どうもご迷惑をお掛けいたしました。 

 それでは早速議題に入らせていただきます。【議題】1「令和 3年度大正区事業・業務計画

書の中間振り返り及び令和 4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 

 それでは、政策推進課長の私から説明させていただきます。 

 それでは、【議題】1ということで、事前に送付させていただいております、【書類番号 1】

「事業・業務計画書一覧表（第 1四半期）【抜粋版】」というものと、本日配付させていただ

いております【書類番号 2】「大正区事業・業務計画書に係る区政会議委員からの事前質問・

意見に対する回答」をご準備いただきたいと思います。皆さん、よろしいでしょうか。 

 では、事業・業務計画書につきましては「大正区将来ビジョン 2022」を基に、単年度ご

との年間事務の明確化をして、日々進捗（しんちょく）管理すること、そして、実施事業の
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成果を最大限に引き出すことを目的に作成をしております。今回、令和 3 年度第 1 四半期

の進捗管理および一部事業・業務については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により事

業・業務内容の変更を行わざるを得ないものもございます。これまでは、全事業についてご

意見を伺っておりましたが、この間も概要版を作成させていただいたものの、100を超える

事業、また、ページ数で言いますと数百ページの資料をご覧いただくというようなことで、

皆さまに大変大きなご負担を掛けていたことと、議論についても拡散することも踏まえま

して、今回は区としての重要な事業、主要事業に絞って皆さまのご意見を賜るよう、そして

また、来年度の事業・業務計画に対してのご意見を賜りたく、事前に内容をご確認いただい

て、ご質問に対する回答もわれわれのほうで作成させていただいたとこでございます。本来

であれば、事前質問の回答も事前に送付させていただくところでありますけれども、われわ

れの事務が遅れて、皆さまにお送りすることができなかったことから、今回は【書類番号 2】

「事前質問・意見に対する回答」について、この場で簡単に私のほうから説明させていただ

いて、回答に対する不明な点や再度の疑問など、お気付きの点についてご意見を頂きたいと、

また、来年度事業や今年度のこれからの事業について検討する上で議論ができたらと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、【書類番号 2】のほうをご覧ください。まず一番目、宮崎委員のほうから、窓

口の受付業務に対するご意見として、この間は丁寧に対応いただいて、数年前と比較すると

大変気持ちの良く依頼ができる窓口だというふうにご意見を頂いております。ただ、この間、

コロナで精神的に生活が困っている方等もおられますので、そういったことで「ご苦労さま」

というような形で一声があれば、そのことも精神的にも癒され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、窓口対応につきましては、お帰りの際には「あり

がとうございました」という形で一言申し添えさせていただいているとこでございますが、

委員のご指摘にもありますように、今後ともより区民の皆さまに寄り添った窓口対応を心

掛けていきたいと考えております。 

 続きまして、2番目も同じく宮崎委員のほうから、要介護者支援のシステムの構築ならび

に、ものづくり企業の活性化に対するご質問でございます。家庭においての介護家族らの負

担を軽減やリハビリも兼ねて、医工福で連携されてる方々がアイデア商品などを作ってい

ただくことはできないのかというようなご質問でございます。回答といたしましては、区役

所としてこの間は、介護保険制度等の各種サービスに関する情報提供は行っております。こ

の今回のご意見にあるように、アイデア商品の考案に取り組むにおいては、やはりニーズや

コスト等も意識しながら、医工福連携に参画する企業なり、要介護者の家族それぞれからメ

リットのあるような形で実現できるように、区役所としても情報収集や情報の提供を行っ

ていきたいと思っております。 

 めくっていただきまして、2番目、2ページ目、角元委員のほうから、魅力発信の充実に

ついてということで「#WELOVE大正区」について、区役所の発信、ツイートやコメント
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もタグを付けてはどうかというご意見でございます。回答といたしましては、運用当初は区

役所のほうから発信する SNS についても「#WELOVE 大正区」というタグを付けて発信

しておりましたけれども、最近、委員ご指摘のとおり、それが徹底できていないという事実

が分かりました。今後はタグ付けについて徹底させていただきたいと思っております。 

 続いて、同じような形で、#WELOVE大正区については、区役所だけではなくて、区役

所が行う実行委員会や、また、まちづくり、地域の地域活動協議会のほうからも発信するコ

メントがあってもいいのではないかということでございます。現在、泉尾東地域まちづくり

実行委員会におきましては、多くの方にこの SNSを活用して「泉尾東 e回覧」という形で、

地域活動や地域の情報も発信をしております。その発信の中で、#WELOVE大正区をご利

用いただいてるというような状況でございます。今後は、ほかの地域まちづくり実行委員会

や、区役所が関与する実行委員会においても、#WELOVE大正区について積極的に周知を

図って、より一層利用していただけるように行っていきたいと思っております。 

 続きまして 5 番目で、噴水広場の利活用についてでございます。噴水広場の利活用につ

いては、市民が市民交流の場などで活用できるように、噴水設備の改修に向けて、現在いろ

いろな、ここに書かれてる団体等について、意見を集約して検討している最中でございます。

今後、具体の利活用を図る上でも、それらの団体をはじめ、引き続き広く区民の意見を聴取

して検討していきたいと考えております。 

 めくっていただいて 3ページ、最後になります。石田委員のほうから、事業の進捗で△に

なっている内容、この詳細と、原因・対策について書かれていないのが気になるというよう

なご意見でございます。この△の印について、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響に

よって事業の延期等を行っているため、△というような形で表現しているところが大変多

くあります。今後は感染状況を鑑みて、実施時期とか実施方法を見直して、実施に向けて進

めていきたいと考えております。また、今後こういう形の資料の作成について、より分かり

やすい表現になるよう、今後も検討をしていきたいと思っております。 

 また、めくっていただいて、4ページのところで、4年度に向けての意見という形で、角

元委員のほうから、いろいろイベントについては、他の区との連携で相互にPRするほうが

より効果的ではないのかというようなご意見でございます。回答といたしましては、一部イ

ベント等で、相互にPRを連携しているものもございますけれども、それは一部というよう

なところになっておりますので、今後はより多くのイベントや事業において、お互いが連携

できるよう進めていきたいと考えております。 

 事前質問に対する回答は以上でございます。これを踏まえまして、この意見に対するさら

なるご質問や、また別の角度からのご意見等を賜ればと思っております。 

 私の説明は以上でございます。 

○安藤議長 

 ありがとうございました。ただ今、区役所から説明がありましたけども「令和 3年度大正
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区事業・業務計画書の第 1四半期の振り返り及び令和 4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・ご意見はございませ

んでしょうか。 

 区長、どうぞ。 

○古川区長 

 それでは、今の説明の補足も兼ねて、皆さまのご意見でちょうど共通項がありましたの

で、例示的に私からもコメントさせていただきます。 

 角元委員の噴水広場の利活用に関して、区内の各団体に拡散して意見を聞いてみるの

もいいのではないかということと、それから石田委員の、△って一体何なのかと。これは様

式見ただけじゃ分からない、これ、ごもっともなご質問でございます。ちょうど 2つまとめ

てご説明できるいい機会でございまして、【書類番号 1】の 15ページ、例えばご覧いただけ

ますでしょうか。15 ページ、分厚い資料で申し訳ございません。こんなに分厚く付いてる

のは、重要だと思われる項目の 3月時点で、私が着任する前の、年度末時点で全部の資料を

いったん整理しております。令和 3 年度はこの方法でやっていきたい、という資料になっ

ておりまして、私が着任後、コロナの進展ですとか、あるいは私の意思を反映して事業を修

正しているものもございます。 

なので、修正を余儀なくされたものや、積極的に変えてきたものも含めて、中間の報告を

今させていただいているところでございます。この 15 ページ見ていただくと、噴水広場、

例えば第 1四半期で、4月には噴水の改修に関する意見集約をやるということであったんで

すけど、7月ぐらいになって私とスタッフで協議しまして、そもそも噴水を改修するという

のはどういう方向になってるのか、まちの皆さんの意見を聞いたほうがいいんじゃないか

という話になりました。そのときは幾つかスタッフも案を作っております。予算要求中です

ので結論ではないですけど、例えばこのままの状態で、噴水広場は、それなりに活用されて

るじゃないか、このままでいいんじゃないかという案が一つ。それから、噴水設備そのもの

を改修して、噴水を復活させようという案。それから、噴水をコンクリートで埋めてしまっ

て、別の活用策を探る。こんなこともあるんじゃないか。で、最後は、国産木材を使って、

これ、助成金というか、財源が入ってきますので、国産木材を使って、例えばベンチにする

とか、そんな形で再利用を図ったらどうか。いろんな意見を地域に対してお諮りしたところ

です。今も意見集約は続行中でございますが、そんな形の中間的な報告を受けまして、国産

木材を使用する場合に限らない、もっと幅広くいろいろ検討したほうがいいよねというこ

とで、木材を使わないパターンに対応し得るように様式を変更している。こういう役所なら

ではの、細かい緻密なものが入っております。なので、役所の作業だと思って半分笑って読

んでいただければいい部分もございます。ただ、本質は石田委員が言うとおり、これを受け

て一体どうするのかというのを四半期ごとに進捗管理していくことが非常に大切だと、私

も同感でございますので、区役所のマネジメントの下にしっかりやっているということを
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ご報告させていただきます。最終形はまたこの場で報告させていただくことになると思い

ます。 

 一点、噴水を例に取ったご説明でございます。ご理解いただければと思います。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。ご意見・ご質問ございませんか。たくさん意見頂いてお

ります。角元委員、何かありませんか。 

○角元委員 

 答えていただいてるので、はい。 

○安藤議長 

 そんでよろしいですか。 

○角元委員 

 大丈夫です。 

○安藤議長 

 石田委員は。 

○石田委員 

 大丈夫です。ありがとうございます。 

○安藤議長 

 OKですか。 

○石田委員 

 はい。 

○安藤議長 

 そしたら、地域に携わってる川上委員。何かありませんか。 

○川上委員 

 【書類番号 1】の「大正区まちづくり活動の強化推進」というのは、これは、まちづくり

実行委員会絡みではないんですよね。 

○佐々木政策推進課長 

 すいません、どのページ……。 

○川上委員 

 17。 

○大津地域担当課長 

 すいません、地域担当課長の大津です。 

 これ、まちづくり実行委員会のことではなくて、ぶっちゃけ言うと、今年、区民まつり中

止になったんですけども、そういった事業をやろうと思って作った計画になっております。 

○川上委員 

 ありがとうございます。 
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 それと、21 ページの「中間支援組織の活用」というところ。これ、中間支援組織いうの

は、まちづくりセンターの意味ですか。 

○大津地域担当課長 

 はい。これはまちづくりセンターのことです。 

○川上委員 

 まちづくりセンターさん、少数精鋭でよく地域の方々と連携していただいてるんですけ

ど、なかなかやっぱり地域のニーズっていうのとはちょっと離れてるような感覚が見受け

られます。確かに区役所さんとの間に入られて大変な立場というのはよく分かるんですが、

ちょっと地域側から見れば、もうちょっと地域のほうに寄り添うのじゃないですけど、分か

るような表現の仕方とか、やはり地域側に立って、その区役所さんと協議していただけるよ

うな形の活動とかをしていただいたほうが、なかなか地域側としましては、全て地域の要望

が却下じゃないですけど、抑えられるというようなストレスが地域側にちょっと溜まって

おりますので、そこら辺もうちょっと融和的に対応していただければありがたいなと思っ

てます。ずっとこれからも続くことなんで、そこら辺ちょっと勘案していただければありが

たいと思います。 

 以上です。 

○大津地域担当課長 

はい。貴重なご意見ありがとうございました。 

○古川区長 

じゃあ、私からも一点ご回答させていただきます。 

今、川上委員のお話、私どもも、もっともだと思いまして、やはり準行政組織と銘打ったま

ちづくり実行委員会の活動ですとか、なかなか難しいものを皆さまにお願いしている点も

ございます。その中で、中間支援組織、分かりやすく言えば、まちづくりセンターの役割、

何をやってくれるのかっていうのを、もう少し地域に寄った形でPRしていく必要があるな

と思っております。その対策の一つとして、私、10 校下を回らせていただいたときに、必

ずまちづくりセンターに、意見交換会に同席してもらいました。ということで、生の声を聞

きつつ、彼らまちづくりセンターさんにも役割を自覚して地域に入っていただこうかと思

ってそういう対策を取りましたので、ここは一つ、今、川上会長のおっしゃった方向に向け

て、われわれも一緒にやっているという途中段階であるということをご理解いただければ

なと思います。より役に立つように、私どもも指導してまいります。 

○川上委員 

 ありがとうございました。 

○村田副区長 

副区長、村田です。いつも大変お世話になっております。川上会長、ありがとうございま

す。 
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 先ほどご質問のありました、まちづくり活動の強化推進事業なんですけども、これ、もと

もと昔は、例えばファミリージョギング大会とか、こども文化祭とか、それからだいぶ昔に

は区民音楽祭とか、そういうのをやっていた事業です。それがコロナの加減やとか、お金の

関係やとかで、その他もろもろの関係でちょっとずつなくなってきて、コロナの関係が一番

大きいんですけども、今年度につきましては、区民まつりだけ頑張って何とかやりたいなと

いう気持ちでこの事業を興したんですけども、先日、区民まつり実行委員会が開催されまし

て、その場にいらっしゃらなかった委員もいらっしゃるのでご報告させていただきますと、

断腸の思いなんですけども、やはりこのコロナの感染状況、下火になってるとはいえ、第 6

波いうのも懸念されるところでもございますし、あそこに何万人も集まるような、あそこっ

ていうのは千島グランドなんですけども、そこに何万人も集まるようなそういう行事、感染

対策を完璧にできるかということに非常に不安もあるということで、区民まつり実行委員

会の皆さま方のご判断によって、今年度につきましては、やるのは中止ということになりま

した。ただ、来年度、区制 90周年になりますんで、それに向けてまた盛大な盛り上がりと

いうのも必要であるということも、実行委員長寄本会長からご意見も頂きましたんで、それ

に向けまして次年度、われわれも検討していきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○安藤議長 

はい、ありがとうございました。ほかに何か、ご意見・ご質問、ございませんか。 

どうぞ、谷田委員。 

〇谷田委員 

 すいません、先ほどの中間支援の件なんですけど、私、小林なんですけども、担当がもう

何回も代わって、なかなか打ち解けるまでにまた代わっちゃうというふうな形になります

ので、そこを何とかしていただきたいなと。こちらのほうも相談行きたいと思って、毎日来

てないけど、日にちが 1 週間のうち 2 回とか、担当さんがおられないときに質問が出て、

質問するんですけども、本当にころころ代わって、もう何人目ですかね、小林。4人ぐらい

代わってるんじゃないかな思うんですけど、そこを何とか固定できるような形に持ってい

ってほしいとは思います。 

 以上でございます。 

〇大津地域担当課長 

 すいません、地域担当課長、大津です。 

 ちょっと小林の担当者、今年 4 月に新しい方入られたんですけど、ちょっといろいろ事

情が、詳しい事情はすいません、ちょっとあれですけども、確かに年度の途中で担当のほう

が代わっておったりしておりますので、またまちづくりセンターともしっかり話をしてご

意見をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇安藤議長 
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 よろしいですか。ほかに。竹村委員、何かありますか。 

〇竹村委員 

 担当が代わらなくてもね、もう担当者が毎年言うてることがほとんど、今年はOK、来年

なったらあかんとか、去年はOKやのに今年はあかんとか、ころころ変わりますんで。そら

今、まちづくりセンターのほうも大正区のところになってまだ時間が浅いんで、ちょっと分

かりにくい点もあると思いますけど、大概毎年変わってますわ。去年はこれいけたのに今年

はあかんとか、去年あかんかったら今年はOKとか。それをね、やっぱもうちょっと、よそ

の区とも連携取って、大正区は大正区のあれで。僕、大体この中間決算はね、青色防犯パト

ロールなんか、中間決算なんか、もう年間行事やのにいらんのん違うかいう、中間報告やっ

てるから。よその区でも中間決算やってるとことやってない区とがあるんですよ。そこらも

ちょっと考えてほしいなと思って。中間決算を出して、9 月までで締めで、10 月以降後半

の分は、最終になったら今度 4月から、皆、中間まで出した資料もまた出せ言うて。余分な

ことですわ。だから、そういうこともちょっと考えてほしいなと思うんと、先ほど川上委員

がおっしゃったように、もうちょっと地域を柔らかく、ある程度、大正区のために地域が一

生懸命やってますんで、その点よろしくお願いします。 

〇大津地域担当課長 

 すいません、貴重なご意見ありがとうございます。 

 去年 OK で今年が駄目とか、またまちづくりセンターともその辺を話しまして、そうい

ったことがないようにまた話し合いはしていきたいと思います。中間決算については確か

にいろいろごめんなさい、お手数お掛けするかと思うんですけども、最終年度の決算に向け

て、中間時点でどれだけお金が、執行状況とかも分かって、もし浮いてるお金があったらど

っかに回せるとかそういったことも分かるというようなメリットもございますので、ちょ

っとお手数なんですけども引き続きお願いできたらと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 よろしいですか。ほかに何かご意見・ご質問ございませんか。本当にありませんか。 

 ないようですから、これにて議題 1 を終了させていただきます。本日も大変貴重なご意

見を頂いたと考えます。本日の内容を基に、今年度の事業・業務計画の見直しおよび来年度

の計画の策定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、皆さまから頂いたご意見、ならびに事前質問に頂いたご意見も併せて、すぐできる

ものはすぐさせていただいて、また、今年度ないし来年度の事業計画において、できるもの

から反映していき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 
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 それでは、次の議事に移らせていただきます。 

 【議題】2「現区政会議委員（令和元年 10月 1日～令和 3年 9月 30日）在任期間中の

委員からのご意見と区政への反映について」、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 の「現区政会議委員の在任期間中の委員からのご意見と区政への反

映について」ご説明させていただきます。 

 本日配付させていただきました、【書類番号 3】「令和 3年度第 1回区政会議での意見と対

応一覧」というものと、【書類番号 4】「現区政会議委員の在任期間中の委員からのご意見と

区政への反映の一覧」、この 2つをお手元に御準備いただきませんでしょうか。 

 現在、区政会議委員の皆さまにおかれましては、任期がこの 9月 30日をもって任期が満

了するということから、本日お配りさせていただいた、前回の区政会議に関する意見と対応

の一覧を【書類番号 3】、これまでのものについても併せて、この間、区政への反映の状況

を取りまとめさせていただきましたので、簡単にご説明させていただいて、その後反映状況

に対するご意見なり、今後の区政会議の在り方などについて忌憚（きたん）のないご意見を

頂けたらと思っております。 

 それではまず、【書類番号 3】の「令和 3年度第 1回区政会議での意見と対応一覧」をご

覧ください。前回のご議論の中で、令和 2 年度の大正区運営方針の振り返りについての意

見と対応一覧につきましては、基本的には会議の場で回答させていただいたとおりのこと

になっておりますので、説明のほうは省略させていただいて、3 ページ目をご覧ください。

これは【議題】2 におきまして「『まちの魅力アップ』や『広報の在り方』について」に係

るご意見でございます。これにつきましては、テーマを 2 つに分けてご説明させていただ

いて、ご意見を頂いております。まず、まちの魅力アップにつきましては、川上委員のほう

からは、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が認識できるようなまち

づくりをすべきではないのか。また、木村委員からは、大正区が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ないか。また、石田委員からは、大正区の強

みとして意識しているもの全てを活用すべきで、その一つの取組として写真集ができたら

区民は喜ぶのではないか。あと、竹村委員や仲田委員のほうからは、まちの魅力として渡し

舟の宣伝や発信を行ってはどうか。また、山下委員からは、渡し舟のほかにも橋の魅力も発

信すべきではどうか。また、神吉委員からは、人情と人のつながりが大正区の強みであると

いうようなご意見を頂いております。これにつきまして、現在具体に、この意見を踏まえて

どういったことを取り組んだらいいのか検討しているところではございます。大正区にお

いては、人口や事業所数が減少傾向にございます。ただ、これは大正区だけではなくて、日

本全体の人口が減ってるというような状況がございます。この現象の傾向を少しでも食い

止めるためには、人々が大正区に注目して、地域に関わりたくなるような魅力あるまちにし

ていくことが重要だと認識しております。 
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 来年度は、大正区制の 90周年を迎える節目の年です。それに向けて、今度、大正区に人々

の注目を集めるため、大正区がもともと持っている魅力や素材を生かして、また、さらには、

新たな魅力の発見や創出を行って、定期的に発信や体感できるような仕組み、施策を取り組

んでいく必要があると考えております。今後、これらを具体化、実施するにおいては、区政

委員の皆さまはこれについては思いが大変持っているところもございますので、区政委員

にも報告なり、また新たにご意見を頂いて、実施に向けて進めていきたいと考えているとこ

でございます。 

 めくっていただいて、4ページ。広報の在り方についてでございます。 

これにつきましては、神吉委員のほうからは、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、そういったことを区民に伝えるべきではないのか。また、川上委員のほう

からは、大正区の一番好きなところなり、地域の方から募集してはどうか。また、木村委員

からは、区外の方が大正区に来て良かったという特集を組んだらどうか。また、神吉委員か

らも、広報はやはり命であると。ただ、議題に挙がるたびにその取り組みが中途半端だとい

うご意見も頂いております。また、角元委員からは、行政として大正区とコラボしたら、こ

んな情報が拡散されるというような実感が得られるような取り組みが必要なのではないか

と。あと、宮崎委員からも、大正区内の企業で雇用されている障がい者の方がしっかり支援

されて、また、充実して働いてるまちとして広報をしたほうがいいのではないかと、いろい

ろご意見を頂いてるとこでございます。 

 区役所の考え方といたしましては、現在、広報紙や区内の掲示板の紙媒体のほかに、ホー

ムページや SNS等を活用して広報を行っておりますけども、どうしても発信力がそれほど

大きくないという現状もございます。今後はそういった行政だけでは限りがございますの

で、例えば、行政と大正区で地元の情報を発信、活発に発信している民間の事業者とも連携

する必要があるのではないかと考えておりまして、現在その広報の在り方の仕組みについ

て検討して、今後は民間事業者と一緒になって広報の充実に努めていきたいと考えてると

こでございます。そのほか、ご意見シートのほうからも、角元委員のほうで、区政会議委員

のほうでメンバーとしてイベントの企画をしてみたらどうかというご意見がございました。

これにつきましては条例上、区政会議については意見聴取の場という形で、既に定義が定ま

ってるというような状況で、区政会議による区民イベントの開催というものが想定できて

いないというような状況でございます。ただ、区政会議を離れて、その外で委員の取り組み

については行政としてご協力できるところはあるかと思いますので、またご相談いただけ

たらと思っております。仲田委員のほうからは、やはり高齢者が大正区は多いということで、

誰もが無理なく情報が得られる方法があればというご意見を頂いております。われわれも、

そこについてはパソコン等ができない方ということもおられることも知っておりますので、

ホームページ、SNS だけではなくて、広報紙とか紙媒体のチラシ等でも情報発信を行って

いきたいと思っております。また、やはり地域と区役所が連携、協働して、必要な情報を必
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要な方にも届けていきたいと思っておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお願い

したいと思います。 

 また、石田委員からも、写真集について考えてもらえませんかというご意見でございます。

まちの魅力アップにおいては、やはり地域の人材や、また、施設、風景の地域資源の写真を

活用して区内外に発信するということも大変有効と考えております。今後、魅力アップの手

法については、ご提案いただいた写真集の出版も含めて、いろんな角度で可能性を探って検

討していきたいと考えております。 

 また、宮崎委員のほうからも、やはり大正区は人情、温情、福祉に手厚く、自立支援に強

いと。そういった形で、若い世代が行政に興味を持って活発にできるようなことを情報発信

したらどうかということでございます。この間、アンケートの調査が、この前の区政会議の

委員からのご意見にもありましたように、大正区はさまざまな魅力がございます。これらの

さまざまな分野において、大正区の魅力を今後若い世代をはじめ、多くの方に知っていただ

くよう努力していきたいと思っております。前回のおさらいといいますか、ご意見に対する

意見については以上でございます。 

 長くなりましたけれども、続いて【書類番号 4】につきましてご説明させていただきます。

これはこの間、2年間の任期中に、委員の皆さまから頂いたご意見・ご提言について、区と

して回答をしてるとこでございますけれども、実際どのような形で反映されたかという形

を簡単にまとめさせていただいてるとこでございます。 

 まず、1番目につきまして、区の事業等を知らない人へのアプローチについてご意見を頂

いたところでございます。これについて、対応におきましては、広報紙の存在を知らない層、

無関心層、若年層に、広報紙に関心を持っていただくというような形で、いろんな手法をこ

れから取っていくというような形で、将来ビジョンにもその旨を記載していくというよう

な形なり、SNS のアカウントをカテゴリー別にして見やすくする改善も図っていくという

ようなお答えをさせていただいております。 

 実際上の具体の施策といたしましては、広報紙につきましては、現在、ピンチをチャンス

へとなり、大正PEOPLEというコーナーを設けまして、活躍している区民からのメッセー

ジを載せたり、また、その活動内容を特集でご紹介したりというような形で、親しみやすい

広報紙を目指すとともに、地域の身近に活動している方を知ってもらって、より大正区の魅

力を皆さんに知ってもらうような形で取り組んでいるとこでございます。また、SNS につ

きましても、5つの分野に分けて、今まではごちゃごちゃになって情報発信をしていたんで

すけれども、5つの分野に分けて発信するような形に替えさせていただいております。 

 あと、2番目につきましては、若い人の町会への加入なり、地域活動の参加についてのご

意見でございます。これにつきましては、実際、区民調査をさせていただいて、その結果に

ついて、今後ご議論していくというような回答をさせていただいて、実際課題や問題点も整

理させていただいて、区政会議の議題にも設定させて議論をさせていただいたところでご
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ざいます。 

 3番目、SDGsについてのご質問・ご意見でございます。広く区民や企業を巻き込んで具

体的な取り組みを行ってほしいというような内容で、回答としては、大正区の事業・業務に

ついて 17の目標を、当てはまる事業・業務にひも付けて、また、169のターゲットまでひ

も付けていくというようなことを回答させていただいております。ただ実際、事業・業務計

画書全ての事業について、17 の目標についてはひも付けさせていただいたところではござ

いますが、169のいろんなターゲットがあるんですけれども、これについては世界全体で取

り組んでいるということで、世界規模のターゲットになっておりまして、区の事業になかな

か当てはまらないような状況でございます。そこで、内容を変更して、SDGsの特集を広報

紙にも掲載をしようと考えておりまして、区の事業も、SDGsに関することも、また、区民

生活の中でごみの分別なり、節電というものも SDGs に関わってるんだよというような形

で、その内容についても周知をしていこうという形で、現在その辺について検討をしている

最中でございます。 

 あと、尻無川、4番目のTUGBOAT_TAISHOも、どのような方が来られてるのかという

ご質問・ご意見でございます。これについても、その当時については、事業者によって来場

者の把握等も行っていろいろ分析をしていきますという答えをさせていただいてるとこな

んですけれども、事業者とは調査する方向で打ち合わせはしてるとこなんですけれども、コ

ロナの状況で、実際実施ができていないということで、コロナが収まっていけば実施してい

こうと考えておりますので「対応中」というような形にさせていただいております。 

 続いて、5番目につきましては、地区防災計画の策定についてのご質問でございます。こ

れについても、その当時について、地区防災計画、各地域において徹底していく予定という

形でご説明させていただいて、実際にも令和 2年度中に津波編まで策定をして、この間、直

下型地震編と水害編ができて、3つ目の津波編が令和 2年度で策定したという状況でござい

ます。 

 6つ目につきましては、区政会議をもっと活発な議論ができるようにというようなご意見

でございます。その対応欄の最後のほうに、定期的に区の状況や行政の仕組み等の情報提供

を行うなど、委員の知識向上を図る方向で検討していくということで、実際上、委員から意

見の多かった、大正区の魅力に係ることについて区民意識調査の結果をお配りするととも

に、委員のほうにもアンケートを行って、区政会議としても議題として取り上げて、議論を

させていただいたところでございます。 

 引き続いて、7番目につきましては、区民の意見、区民の声としてどのような形で反映さ

れているのかというようなご意見でございます。前段の 2 段落目のところに、役所に多く

寄せられた意見、問い合わせについては、ピックアップして掲示板なりホームページ等、ま

た、広報紙等にも掲載していくというような形で回答させていただいております。実際、現

在におきましては、2階のところに、問い合わせの多いごみの収集なり、道路がでこぼこし
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ているようなこととか、街路樹を剪定してほしいという要望等について、FAQ というよう

な形で回答も掲載して掲示をしているというような状況でございます。 

 続いて 3ページ目について、8番目。これは地域活動の担い手の関係、また、9番目につ

いてもやはり、地域活動をなかなか周知できていないというような状況、また、地域活動に

ついてはいろんな人を巻き込みながら活動するのが理想というようなご意見を頂いており

ます。この対応につきましては、まちづくりセンターを活用して、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など支援を行っていくと、地域活動の周知や新たな参

加者の増加、担い手の発掘につなげていきますという形で回答をさせていただいてるとこ

でございます。実際、それらを色々と支援させていただいた中で、先ほども説明させていた

だきましたけれども、泉尾東の地域まちづくり実行委員会では、SNS を使って地域活動や

地域情報を発信していただいてるところでございます。そのほかに、地域も SNSなど、新

たな発信の手法ができるような形でも今後とも支援をして、若い方にも地域活動に参加、知

っていただいて参加して、そして担い手として活動できるように今後とも支援をしていく

形で、継続して支援をしていきたいと考えております。 

 続いて 11番目については、地域の避難訓練についてのご意見でございます。その対応に

おきましては、自助を実体験していただける訓練の在り方なりを、令和 3 年度に向けて検

討して、また「自助・互助・共助」の概念についても分かりやすく広報に努めるというよう

な状況の回答でございます。現在、令和 3年度の具体の訓練の内容については、今現在検討

をしております。また、広報紙につきましては、9月号に防災の特集を掲載させていただい

て、非常時の準備品なり防災マップとか、また、改正された新たな避難情報を掲載いたしま

して、自助の具体的な取り組みが分かるような形で内容を掲載させていただいたとこでご

ざいます。 

 最後のページ、4 ページになります。12 番目につきましては、食品の大切さに対するご

意見でございます。これについては学校とも情報共有をして、食の大切さを伝える場を創出

できるよう、区役所としても支援をしていこうと考えておったと回答させていただいて、実

際、食育については学校だけじゃなくて、ホームページ、広報紙にも掲載するなど、広く区

民に周知啓発をしているところでございます。今後とも継続して取り組んでいきたいと思

っております。また、13 番目については、災害時の基幹病院との連携についてのご意見で

ございます。対応の欄にありますとおり、医療品のローリングストック方式の採用について、

現在、医療供給体制の整備に向けて、基幹病院と区の医師会等はじめ、いろんな機関と今協

議を始めているところでございます。令和 4 年度には締結を、協定の締結を目指して今現

在、作業を行っております。 

 また、14 番目については、大正白稜高校との連携なり、区役所が各機関のハブ的役割を

担って行うべきではないかというご意見でございます。大正白稜高校については、包括連携

協定を結んでおり、令和 3 年 5 月以降に、意見交換できるような形を設ける形で進めてい
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たわけなんですけれども、そのことについても、コロナの状況があるということで、実際実

現にはまだ至っていないというとこでございまして、引き続きコロナの状況を見て連携を

図っていきたいと考えてるとこでございます。 

 15 番目、区政委員の建設的な意見になるよう、区政会議の運営についてのご意見でござ

います。これにつきましては、定期的に区の状況なり情報提供も行って、活発に議論ができ

るような形で取り組んでいきますという回答をさせていただいております、この間、議題に

おいても、地域活動なりまちの魅力アップなり防災など、身近な形の課題を議論として取り

上げて、議論の活性化を図ってきたところでございます。また、まちの魅力に係る関係につ

いては、区の意識調査の報告の内容も情報提供するなどして、議論もできやすい環境なり、

アンケートも実施して議論しやすい環境をできるだけつくってきてる状況でございます。

これについては今後とも皆さんの意見を聞いて、より良い会議運営に努めていきたいとい

うことで思ってるとこでございます。 

 最後に、地域活動について若い方を引き込む必要があると、そういった大きな課題に対し

てのご意見で、行政もそういった広報について、さらなる連携や支援が必要なのではないか

という形で、今後は若い方をターゲットに、ホームページ、SNS 等の情報発信についても

協力をしていくという形でご回答させていただいて、これも先ほど、地域によっては SNS

等で地域活動を発信しておりますので、ほかの地域でもできるように、若者に地域活動を知

って、そして参加、担い手につなげていくような形で引き続き支援をしていきたいと思って

おります。 

 以上が主なものではございますけれども、皆さんから意見を頂いた内容について回答、そ

の後の実際どういった形で取り組んだかということで、資料なり口頭で説明させていただ

いております。これについて、やはり言っただけではなくて、何かわれわれのほうもより良

い施策に反映していきたいと思っておりますので、こういった形で反映済みのものもあっ

たり、今現在検討しているところもございます。それについても、皆さまからまた率直にご

意見を頂けたら、また、この区政会議の在り方についても意見を頂けたらと思っております。 

 大変説明のほう長くなりましたけれども、私の説明は以上でございます。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。もうこれでよろしいですか。説明のほうはもうよろしい

ですか。補足事項とかあります？ 

○古川区長 

 では、せっかく振っていただいたので、私のほうから若干補足させていただきます。 

 この 2 年間、各委員に取り組みしていただいたものおよびその到達点、到達点とこれま

での対応についてのご説明をさせていただきました。前回の振り返りと今後についてちょ

っと簡単にご説明させていただきます。 

 前回の会議でも、到達点として、人情と渡船という、非常に魅力アップにつながるテーマ
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を委員の皆さまからご示唆いただきました。人情のほうは、コロナ禍において、なかなかこ

れをさらに推し進めるという環境になくてですね、非常に苦慮しております。一つ一つ、人

と人がまず対面しないとなかなか人情も実感できないし、つながりを生かした政策もでき

ないので、今、苦慮しているところですが、コロナの進捗を見ながら、もう一段アップした

いろんな施策を考えてみたいなと思っております。 

 渡船のほうは皆さま、竹村会長をはじめ、皆さまから強い推しがあったので、私、前回お

約束したとおり、まず広報紙に載せさせていただいて、直々に乗ってみての、感想など述べ

させていただきました。私はコロナ禍において、オープンエアで影響の少ない快適な乗り物

だよという観点も含めてPRしたつもりです。そのあと偶然かも知りませんが、結構反響が

ありまして「OSAKA LOVER」という、結構視聴率の高い番組で渡船をしっかり取り上げ

ていただきました。ご覧になっていただいたようですね。それから、ちょうど一昨日、副区

長から情報提供があったのですけど、毎日新聞さんが渡船に乗ってみました、訪ねてみまし

た、大正区の渡船、という特集記事を載せてくれておりまして、これも紀行文のような、ち

ょっとラフなタッチなんですけど、実際に渡船に乗ってルポしていただいた記事になって

おります。ここにも、「スポーツ自転車に乗ってサイクリング気分で渡船巡りをする人たち

が結構いるらしい」と、こういうような情報が書かれておりまして、こういうのを、どう施

策につなげていくかっていうのが私どもの任務だと思っておりまして、このサイクリング

ロードの一環として渡船があるという画期的な情報などを、またサイクリングロードマッ

プなどにつなげていくこともできますし、、結局そういういろんな反響を施策につなげて、

さらにまちの魅力を紹介していくということで、われわれは引き続きつなげていきたいな

と思っております。 

 総括として、この先ほどの資料で言うと、【書類番号 3】の 3ページのところに総括した

ことが書いてございます。ここで私が、「言いっ放しにしない」と前回言ったばかりですの

で、どんな取り組みを今後するかということを、ここにはぼやっと書いてあるだけですけど、

分かりやすく言うと、この大正区のエリア価値を向上させようということで、今スタッフと

取り組みを始めております。役所がエリア価値とか言ってもなかなかおしゃれにできない

ので、おしゃれにするための民間の、それを得意とする分野の方々の協力を得ながら何か仕

掛けをしていこうかなと考えております。これはまだ予算要求中でございますので、全貌は

なかなか言えないんですけれども、そんな形で、ある仕掛けをしながら大正区に関心を持っ

ていく、あるいは大正区に自分も関わってみたいというような、そういうまず人々を増やし

ていくことから、大正区を魅力アップ、価値アップにつなげていきたいなということを考え

ております。こちらにつきましては coming soon という形で、乞うご期待ということで、

今日は中間報告とさせていただきます。 

 ご意見を頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 
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 どうもありがとうございました。ただ今区役所から説明がありました。現区政会議委員在

任期間中の委員からのご意見と区政への反映、さらには今後の区政会議の在り方について

質問・意見をお受けしたいと思います。何かご質問・ご意見ございませんか。 

 どうぞ。 

○角元委員 

 先ほど区長の話もあったんですけども、もうちょっと踏み込んだ話をしたいと思ってる

んです。地域活動で若者を引き込むっていうことが大きな課題やっていうことを、この回答、

意見内容から回答っていうのが多々あったと思うんですけども、それをどんどん実現化し

ていくために、区長マターで養成塾といいますか、地域の若者を選抜するとか、ドラフトを

するとか、区長がいろんな地域活動協議会を回ってる中で、この若者はいいなって光る人を

選抜して、大正セブンとか大正イレブンとかっていう名前をつくって、若者の団体っていう

のを区長が先頭に立って何かやるっていうことを検討してはいかがかなというふうに思っ

たんですが、いかがでしょうか。 

○安藤議長 

 区長、どうぞ。 

○古川区長 

 とても面白い着眼点ですけど、私どもは地域を回っていくと、本当に地域に根差した若い

力が活動してる、大正区ならではだなっていうのを実感しながら回らせていただいてるん

ですが、今の地域活動協議会の会長さんだったり、あるいは社会福祉協議会の会長さん方か

らしても、やはり担い手というのは本当にもう最難関の課題だということをいつも聞きま

す。なので、担い手のその発掘の部分は、10 校下それぞれの知恵があって、いろんなつな

がり方をしてその気にさせたりとかやってるんだと思います。なので、それを飛び越して区

長として全部やるつもりはないのですが、何かのきっかけで、イベント的に何か取り組んで

みて、それを大きな契機、ステップにつなげていくというのは面白い発想だなというふうに

拝聴しました。もう11年携わってる副区長からも多分何か言いたいことがあると思うので、

補足してもらいますね。 

○村田副区長 

 すんません、いきなり無茶振りなんですけども、10 地域いろいろとお話させていただい

て、よく膝突き合わせて、あるいはいろんなところでアルコールも介しながらいろいろとお

話させていただいたことあるんです。やっぱり 10地域全然違うんです。狭い大正区ですけ

ども、例えば泉尾北と北恩加島、あるいは中泉尾、小林、三軒家東、全然違うんです。関わ

ってる雰囲気、空気、人々で、まちというのはこんなに違うもんやなっていうふうに思いま

す。先ほど区長が申しましたとおり、区役所が投網をかけてがさっとするっていうのは、ほ

んまにそれでええんかなという気はいたします。各地域に、実を言うと、泉尾北、例えば泉

尾北なんかでも、若手の皆さんで一生懸命やってはる人、いらっしゃいます。中泉尾でもそ
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うですし、北恩加島でもそうですし、ほかの地域も、みんなそうです。そういう人たち、や

っぱり地域や、地域の皆さん方が、ちょっとずつちょっとずつ育てて次の世代につなごうと

していってはります。やっぱり人口減少もあるんで、なかなか入っていただけないっていう

のはあるんですけども、そういう形になってるかなと思ってます。ただ、先ほど区長が申し

ましたように、まちに関わりたい人ってまだたくさんいると思うんですよね。いてはると思

うんです。そのまちに関わる仕組みっていうのをどないしてつくっていったらええんかな

っていうのが、先ほどの委員がおっしゃったようなこともあると思います。まちに関わる仕

組みっていうのをいろんな方向から考えてみたいなと思いますんで、よろしくお願いいた

します。 

 ありがとうございます。 

○安藤議長 

 どうも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。 

 谷田委員、どうぞ。 

○谷田委員 

 すいません、この女性会のほうも、平成 13年に 50周年を迎えたんですが、その際、3,000

人ちょっと人数が、会員さん、いらっしゃったんですけど、今度 70周年を、今年なんです

けど、半分に減りました。やはり宣伝もさながら、各地域、取り組みがばらばらなんですけ

ども、今、会長が大体同じ年代なので、今年から 1 年に 1 回広報紙を作ろうかなと思って

提案して、それを認めていただきましたので、今年から各地域 1名ずつ広報委員を出して、

女性会が取り組んでいることを広報していきたいと思ってます。それで、そこで若い方、何

人かいらっしゃるんですので、その方たちを大事に大事に育てていこうかなと思っていま

すので、乞うご期待でございます。よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 ありがとうございます。 

○村田副区長 

 いいですか。 

○安藤議長 

 はい。 

○村田副区長 

 谷田委員、ありがとうございます。その広報、われわれ役所もお手伝いさせてください。

何かやってるところの写真をインスタグラム等にちょっと上げるだけで結構です。そこに

ハッシュタグ「#WELOVE大正区」というのを付けていただいて、先ほどありましたけど

も、ハッシュタグ付けていただいたら SNSのほう拡散させていただきますので、ぜひお手

伝いさせていただいていいですか。 

○谷田委員 
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 区のホームページのほうの、政策推進課の地域のとこに、ホームページのほうに、元年、

2年度ですかね、載っけてもらってることがあるんですけども、なかなかホームページ、パ

ソコン使える方はいらっしゃると思うんですけど、スマホでも見れますので、また見ていた

だいたらありがたいと思ってます。 

○安藤議長 

 ありがとうございます。区役所はなるべく利用するように。 

 ほかにご意見・ご質問ございませんか。 

○仲田委員 

 すいません。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○仲田委員 

 この前の区政会議のときに、大正区版ネウボラで 4 歳児の調査結果を教えていただいた

んですけども、それから 5歳児のほうは調査が進んでおりますでしょうか。 

○池田子ども教育課長 

 子ども教育の池田です。お世話になります。 

 今、委員からご質問がありました、4歳児はこの間公開とさせていただいて、5歳児の所

属の状況はどうなっているのかというところですが、5歳児は皆さん所属を持っておられま

すので、5歳児に関しては所属がないということはございませんでした。それは、調査とし

ては、就学前の全体の調査でございますので、そちらのほうで調べさせていただいておりま

す。 

 ありがとうございます。 

○仲田委員 

 ありがとうございます。 

○安藤議長 

 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。まだ時間がありますので、

順番にいきましょうか。 

 石田委員、何かありますか。 

○石田委員 

 特にはないですけど、まず、若者を地域活動に引き込むという観点で言うと、仕組みづく

りっていう話もそうなんですけど、単純に地域活動の仕方が分からないだけのような気が

するんです。なので、仕組みとか広報とかっていうよりかは、単純に、本当に分からないん

で、やり方を教えていただけたらそれだけで十分じゃないかなと思っております。 

 あともう一つが、WELOVE大正区のハッシュタグ、今ちょっと興味本位で検索したんで

すけど、最新が去年の10月1日で、ここに回答で記載してくださったのがいつでしょうか。
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1週間前ぐらいですかね、これの書類を作っていただいて。これ、付けますって言って、多

分その日、付けれるレベルだと思うんですよね。でも付けてないってことは、多分もうやら

ないかなと思っちゃうぐらいのレベルの行動力っていうのは、ちょっとあんまりよろしく

ないかなと思います。簡単なことからでいいんで、ちょっとずつみんなできたらなと思いま

すので。すごく簡単なことだと思います。 

 以上です。 

○佐々木政策推進課長 

 すいません、ハッシュタグについてはできるだけ付けていこうと。ただちょっと、われわ

れの発信の中で、ここ最近はコロナの状況とか、防災の、災害の情報っていうものもござい

ますので、ふさわしいものとふさわしくないものもございますので、その辺はきっちり分け

て、対応させていただきますので。大変申し訳ございません。これからはそういったことな

いようやっていきますので、よろしくお願いします。 

○石田委員 

 じゃあついでに、コロナの話が出てるので、コロナの話をさせていただきますと、コロナ

のせいでっていうワードが結構多くて。ここだけじゃなくて、自分で事業しててもそうです

し、仕事しててもコロナのせいでっていうワードがすごく多くて。多分、コロナのせいじゃ

ないことが結構あるはずなんですけど。じゃあ、コロナのせいでできなかった事業、本当は

そこに人を使って、人件費だったり労働力だったりっていうのをそこでストップしてるわ

けなんで、コロナのせいで何か延びてしまった、そこって空白のはずなんで、何か新しいこ

とをやったりとか、違う方向を考えたりとか、いろんなことできるはずなんです。コロナの

せいでこうなったのでこういうふうにしましたってところまでいかないと、ただコロナの

せいで延期した、その時間ぼーっとしてましたみたいな感じになってしまって、これ、世間

的にすごい良くない風潮だなって最近思ってますので、その辺、僕含めて気を付けたいなと

思います。 

 以上です。 

○安藤議長 

 区長、どうぞ。 

○古川区長 

 今の後段のほうの説明、ご質問、これは本当に日々感じてらっしゃることとして受け止め

ました。私どもも、いわゆる役所ですよね。なので、そういう傾向に陥りがちなのは大変よ

く分かります。というのはやっぱり、今日どんだけ稼ぐために収支を良くしようかという発

想は、やっぱり役人にはそれほどないと言えばないんですよね。予算に縛られてますので。

なので多分、民間で本当にがっつりやってらっしゃる方から見れば甘い考えで、ただ延期す

れば無難だねっていう方向に走る事業は結構あると思います。それは、われわれ区役所の中

ではなるべくないように、私も目を光らせて意見を言わせてもらっております。ただ本当に、
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例えば疫学調査をやってる部署ですとか、それは同時に母子保健をやってたりするので、本

当に手が回らない部署もあります。なので、もう私もそれに対して人材の確保ができないば

かりか、保健所や本庁に持っていかれたり、人を。応援を出さなきゃいけないって、そうい

う状況でございますので、本当に苦しみながら通常業務をやってる部署も一方であります。

なので、どちらも苦慮しながらやっておりますので、前段の、やめておいたほうが無難だな

というのがなるべく発生しないように、これから私もマネジメントの長としてしっかり見

ていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。 

 角元委員、何かもうありませんか。 

○角元委員 

 若者を入れるっていうことはぜひ検討していただきたいっていうこともあるんですが、

先ほど出た話の中で、次はこうします、次はこうしますっていうことを、結局もっと具体的

にできてないところが確かにあるなっていうふうに思ってます。それで、#WELOVE大正

区のことでもそうなんですけども、誰もタグを付けないんで、すいません角元さん、何か記

事にしてタグを付けてくれませんかっていうことが実際ありました。そこで僕がアップし

たら区役所がリツイートしてくれて、広報紙に僕の画像が載ったっていうことがありまし

た。それはもう出来レースで協力しましょうってことで全然いいんですけど、それをやった

からその次につながりました、その次につながりましたっていうことができたらいいんで

すけど、一回こっきりになってる。それはいかがなものかなというふうに思っています。こ

の区政会議委員、今期でこの期は終わって次の期から始まるんですけど、その今の実情って

いうことで、区政会議委員が足りませんっていうことが区役所のほうから私のとこに問い

合わせがきました。誰かいてませんか、ご紹介いただけませんかということで、紹介できる

人は紹介させていただいたんですけど、それ以降、同じようにまたいてませんかってなった

ら、繰り返しになると思うんです。そうではなくて、こういうことをやったから、その考え

る期間があったんで、次はこういう仕組みにしましたっていう進化が必要やなというふう

に思ってますんで、コロナのせいでっていうこと、先ほど石田さんもおっしゃいましたけど、

その考える期間っていうのがあると思うんで、われわれももちろん考えないといけないこ

とでしょうけど、そこで口を挟んでその場しのぎっていうことを繰り返すんではなくて、違

った法則っていうのは必要なんじゃないんかなっていうふうに思ってます。 

 以上です。 

○安藤議長 

 区の意見、どないです？ 

○古川区長 

 若者の発掘ともに同じテーマだと思っております。最後にコロナにっていうことで結局
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つながっていくんですけども、やっぱりできない理由とか、やめといたほうがいい理由を探

していると前に進めませんので、おっしゃるとおり、本当に真剣に、これはもう耳の痛い話

として受け止めさせていただいた上で、しっかり事業の実現のためにどうしたらいいかと

いうのを、事業報告のようなつもりでやっぱり各課がやっていかないと、なかなか本気で軌

道に乗せていくってことができないのかなと。すみません、一般的な感想で申し訳ありませ

ん。 

 ほかに、担当として何か。 

○佐々木政策推進課長 

 すいません、やはり今後の展開として、#WELOVE大正区については、われわれは情報

発信だけではなくて、区民全体で大正区のいいところを広げていこうという取り組みでご

ざいますので、いかに皆さんに広げていくのかっていうところが重要かなと思っておりま

すので、それについて現在広がりがまだできていないというとこについては、それはどうい

ったことが原因なのかというようなところもちゃんと分析をして、今後いかに広がるのか

っていうところを考えていこうと思っております。また、区政会議の委員についてもいろい

ろご相談させていただいたとこでございますので、その辺も情報発信について、広報紙だけ

なりホームページに載せるだけではなくて、いかにいろんなところに、出前ではないですけ

れども、出張して広報宣伝していくのが、その辺が今回足らなかったのかなと、受け身にな

っていたのではないのかなと思っております。今後はやはりアウトリーチではないですけ

れども、われわれが出向いていくっていうようなところで広がりをできたらなと思ってお

りますので、今回貴重なご意見頂きましたので、やはりその辺を反省して改善をしていきた

いと思っております。 

○安藤議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、川上委員、何かありますか。 

○川上委員 

 区政会議に直接関係ないんですけど、3歳児が虐待で亡くなられたということで、実態は

よく分からないんですけど、行政のほうにも報告いうか、知人がされたということ、行政が

聞きながら動かなったと。ただ行政は、問題がなかったと後の会見でおっしゃってましたけ

ども。これは、大正区がその場で当事者となったらどのような対応をされるんでしょうか、

実際に。ちょっとお伺いしたいと思います。 

○安藤議長 

 区長。 

○古川区長 

 実際にあのような命に関わるケースを、今この瞬間には抱えていないので、私自身はこれ

までの経験で申し上げますけれども、やはりその段階っていうのは、通報があった段階、あ
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るいは情報提供があった段階というのは、それなりに児童相談所、ここで言うと子ども相談

センターですね。児童相談所機能が働いているんです。なので、その基準の下に見ると、例

えばそのまま家に帰して良いケースでしたとか、警察を入れてまで入るべき状況じゃなか

ったとか、その瞬間瞬間にはそれなりの理由があって判断はしていて、サボタージュしてい

るケースは少ないです。けれども、その情報が間違っていたり誤っていたり、あるいは連携

ミスで、もっと深刻な情報があったのに伝わっていないとか、こういうことがあることで、

全国各地の本当にいたたまれない事件というのは起きてしまっている。私のこれまでの行

政経験で、それは分かっておりますので、関連部署が全て連携して、本当に重大案件ではな

いのかという目をもって対応することで、できる限り最悪のケースにならないように防い

でいくことができますので、具体のことは言えませんが、そういう目をもって職員もやって

おりますし、本当に不幸ないくつか偶然が重ならないと、死に至るようなケースにはならな

いと、今までの経験上はそういう感じで受け止めております。 

○川上委員 

 しかし、やはり 3歳児ていうことなると、自分の発声というか、自分のその場の状況を表

現できないですよね。そしたら、その知人の方が行政にそういうことを伝えたということで、

間違いかもしれないんですけど、それはやはり動かざるを得ないんじゃないんかなと僕た

ち自身は思うんです。それは災害と一緒で、避難指示いうか、そういうサイレンが鳴って、

もしそういう津波が来なかったと、後で非難されるというのと一緒じゃないんですかねっ

て私自身は思うんですけど。できるだけそういう情報には耳を傾けていただいて、また、周

りの情報も聞いていただいて、もちろん主任児童委員さんもおられるんで、そういう方から

の情報も頂いて動い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。 

○安藤議長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、竹村委員、何かありますか。 

○池田子ども教育課長 

 すいません。今の。 

 区長がもう既にご回答いただいたんですけども、先ほどの川上委員からのご意見につい

て、大変今回の 3 歳児のお子さまが亡くなったケースについては、うちで起こった場合ど

うなるかということ、本当に切実に思っております。このようなことがないように、既に 3

歳児健診のところでももちろんスクリーニングは、かかっております。今回は保育所のほう

からも通報といいますか、あざがあることも連絡が入ったというふうに書いてございます。

記事の情報でしか、把握はできておりませんが、そういった所属からの通報でありますとか、

また、近隣の方からも通報がありましたら、きちっとまず対応を、現場確認をさせていただ

きますし、それを踏まえて要保護児童対策協議会の中の実務者会議といいますか、ケースと

してどう取り扱っていくのかということを検討させていただきます。その中では、こども相
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談センターとも連携を取りながら進めてまいりますし、また、実務者会議に当たりましたと

きには、警察の方も会議の中には入っていただいておりますので、きちっと情報共有という

点ではしております。ただ、そのルートにきちっと乗るようにアンテナを張らせて対応して

いくということが基本的には大事かと思っておりますので、今回の事件を踏まえて、自分の

とこではどうするのかっていうところもきちっと捉えてやっていかないといけないと改め

て認識をしております。ご意見本当にありがとうございました。 

○安藤議長 

 よろしいですか。 

○川上委員 

 はい、ありがとうございます。 

○安藤議長 

 では、竹村委員。 

○竹村委員 

 失礼します。大正区はね、言うちゃ悪いんですけど、薬局、それからスーパー、それから

整体とかそういう接骨、そういう高齢者向けのあれがものすごい多いんですわ。せやから、

先ほど若い子が入って地域残るって、なかなかよそから大正区、よそから絶対来ませんもん。

それで、もっと宣伝してほしいんですが、大正警察のほうで、大正区は犯罪なんか少ないん

やから、そういうことも宣伝して、やっぱりよそから来るような方向で。今度、国のほうも

オリンピックとかパラリンピックがもう終わったらね、今度 25年度の大阪万博に力を入れ

てます。もう予算も追加みたいですわ。そやから、なにわ筋線、それから向こうの湾岸線で

すかな。あれが此花まで、舞洲まで、ああいう道路もちょっと行くみたいですけどね。大正

区も万博は、道路だけじゃなく、道路だけやったら混むと思うんで、前から僕言ってたんや

けど、大正区から万博会場まで船で行くように、だからそういう宣伝して、大正区が、若い

子が住みやすい町にしていったらええん違うかな。ただ、大正区がネックなんが、借地が多

いんです。千島土地とか岩田土地がなかなか土地も売らんし。だから、なかなか発展せんし

ね。駅前でも再開発してもう一つようなったらいいんやけど、なかなかそこらがネックにな

ってあれなんで。ただ、万博なんかこれ、大正区から船で渡すとか、そういうあれで計画し

ていったらいいん違うかな思います。国のほうも 4 年間ですけど、大阪に予算付けて結構

あれしていってるみたいな、もうちょっと大正区を若いもんが来やすい町にもっていった

ほうがいいんじゃないかなと思いますけど。それがなかなか大正区、若い人が地域のことを

手伝ってもらえるんですけど、まず仕事優先ですから。お願いしても仕事があるから言うて、

なかなか、おたくら委員さんおっしゃるように、若いもんが入ってやってくれたらいいんで

すけど、なかなか地域としては後継者が少ないんで、そこらはちょっと悩んどるとこでござ

います。 

○古川区長 
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 竹村委員のご意見、2つに分けてお話させていただきます。 

 まず、若い方かどうかは別として、大正区に住みたい人、来たいんだという人がどれだけ

いるのかという話なんですけど、前回の会議でもどなたか委員さんがおっしゃってました、

「しっかり裏を取った情報じゃないんですけど」とおっしゃってましたけど、その続報が出

ております。今朝ちょうど発表になってまして、不動産会社のデータで、大阪の中で住みた

い町ランキング、大正区は今回 2位でした。その住みたい町の定義は、ページビューなんで

す。若い皆さんはすぐお分かりだと思いますけど、“大正”で検索した、住むところを探し

た人ということ、そのページビューで 2位だったそうなんです。そんな形で、大正ってどん

なところだろう、値段どんな感じだろうと検索する方は実際に、相当上位を占めてるらしい

ということが今朝の報道で分かりました。なので、全く関心がないわけじゃない、ある意味

環状線でこれだけお手頃な価格で住宅に住めるという点では、皆さん注目している方もい

らっしゃるようです。なので、そういう層に、実際に住んでみていただきたいと、私も切に

思うんです。なので、そこにつながるようなPRを何かこれから考えていかなきゃいけない

なと思います。 

 それからもう一点の船については、大阪港湾局が今年度、実証実験をやるというふうに、

私どもに説明では来ております。やはり万博を意識して、夢洲会場とどこかを結びたいとい

う思いはあるそうです。思いはあるんですけども、大きな船だと実は、TUGBOAT_TAISHO

があるあそこの駅前の辺りには入ってこれないんです。なので、もし大正に直接に乗り込む

んだったら鶴浜になるとか難しいことがあるので、基本的にはやっぱりTUGBOATのとこ

につなぐんじゃないのかというふうに意見は申し上げております。なのでそうなると、小さ

な船に乗り換えなきゃいけない。そうするとじゃあ、天保山から大正へのルートかななんて、

だんだん話がややこしくなっていく。でも、いずれにしても夢洲と何とかつないで船便を検

討してみたいという大阪港湾局の思いがあることは、説明は聞きました。それがいい方向に

実験が進むといいなと、こちらは見守るばかりなんですけど、大正区は直接手を出せないん

ですけど、会場として大正区にも船を着けてほしいなということでは話はしております。 

 以上、多くのご意見の中のたった 2 点でございますが、お答えになっていますでしょう

か。よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 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全て終了いたしました。なお、今回の議論や

事業計画書において、防犯・防災に関わることもございますので、行政代表よりオブザーバ

ーとしてご出席いただいている警察副署長ならびに消防副署長に一言ご助言を賜ればと思

っております。 

 大阪府大正警察署、矢野副署長、いかがでしょうか。 

○矢野大阪市大正警察署副署長 
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 ご苦労さまです。大正警察の副署長の矢野でございます。 

 本来であれば、署長のほうがこちらのほう参ってれば良かったのですけども、公務が重な

っておりまして、私が代理で出席させていただいております。 

 まず初めに、日頃よりわれわれ警察業務に対しまして、皆さま方から多大なるご理解、ま

た、ご支援をいただいていることをまずもって感謝申し上げます。私自身、今年の 3月にこ

ちらのほうに着任した新参者ではありますけども、この場をお借りしてお願いしたいこと

がございます。ご承知のように、管内の治安を守り、住民の方に安心・安全を提供する私ど

も警察の業務につきましては、われわれの組織だけで業務運営できるものではありません。

また、頂戴いたしました会議資料、これ、事前に見せていただいてるんですけども、この中

で区として重点的に取り組んでおられます大規模な地震発生時における諸対策、津波の対

策、防災関係ですね。また、生活弱者、高齢者に対する対策、また、生活保護の不正受給と

か少年の非行問題、児童虐待の問題につきまして、また、これらは警察だけの力で解決でき

るものではありません。また、それ以外にわれわれ警察としましては、特殊詐欺の被害防止

とか、また、街頭犯罪の抑止というものにも現在力を入れております。また皆さま方のお力

添えを頂きたいなと思っております。 

 また、委員の先生から今お話ありますように、摂津の事件なんですけども、われわれ同じ

警察組織でありましても、摂津の事件、今現在進行中のものでして、事案の概要とか真相は

どうやっていうことも実際問題、われわれ、報道されてる部分程度しか分かってない部分が

あるんですけども、同じよう大正区で発生した場合どうするんやってなった場合、当然、わ

れわれが普通の通常業務におきまして、通報を受けたり、付近住民から通報を受けた場合は、

当然地域課の警察官が現場行って、また、区役所さんとの接点となります生活安全課のほう

が窓口になりまして、担当部署の方と情報共有をさせていただいてるという状況になりま

す。また、特に問題になりますのが、都道府県をまたいでそういう、問題あるって言い方は

ちょっと語弊があって具合悪いんですけども、そういう方がこちらのほうにいらっしゃっ

た場合は、また他府県から情報提供頂くという形で見守るような形、また、居住されてる付

近の警戒を強めるとか、また、その方のお子さんが保育所とか小学校に入ってられる場合で

あれば、またこちらの教育機関の方と会議の席を持つような形になっております。 

 また、児童虐待以外にも、大正区のほうには高齢の方、たくさんお住まいになられていて、

コロナ禍におきまして安否確認ということで、われわれ警察、何度か出動させていただいて

る場面もあります。そういう場合は消防さんのほうにもレスキューの依頼をしていただい

て、ちょっと中に入っていただいて安否確認をさせていただいたり、場合によっては救急搬

送していただいているところもあります。また、その方々につきましても、独居の場合であ

りましたら区役所さんにまたお願いしまして、その後も生活支援のほうにつきましてもお

願いするところなんですけども、当然われわれ警察、また消防さんとか区役所の担当部署の

方と連携を密にして情報共有、プライバシーの部分で若干問題は出ないようにとは十分配
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慮はするんですけども、その辺りはしっかりやっていこうと考えております。 

 それと、お願いがありまして、もう一点です。ちょっと話は変わるんですけども、9月 20

日から 30日までの間、秋の交通安全運動ということで、全国の交通安全運動の期間になっ

ております。ここ大正区におきましては、交通事情によるんですけども、自転車を使ってい

らっしゃる方とか二輪車の方が多数いらっしゃって、この方々が事故に巻き込まれるって

いうことがかなりあります。また、大阪府下の中で、全国的に大阪府の交通死亡事故の数が、

今ちょっとワースト 1 ということで不名誉なところになってるんですけども、この交通安

全運動を通じまして、朝夕の通勤時間帯とか、夕方から夜間にかけての交通弱者、歩行者の

方とか自転車の方に対して啓発活動を行って、被害に遭われないようにということを、活動

を続けております。また、ここにお集まりの皆さん、また、区役所で勤務されてる皆さん、

公務とか私用を通じて車の運転、二輪車の運転される際は、交通法令遵守していただくとと

もに、また歩行者の方が横断歩道、普通に横断歩道渡っていらっしゃるときに、よそ見の運

転をする車にはねられると、そういうような事故遭われるのがすごく多いんです、最近増え

てますので、その辺りもご注意願いたいなと思います。 

 また、来月のことになるんですけども、全国地域安全運動というのをまた全国警察やって

おります。これも 10月の 11日から 20日までの間ということで、国民の方の防犯意識を高

めていただくということと、また、われわれ大阪府警としましては、府民の方の安全な町を

提供できるように、子どもと女性の犯罪被害の抑止とか、また、特殊詐欺の被害防止、自動

車関連犯罪の抑止ということで活動してまいります。また、私ども大正警察としましても、

管内の受け持ち責任ということを、その重責を担えるように、また日々地道な活動を続けて

まいりますので、今後ともご支援のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。今後ともよろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 矢野副署長、ありがとうございました。 

 大阪市消防局大正消防署、下垣内副署長、いかがでしょうか。 

○下垣内大阪市消防局大正消防署副署長 

 大正消防署で副署長をさせていただいてる下垣内です。よろしくお願いします。 

 平素は消防行政各般にわたりまして、いろいろとご協力・ご理解いただきまして、誠にあ

りがとうございます。本日も、本来ならば署長の石田が出席するところではあるんですけど

も、所要のため、私が出席させていただきました。私、この会議に出席するのは 2回目なん

ですけども、改めてたくさんの事業、市民の皆さんの、委員の皆さまの意見を頂戴しながら

大正区の事業を推進してるんだなと、改めて思ったところです。そんな中で意見を聞きなが

ら、また、資料を拝見しながら、消防として何か協力できるところはないのかなと考えなが

ら見てたところなんですけども、特に防災につきましては、当然のことながら地域防災力の

向上に向けた計画の運用、防災訓練の実施、地域防災リーダーの育成などにつきましては、
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消防が区役所さんと連携を図ってやっていかなければならないと、特に感じているところ

です。ただ、皆さんご承知のとおり、防災について、実働部隊として消防はそのプロではあ

るんですけども、いかんせんその人的、また、物的、人のこと、車のことで、やはり同時多

発的に発生する震災等の災害については弱いところがあります。こういうときに市民の皆

さまと連携を図って、自助・互助・共助・公助なんかを取り組んでいかなければならないな

と思っておりますので、またご協力のほうよろしくお願いいたします。 

 私のほうからは以上です。 

○安藤議長 

 下垣内副署長、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、ありがとうございました。 

 本日の配付資料の中に、ご意見シートというものも配付させていただいております。本日

の会議で発言できなかったこととか、本日の議論を踏まえて改めてご意見・ご質問がござい

ましたらご記入いただいて、ご提出いただきますよう、よろしくお願いします。また同じく、

本日の配付資料に、区政会議に関するアンケートと区政会議委員の評価シートというもの

も配付させていただいております。これにつきましても、今後区政会議の運営の在り方など

の検討する上で大変貴重な意見となりますので、こちらにつきましてもぜひともご提出の

ほど、よろしくお願いしたいと思います。なお、ご意見シートと区政会議委員の評価シート

および区政会議に関するアンケートにつきましては、9月 30日木曜日までにご提出のほど

よろしくお願いしたいと思います。また、委員の皆さまにおかれましては、区政会議の委員

として2年間にわたり区政会議を支えていただきまして、本当にありがとうございました。

改めて心から厚くお礼申し上げます。これからもさまざまな場面で区政運営にご協力いた

だければと思っておりますので、今後とも何とぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、最後に古川区長のほうから、本日の議論を経てまとめなり、総括をしていただ

きたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○古川区長 

 皆さま、長時間にわたって本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。貴重なご

意見、あと、耳の痛いご意見も含めまして、区政を預かる私としては大いに参考にさせてい

ただきました。これから来年に向けて、予算要求をしながらですけれども、エリア価値の向

上、大正の魅力アップを施策にどうつなげていくかというのを、スタッフ間で協議しながら

進めてまいります。その際、ちょっとスタッフの間で話題になったのは、変えたいという気

持ちと、今のままがいいという気持ちがやっぱり大正区って混在してるよねと。これは前回

の区政会議の議論でもちょっと出たんですけれども、その辺を踏まえてやはり、新しいもの
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がいいと、あるいは、今のまま、今の大正区の良さをキープしたいと、このせめぎ合いの中

でうまく魅力アップのネタ、あるいは着眼点を探していきたいなと思っております。なので、

例えば TUGBOAT_TAISHO のようにたまたま新しいパターンの、今風のパターンで成功

した場所もありますけれども、そうでなくて、変えたくない、今までのほうが良かったよね

っていう、ものもあると思います。 

 先ほど私が例に挙げた噴水広場も、実は新しいものに替えて、来年は 90周年だし、ちょ

っと造り変えてみようかって意見もあったんですけど、地域の方々にざっと回ってみたら、

昔から「噴水のとこで集合ね」とか、噴水って言葉で親しまれてきたんだよって声が実は多

いことが分かりまして、むしろ噴水を復活したほうがいいんじゃないかという意見が意外

と多かったりしたのでびっくりしてるところです。なので、ただのノスタルジーじゃなくて、

生活へ定着して、本当に大正区らしさになってるところを変えないということも必要でし

ょうし、また、新たに若者をはじめとした地域の自治の担い手として、若い方々が、やっぱ

大正っていいよねと、ここで一つ私も、力になって、新しい風吹かせてみたいんだっていう

人たちも一定数いると思うんです。このどちらもよく見極めながら、施策につなげるような

企画をしていきたいなと思っております。 

 最後に、2年間にわたりまして委員を務めていただいた方、このうち退任される方もいる

と聞いております。本当に 2年間、ありがとうございました。また、留任される皆さまは、

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日は長時間、どうもありがとうございました。 

○佐々木政策推進課長 

 それでは、これをもちまして、本日の区政会議を閉会させていただきます。次回は区政会

議、12月 17日の金曜日となっております。再任された方につきましては、ご出席のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 本日は遅くまで誠にありがとうございました。 

 すいません、最後に、安藤議長につきましては、2年間司会進行をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 すいません、これにて終了させていただきます。 

午後８時 29分閉会 

 


