
令和３年度第2回区政会議での意見と対応一覧

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」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
「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のことではな
いんですよね。

川上委員

〔地域担当課長　大津課長〕
今年度でいうと、中止にはなりましたが、区民まつりといった事業計画に
ついてのことです。

〔村田副区長〕
過去の事業でいうと、ファミリージョギング大会、こども文化祭、区民音
楽祭などの事業についてです。
今年度につきましては、区民まつりは中止となりましが、来年度は区制90
周年になりますので、それに向けて盛り上がりも必要であるということ
を、今年度の区民まつり実行委員からご意見もいただいており、区役所と
して検討して行きたいと思っている。

回答済み
政策推進課
（地域）

2

まちづくりセンターについては、少数精鋭でよく
地域と連携していただいているが、感覚が地域の
ニーズと少し離れているように見受けられる。
地域側としては、地域の要望が全て却下…という
わけではないが、抑えられているというようなス
トレスが少したまっているので、まちづくりセン
ターにおいては地域側に立って、区役所と協議し
ていただけるような、融和的な対応をしていただ
けるとありがたいなと思う。

川上委員

〔古川区長〕
まちづくりセンターの役割、何をしてくれるのかというところを、もう少
し地域に寄った形でPRしていく必要があると思っている。
今年度はその対策の１つとして、まちづくりセンターには、役割を自覚し
ながら地域に入っていただくために、１０校下それぞれにおいて意見交換
会を実施した際に同席をしてもらい、地域の方々の生の声を聞いてもらい
ました。区役所としても、まちづくりセンターと地域との関係性がより良
い方向に向かうよう、途中段階であるということをご理解いただければと
思う。

回答済み
政策推進課
（地域）

3

まちづくりセンターについてですが、地域担当者
が短期間で何度も代わっており、打ち解けるまで
に代わっている状態。担当者を何とか固定できる
ような形に持っていってほしいと思う。

谷田委員
〔地域担当課長　大津課長〕
確かに年度の途中で担当が代わっておりますので、まちづくりセンターと
もしっかり話をして、ご意見をお伝えしていく。

回答済み
政策推進課
（地域）

4

青色防犯パトロールの決算について、９月に中間
決算をし、その後、４月に最終決算を行う際、９
月に提出した資料もまた必要となり手間がかかっ
てしまう。
中間決算をやっていない区もある中で、もう少し
手間の部分を考えてほしいと思う。

竹村委員

〔地域担当課長　大津課長〕
青色防犯パトロールの中間決算については色々とお手間をおかけしており
ますが、中間決算を行うことで、その時点での執行状況が分かり、今後の
経費の使い方を改めて検討することもできるというメリットもありますの
で、引き続き中間決算についてはお願いしたい。

回答済み
政策推進課
（地域）

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」意見と対応一覧

【ご意見シート】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

―
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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」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

5

地域活動に若者を引き込むっていうことが大きな
課題とのことで、区長マターで養成塾といいます
が、地域の若者をドラフト会議のように選抜する
など、区長がいろんな地域を回って要る中で、こ
の若者はいいなと光る人物を選抜して、大正セブ
ンとか大正イレブンとかの名前で、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
ことを検討してみるのはいかがでしょうか。

角元委員

〔古川区長〕
担い手の発掘の部分は、１０校下地域それぞれの知恵があって、いろんな
繋がりで若者に心を向けてもらうように取り組んでいると思いますので、
その取り組みを飛び越して区長が全てをやるではなく、何かのきっかけで
イベント的に取り組んでみて、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見しました。

〔村田副区長〕
区役所が主体で、地域全体から若い担い手を集めるという方法でいいのか
なという気はいたします。今でも若手の皆さんが一生懸命やっている地域
もあり、地域の皆さんが少しずつ育てて次の世代につなごうとしておられ
ますので。
　但し、まちに関わりたいと思っている人はまだたくさんおられると思い
ますので、まちに関わる仕組みっていうのを先ほどご意見いただいたよう
な方法も含めて、いろいろな方向から考えてみたいと思います。

回答済み
政策推進課
（地域）

6

女性会のほうも、平成13年に50周年を迎えた際
には3,000人強の会員の方がおられましたが、今
年の70周年では会員数は半分に減りました。
そこで宣伝も必要かと思い、１年に１回広報紙を
作ろうと各地域から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。そこで若い方を大事に育てていこ
うかと思っていますので、こうご期待です。

谷田委員

〔村田副区長〕
女性会が取り組んでいることについて、区役所のほうでも広報のお手伝い
をさせていただければと思います。何かを取り組んでいる時の写真をイン
スタグラム等に載せていただけると、区役所としてSNSのほうで拡散させ
ていただきます。

回答済み
政策推進課
（地域）

7
前回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きましたが、５歳
児のほうは調査が進んでおりますでしょうか。

仲田委員 ５歳児は全て、保育園や幼稚園等のどこかに所属先を持っておられます。 回答済み
保健福祉課
（こども・教
育）

8

WELOVE大正区のハッシュタグについて、検索
したところ去年の１０月１日が最新となってい
る。ハッシュタグを付けますと書かれたこの書類
を作成したその日に、ハッシュタグって付けられ
ると思いますが付けていない。簡単なことからで
いいんで、ちょっとずつみんなでできたらなと思
います。

石田委員

〔政策推進課長　佐々木〕
出来る限りタグ付けをしていこうと取り組んでおりますが、すぐに対応で
きていない状況で申し訳ございません。最近は区役所が発信する情報は新
型コロナの状況や防災・災害情報等のタグ付けにふさわしくないものもご
ざいますが、こういったことがないように、今後はしっかりと対応してま
いります。

回答済み
政策推進課
（政策推進）
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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」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

9

新型コロナウイルス感染症の影響で延期や中止を
した事業により、事業の空白があるはずなので、
何か新しいことをしたり、違う方向を考えたりと
色々なことができるはずなんです。なので、新型
コロナの影響で「こうなったので、こういう風に
しました」ってところまでいかないと、その時間
はぼーっとしてましたみたいな感じになってし
まって良くない風潮だと思います。

石田委員

〔古川区長〕
新型コロナの影響により事業について、「ただ延期をすれば無難」だとい
う傾向に陥りがちな事業はあると思います。ただ、一方で新型コロナの疫
学調査をやっている部署は、同時に母子保健事業も行っており、本当に手
が回らずに苦しみながら通常業務を行っております。
事業については、どちらも苦慮しながらやっておりますが、前段のやめて
おいた方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、よろしくお願いいた
します。

回答済み 総務課

1
0

＃WELOVE大正区のSNSへのタグ付けや、区政
会議委員の公募等への対応など、その場しのぎを
繰り返すのではなく、違った方法っていうのは必
要じゃないかと思うので、「こういうことをした
ので、次はこういう仕組みにしました」っていう
進化が必要だなと思う。

角元委員

〔古川区長〕
できない理由とか、やめてお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、事業の実現のためにどうしたらいいかということを、事業報
告のようなつもりで各課がやっていかないと、本気で軌道に載せていくこ
とはできないのかなと思います。

〔佐々木課長〕
＃WELOVE大正区のタグ付けについては、区民全体で大正区の良いところ
を広げていこうという取り組みですので、現在、広がりがまだできていな
いことについては、原因を分析し、今後、いかに広げていくのかを考えて
いこうと思っております。また、区政会議委員の公募について、ホーム
ページや広報紙の掲載だけでなく、多くの方に応募していただけるよう
に、今後は各所へ出向くなど、反省点を改善していきたいと思います。

回答済み
政策推進課
（政策推進）

1
1

最近、３歳児が虐待でなくなられたという事件
で、大正区がその当事者となったらどのような対
応をされるかお伺いしたい。

川上委員

〔古川区長〕
私自身はこれまでの経験上ですが、命に関わるようなケースは、通報や情
報提供があった段階というのは、法律に基づく児童相談所（大阪市でいう
と子ども相談センター）の機能が働いているんです。その基準の下で、例
えば家に帰して良いケースなのか、警察を入れるほどの状況ではなかった
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ほとんど少ない。ただ、その情報が誤っていた
り、連係ミスで深刻な情報が伝わっていなかったりがあるので、全国各地
の事件は起きてしまっているというのが私のこれまでの行政経験です。
　なので、関係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
職員も対応しております。

回答済み
保健福祉課
（こども・教
育）
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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」意見と対応一覧

【当日出された意見等】

1
2

3歳児は自分で状況を表現できないと思いますの
で、知人の方から行政が通報を受けたら、間違い
かもしれないが、行政は動かざるを得ないのでは
無いかと思います。災害で、避難指示がでても津
波がこなかったと、後で非難されるのと一緒では
ないですかね。
　できるだけ、虐待に関する情報には耳を傾けて
いただいて、主任児童委員さんもおられうので周
りからの情報もいただいて動いていただければあ
りがたいと思います。

川上委員

〔こども・教育　池田課長〕
大正区ではこのような事件がないように、3歳児健診でスクリーニングを
行っておりますが、保育所等の所属からや、近隣の方からも通報がありま
したら、現場確認をさせていただきます。また、要保護児童対策協議会の
中で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し、こども相
談センターとも連携を進めてまいります。さらに、実務者会議では、警察
の方も会議に入っていただいておりますので、しっかり情報共有はしてお
ります。
　よって、その対応ができるように、アンテナを張っておくことが基本的
には大事かと思っております。今回の事件を踏まえ、大正区ではどうする
のかということを考えて取り組んでいかなければならないと改めて認識を
しております。

回答済み
保健福祉課
（こども・教
育）

1
3

大正区は犯罪が少ないということを宣伝したり、
大阪万博で大正区から万博会場まで船でいけるよ
うに計画して宣伝したりして、若い人たちが住み
やすい、来やすいまちにしていけたらと思う。

竹村委員

〔古川区長〕
　不動産会社がホームページで掲載しているデータで、大阪市の中で物件
情報を多く見られているランキングとして大正が２位でした。この結果か
ら、大正区に対して全く関心がないわけじゃなく、住む場所として注目し
ている皆さんがいらっしゃるようなのです。
なので、そういう方々が実際に住んでみていただけるように、PRを何かこ
れから考えていかなければならないと思っております。
　船については、大阪港湾局が万博を意識して、夢洲会場とどこかを結び
たいという思いがあるようで、今年度に実証実験をされると説明を聞いて
おります。何とか船便を検討してみたいという思いがあるようなので、大
正区役所としては直接的に手は出せないため、その実験が良い方向に進む
ように状況を見守るばかりですが、大正区にも船着場をつけてほしいと話
しをしているところです。

回答済み
保健福祉課
（こども・教
育）

【ご意見シート】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

―

【区長発言】

〔冒頭あいさつ〕

・委員の皆さまの思いを直接拝聴できるということで、この会議を楽しみにしている。
・７月から１０地域それぞれで意見交換会をさせていただいたことで、地域密着の色々な課題や、物の考え方そのものを教えていただいており、本当に、直接対話をするということは重要だなと
思っている。
・この大事な機会に、委員の皆さまの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、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いた
します。

〔会議終了後のあいさつ〕
・これから来年に向けて、予算要求をしながら、エリア価値の向上、大正の魅力アップの施策にどうつなげていくかということを、スタッフ間で協議しながら進めてまいります。
・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大正区民には混在しているということも踏まえて、うまく魅力アップになるものを探して行きたいと思っている。
・ノスタルジーではなく、生活へ定着して、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て地域の自治の担い手として、若い方々が
やっぱり「大正区っていいよね」と、新しい風を吹かせてみたいという人たちも一定数いると思うので、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来年度はしていきたいと思う。
・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、その中には今期で退任される方もいらっしゃると聞いております。本当に２年間、誠にありがとうございました。また、再任される
皆さまは、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日は長時間がありがとうございました。
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