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令和３年度 第３回大正区区政会議 

 

令和３年 12月 17日（金） 

午後６時 30分～８時 32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、ただ今から令和 3 年度第 3 回大正区区政

会議を開催させていただきます。本日は、公私何かとお忙しい中、また、強風の中、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。 

 午後 6時 30分現在、区政会議委員の定数 12名のうち、出席者は 11名となっております

ので、委員の 2 分の 1 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 5 項に基づきまして、本会議は有効に成立しておりますことを、まずご報告

させていただきます。 

 本日の会議につきましてもこれまで同様、新型コロナウイルス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、よろしくお願いいたします。 

 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申し上げます。 

○古川区長 

 改めまして皆さん、こんばんは。4月から大正区長を拝命しております、古川と申します。

初めての委員さまもいらっしゃいますので、簡単に自己紹介を申し上げます。 

 私、前職は東京都庁におりまして、同じ地方公務員でございます。大阪の本当に進んだ、

開かれた、改革の進んだ地方自治を前からやってみたいなと思っていたところ、区長公募が

ありまして、今日の新しい公募委員の皆さまと同じ気持ちで公募の論文を出し、松井市長の

面接も経まして、去年のちょうど今頃、合格のお知らせを頂いたことから、私の人生も大き

く変わった。ということで、大阪に職を得たのと同時に移住もしまして、新たな人生を始め

たところでございます。そんなことでございまして、引き続きの 2 期目に入られた委員の

皆さま、あるいは地域代表の皆さまも含めまして、今日から公募の新しいメンバーとともに

新たな会議を開けることを心強く思っております。 

また、今日皆さまにお会いできるのを本当に楽しみにしておりました。私、毎回申し上げ

ているのですけど、この区政会議が一番楽しみにしている私のスケジュールでございまし

て、地域の皆さまから本当に有効かつ、ぐさっとくるような、なかなか手厳しいご意見を頂

いております。ただ、これがわれわれの日頃進める事務の在り方、あるいは気付かなかった

ところにもちょっと思いをはせる、思いを致すきっかけにこの会議をさせていただいてる
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ので、本当に楽しみにしているところでございます。新たなメンバーを迎えまして、多士済

済、議論を盛り上げていきたいと思っております。 

本日は、また最後に今日の中身を踏まえたごあいさつをさせていただきます。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 それでは始めに、このたび委員改正により、10月 1日付をもって区政会議委員に就任し

ていただいた皆さまをご紹介させていただきます。お手元の名簿順にお名前を申し上げま

すので、恐れ入りますがその場でご起立いただいて、簡単で結構でございます。自己紹介の

ほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 ではまず、公募委員の姉川委員でございます。 

○姉川委員 

 初めまして。このたび公募委員にならせていただきました、姉川と申します。どうぞよろ

しくお願いします。 

 僕はすぐ近くにある、今、マクドナルドが工事されている、あの裏っかわの、たいしょう

生協診療所の医科で事務をさせてもらっています。こちらに、大正区に異動してきたのがち

ょうど 2 年ぐらい前なので、まだまだ大正区のことは知らないですけども、いろいろ勉強

させてもらって、こうなったらこの町もっと良くなるだろうな、ああ、こんないいところが

あるんだと日々勉強させてもらってます。ここに来させてもらってまた勉強して、皆さんと

一緒にいい町をつくっていきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、公募委員の石田委員でございます。 

○石田委員 

 木幡計器製作所の石田です。よろしくお願いします。前期から引き続き、今期もこの区政

会議に参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。 

 自分、臨床工学技士という国家資格持ってまして、済生会泉尾病院でも勤務しております。

医療従事者というような立場と、あと、町工場でものづくりという立場を利用していろんな

ことを解決できたらなと思っておりますので、大正区は非常にポテンシャルある町だと思

っております。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 次は、社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会からご推薦の大石委員につきましては、

遅れて来るかと思いますので――今、来られましたので、また後でご紹介させていただきま

す。 

 続きまして、公募委員の角元委員でございます。 

○角元副議長 

 皆さん、こんばんは。公募委員の角元でございます。 
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 今期が 2 期目ということで、より大正区のことについて深くお話し合えたらなと思って

おりますので、皆さま、よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、大正区地域振興会からの推薦の、北川委員でございます。 

○北川委員 

 こんばんは。大正区の振興会の三西地区の北川でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○佐々木政策推進課長 

 大石委員が来られましたので、再度、社会福祉法人大阪市大正区社会福祉協議会から推薦

いただいております、大石委員でございます。 

○大石委員 

 どうも、到着時間が過ぎて申し訳ございませんでした。鶴町の社会福祉協議会の会長して

ます、大石と申します。今後ともよろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、大正区地域まちづくり実行委員会委員長会から推薦の、竹村委員でございま

す。 

○竹村議長 

 皆さん、こんばんは。地域まちづくり実行委員会の竹村です。2期目になります。皆さん、

2期目の方がちょっと少ないんで、初めての方が多いと思いますけど、活発な意見出してい

ただいて楽しい区政会議にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 公募委員の土井委員でございます。 

○土井委員 

 こんばんは。公募委員の土井と申します。土井隆と申します。まさか「い」が 3個続くこ

とになるとは思いませんでしたけども、よろしくお願いします。 

 私は三軒東で土井商店、株式会社土井商店ってとこで働いてるんですけども、住んでると

こも泉尾で、どっぷり大正区民という立場で、ものづくりの立場から言うと、ものづくりの

立場、製造員としての立場、ほんで今、3 歳の娘がいるんですけども、子育て世代の立場、

そういう 2 つの立場からいろんな声集めて、いろんな意見発信していけたらいいなと思っ

ています。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 大正区民生委員児童委員協議会から推薦の、仲田委員でございます。 

○仲田委員 

 民生委員から参りました、仲田でございます。 

 私は大正区で生まれ育っておりますので、大正区のことはいろいろと良くしていきたい
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なと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、公募委員の柊委員でございます。 

○柊委員 

 初めまして。柊元嗣と申します。 

 三軒家東にある BASIC 日本語学院というところで、2005 年から勤務させていただいて

おります。外国人留学生に対して日本語教育を行っているんですけれども、地域の方々等の

交流を深めて、外国人との共生について深く考えていけたらなと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、大正区地域まちづくり実行委員会委員長会からご推薦の、堀江委員でござい

ます。 

○堀江委員 

 三軒家東担当でございます。聞きましたら、三軒家東さんはだいぶ大きいところでござい

ます。まちづくり実行委員の連合町会させていただいております。また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。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、大正区地域女性団体協議会からご推薦の、松村委員でございます。 

○松村委員 

 皆さん、こんばんは。まだ初めてなので、皆さんと一緒に勉強させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、公募委員の南委員でございます。 

○南委員 

 皆さん、こんばんは。初めて今年から委員させていただきます、南仁と申します。 

 僕も土井さんと同じく、工業のほうの目線からにちょっとなってしまうかもしれないで

すが、ぜひわれわれ、僕、今 45歳なんですけど、若い力で大正区を良くしていきたいなと

思ってますので、ぜひよろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、区政会議には議論をより実りのあるものとするため、区選出議員、大正警察

署、大正消防署の皆さまにオブザーバーとしてご出席いただいております。 

 まず、区選出議員よりご紹介させていただきます。 

 大阪市会議員、出雲議員でございます。 

○出雲大阪市会議員 
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 皆さん、こんばんは。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○佐々木政策推進課長 

 同じく、大阪市会議員、小山議員でございます。 

○小山大阪市会議員 

 こんばんは。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 大阪府議会議員、川岡議員でございます。 

○川岡大阪府議会議員 

 どうも、よろしくお願いします。ご苦労さまです。 

○佐々木政策推進課長 

 大阪府議会議員、金城議員につきましては、ほかの業務で遅れているということを聞いて

おります。また来られた際にご紹介させていただきます。 

 続きまして、大正警察署より、矢野副署長でございます。 

○矢野大阪市大正警察署副署長 

 矢野です。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 大正消防署より、石田署長でございます。 

○石田大阪市大正消防署署長 

 消防署長の石田でございます。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 続きまして、区役所側の出席者をご紹介させていただきます。 

 区長の古川でございます。 

 副区長の村田でございます。 

○村田副区長 

 皆さん、こんばんは。大正区副区長の村田です。いつもお世話になっております。どうぞ

よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 総務課長の長瀬でございます。 

○長瀬総務課長 

 長瀬でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 地域担当課長の大津でございます。 

○大津地域担当課長 

 皆さん、こんばんは。大津です。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 
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 防災担当課長の中務でございます。 

○中務防災担当課長 

 中務です。どうぞよろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 保健福祉課長の嶋原でございます。 

○嶋原保健福祉課長 

 皆さん、こんばんは。保健福祉課長の嶋原です。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 こども教育担当課長の池田でございます。 

○池田こども教育担当課長 

 池田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 窓口サービス課長の橋本でございます。 

○橋本窓口サービス課長 

 橋本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 生活支援担当課長の筒井でございます。 

○筒井生活支援担当課長 

 筒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 事務局といたしまして、私、政策推進課長の佐々木。同じく、政策推進課長代理の江頭、

担当係長の前田、係員の里木でございます。 

 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ます。各議題に入ります前に、その都度資料の確

認をさせていただきますが、事前にお送りさせていただいた資料、お忘れの方がいらっしゃ

いましたら、予備もございますのでお申し付けください。 

 本日の会議は全て公開となっております。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等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、議事に入ります前に、区政会議の運営について簡単にご説明させていただきま

す。 

 11月 30日、12月 2日に事前に説明会をさせていただきましたが、あいにく都合がつか

ず、やむを得ず欠席の方もいらっしゃいますので、ご参加いただいた方には誠に申し訳ござ

いませんが、繰り返しになりますが、簡単にご説明させていただきます。 

 では、【書類番号 4】「区政会議 イメージ図」と【書類番号 5】「区政会議の運営につい

て」、【書類番号 6】「大正区区政会議の主な審議案件について」、私のほうからご説明させて
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いただきます。 

 まずそしたら、【書類番号 4】「区政会議 イメージ図」をご覧ください。区政会議の目的

いうところで、区長が行う施策や事業について、計画している立案の段階から、また、事業

を行って、その実績とか自己評価等をさせていただいた成果の評価の段階、いろんな段階に

おきまして、区政会議の皆さまに参画していただいてご議論をいただいて、その意見につい

て区政へ反映するというところが目的となっております。 

 構成メンバーにつきましては先ほどご紹介させていただいたように、地域団体からの推

薦を受けた方、また、公募による委員で大正区は構成させていただいております。また、市

会議員の皆さまにおかれましてもオブザーバーとしてご出席をいただいてるとこでござい

ます。 

 主な議論の内容につきましては、区の将来ビジョン、区の予算、区の運営方針など、区の

重要な施策等につきまして、いろんな角度からご議論をいただけたらと思っております、皆

さまの区政に対するご意見、そしてわれわれとしても、区民の多様な意見を的確に反映する

ということで区政会議をより良いものにして、多様な区民の意見、ニーズを区政に反映して

いきたい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。 

 続いて、【書類番号 5】ということで、区政会議の運営についてのことを簡単に説明させ

ていただきます。委員の、1番の「区政会議の概要」は今説明したとおりですので、省略さ

せていただきまして「委員の構成」につきまして、今ご説明させていただいた、地域団体よ

り推薦された方の委員が 6 名、公募により選定する委員の方が 6 名、合計 12 名という形

で、任期につきましては、今年の 10月 1日～令和 5年 9月末の 2年間という形になってお

ります。 

開催の状況につきましては、ここ最近につきましては、年 4 回開催をしてるとこなんで

すけれども、細かい状況につきましては【書類番号 6】のほうをご覧ください。これ、過去、

令和元年、令和 2 年で、今年度令和 3 年度の主な議案、議題等を記載させていただいてお

ります。大体、共通して第 1回目につきましては 6月の中旬ごろ、2回目につきましては 9

月の下旬、3回目、本日のように 12月の中旬、4回目は 2月の下旬ごろに開催させていた

だいております。その中で、条例上必ず議論をするという形で決められてるものを下線で引

いております。 

 大体、1回目につきましては、去年の運営方針の振り返り、自己評価等をさせていただい

ておりますので、その関係の内容をご議論いただく。また、2回目につきましては、事業・

業務計画書と、本年度の事業・業務計画書の中間振り返りなり、来年度の事業・業務計画書

の意見を頂く。3回目につきましては、来年度の運営方針についてご議論いただく。4回目

についても同じように、運営方針なり予算、来年度の予算についてご議論をいただくという

ような形で運営を進めているというようなところでございます。雑ぱくな説明になります

けれども、区政会議の運営についての説明は終わらせていただきます。また、何か分からな
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いことがありましたら事務局、われわれのほうにご質問いただけたらと思っております。 

 それでは、議題に先立ちまして、議長、副議長の選任についてお諮りしたいと思います。 

 このたび、委員改正により【書類番号 7】として条例の抜粋版とさせていただいておりま

すけれども、第 7 条第 1 項に基づきまして、改めて議長、副議長の選任をする必要がござ

います。まず、議長の選任につきましては、自薦、他薦どちらでも結構ですが、ご意見、何

かございませんでしょうか。 

○北川委員 

 はい。 

○佐々木政策推進課長 

 北川委員。 

○北川委員 

 今回で 2 期目に入っておられます、大正区地域まちづくり実行委員会委員長会の竹村委

員に委員長になっていただいたらいかがでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 ただ今、北川委員より、竹村委員にお願いしてはとのご意見がございましたが、いかがで

しょうか。また、ほかにご意見はありますでしょうか。 

○南委員 

 これ、議長任期も 2年になるの？ 

○佐々木政策推進課長 

 議長任期も 2年になっております。 

 特に異議がないようでしたら、竹村委員に議長をお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（拍手） 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございます。 

 それでは続きまして、副議長の選任について行います。これも、自薦、他薦どちらでも結

構ですので、ご意見のある方、挙手をお願いいたします。 

 竹村委員。 

○竹村議長 

 ご意見がないようであれば、議長提案をもって議案に代えさせていただきたいと思いま

す。異議がなければ、今回 2期目となる方が良いと思います。公募委員の角元委員さんに副

議長をお願いしたいと思いますが、どうですか。 

（拍手） 

○佐々木政策推進課長 
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 ありがとうございます。そうしましたら、賛成ということで、角元委員に副議長をお願い

したいと存じます。 

 それでは、議長、副議長に選出されました竹村委員、角元委員。誠に恐れ入りますが、議

長席、副議長席にお移りいただきますようお願いいたします。 

 それでは、就任されました議長、副議長よりごあいさつを頂きたいと思います。 

 竹村議長、よろしくお願いいたします。 

○竹村議長 

 ただ今、議長に選任いただきました、竹村でございます。 

これより 2年間、任期になりますが、委員の皆さまにはより良い区政会議にするように、活

発なご意見を、発言を頂きたいと思います。円滑な議事の進行にご協力を賜りますよう、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、角元副議長、お願いいたします。 

○角元副議長 

 ただ今、副議長に選任していただきました、角元でございます。議長の補佐として有益な

議場運営を目指してまいりますので、皆さま、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございました。 

 今、先ほど府議会議員の金城議員がお越しになりましたので、ご紹介させていただきます。 

○金城大阪府議会議員 

 お願いします。 

○佐々木政策推進課長 

 それでは、これからの議事進行につきましては竹村議長にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○竹村議長 

 それでは早速ではございますが、議事に入らせていただきます。 

 【議題】1「令和 4年度大正区運営方針（素案）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】1「令和 4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。 

 資料につきましては【書類番号 1】「令和 4年度 大正区運営方針（素案）」、【書類番号 2】

「大正区運営方針に係る区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」、この 2つをご

準備いただきますようよろしくお願いします。 
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 運営方針は、区役所や局等における施策の選択と収集の全体像を示す方針として、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（しんちょく）管理をするため、全事業・業務の計画を盛り込んだ「大

正区事業・業務計画書」作成しているとこでございます。本日の議題にしております「大正

区運営方針」は、この「令和 4年度大正区事業・業務計画書」のうち、重点的に取り組む事

務事業を抜粋したものでございます。「令和 4年度事業・業務計画書」につきましては、令

和 4年 2月 25日開催予定の第 4回区政会議で改めてご議論いただく予定としております。

今回は、この令和 4 年度の予算査定にあたって基本的な方針として策定いたしました、令

和 4 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お寄せいただいたとこでございます。本日は既に事前質問の回答も書

面で行っていますので、詳細の説明につきましては割愛させていただきますが、【書類番号

2】の「大正区運営方針に係る区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」の中で、

回答に対する不明点、また、再度疑問などが、お気付きの点がございましたら、ここでご議

論いただければ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。 

 私の説明は以上でございます。 

○竹村議長 

 ただ今の区役所の説明がありました「令和 4年度大正区運営方針（素案）」につきまして、

質問、意見お受けします。何か質問、ご意見ございませんか。 

 それでは、事前に質問のあった公募委員の石田委員さん、何かございませんか。 

○石田委員 

ありがとうございます。防災意識のところは結局コロナのことがあって避難訓練等がし

にくかったっていうことで防災意識が低くなったっていうことなんですけれども、そこに

関してはもうちょっと別の広報的な、訓練だけではなくて、別の広報で意識付けさせるよう

なことが必要だったんだろうなっていう感じに受け止めることができましたので、また避

難訓練のみではなく、防災とかそういったところに関する新しい取り組みっていうのが出

てきたらなと思います。 

○佐々木政策推進課長 

 防災訓練のほうも徐々に小規模で、規模を小さくして取り組んでいる地域も出てきまし

たり、また、動画を活用して、それを見て防災訓練の代わりにいうような形で地域で行って

るとこもあったりもしております。そういった工夫っていうのを少しずつ、地域のほうも、

地域の皆さまも考えていただいて、それがまた全地域に広がっていけたらなと、それを区役

所でもいろいろ支援、働きかけをしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。今の説明で。 

 それでは次に、角元副議長。何かございませんか。 
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○角元副議長 

 区役所の方にご質問なんですけども、このコロナ禍で、開催しようと思って中止になった

そういうイベント事も含めてなんですけども、企画したものっていうのはあるんでしょう

か。何か代替して違うようなことをやったのか、それとも今回、今年に関して、去年に関し

て中止になったものがあるのであれば、何が中止になったのかっていうのを教えていただ

きたいです。 

○村田副区長 

 皆さん、こんばんは。改めまして、大正区副区長の村田です。 

 各課に横断する中身になりますんで、私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、一番大正区で大きな行事であります区民まつりですね。これ、昨年度、それから今

年度つきましては中止になりました。ただ、区民まつりにつきましては、中止とはなりまし

たけれども、今現在、大正区の区民まつりの特設サイトというのが実はできてるんです。こ

れまだちゃんと案内できてないかと思うんですけど、もうちょっと広報したいと思うんで

すが、各地域でこんなことやってる、あんなことやってると、だんだん地域で祭が、イベン

トっちゅうのがちょっとずつできてきますんで、そういった紹介も含めた取り組みという

のを動画、あるいは画像で発信していきたいなというふうに思ってます。 

 それからやはり、たくさんの人たちが密になったらいけないないうことで、完全に中止に

なったものもございます。例えば、これは民生委員、主任児童委員さんと一緒にいつもやっ

てます、親子のつどいですね。5月の終わりに毎年やってるんですけど、これは小さい子ど

もさんたちがたくさんいつもお越しになる行事になりますんで、それは今回ちょっと、安全

面、衛生面を考えて中止にしたところです。ただ、各地域の主任児童委員さん、だんだんコ

ロナも収束してきましたんで、子育てサークル、それぞれ少しずつですけども始められてる

ということで聞いてございます。大きいなん言ったらそういうとこですけど、ほかにもいろ

いろと小さい行事、いろいろありましたけれども、例として紹介させていただくのはその 2

つになります。 

 よろしくお願いします。 

○角元副議長 

 ありがとうございます。なんで聞いたかといいますと、そのイベント自身を中止というよ

りは、オンライン化したイベントというのが世間ではかなり取り沙汰されてまして、大正区

でも、ものづくりのほうでもオンラインのほうで動画配信をするっていう行いも出てきて

ますので、なくならすっていうよりは、そちらのほうでどんどん認知をしていただきたいな

っていうふうに思ってます。区民まつりのサイトもできていたということをおっしゃられ

たんですけども、その認知も多分、こん中でも、ああそうやったんやって言われる方もおら

れると思うんで、ぜひ何か、つくられてる中でもPRする担当の人がいるのか、そこを募集
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するのかはそれぞれ決めることなんでしょうけど、広げる方法をより力入れていただきた

いなというふうに思っています。 

 以上です。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは次に、土井委員さん。何かございませんか。 

○土井委員 

 今聞いたイベントの話でしたら、角元さんの意見にほんまに同意見というか、親子のつど

いとか子育てサークルっていうのも実は初めて聞いた感じなんですけども、きっといろん

な方が関わって実施してくれていると思います。一方で、積極的に情報を取りにいってない

一市民の僕なんかは知らんことがいっぱいあったり、きっと僕みたいな人はいっぱいいる

と思います。そういう意味でも、認知してもらうための届け方っていうのはこの場でもいろ

いろ意見出し合って、より良い方法を考えていかんとあかんのではないかなと思います。 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございます。私も広報を担当しておりますので、特に区民意識の調査では、区

の情報を何で取るかっていう形でアンケート等も採っているとこなんですけれども、一番

がやはり広報誌っていう形になってるところでございます。ただ、それもなかなか、見たい

情報をぱっと見て読みたいって思うかっていうと、なかなかそうではない状況になってお

りますので、読んでみたいって思うような形で、これもプロポーザルで、価格競争だけでは

なくて、プロポーザルでそういった企画力のある編集事業者も選びながらやったりしてお

るので、いろんな企画の中で区民の皆さまの活躍しているところを特集とかで挙げたり、区

の堅い情報ばっかりではなくて、区民が活躍している区の魅力を情報発信するとか、そうい

ったところも少しずつ書いていきたいと思っておりますので、またその辺、皆さまからもい

ろいろご意見がありましたら頂戴したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○村田副区長 

 補足なんですけれども、先ほどありました子育てサークルというのは、各地域でボランテ

ィアの皆さんが取り組んでいただいてます。三軒家東や、そちらに座ってらっしゃる仲田委

員が積極的に活動されております。 

 地域の皆さんと区役所がやってる事業の広報は今、佐々木のほうが申したとおりなんで

すけども、地域で行われる行事の認知度っていうのも、これも上げるというのも、これは地

域の皆さんとどうやっていったらいいんかっていうのを考えていかなあかんのかなって思

ってます。回答の中の 1-2ですかね、角元委員のところの答え書かせてさせてもうてるんで

すけども、発信、地域の中の情報の共有ですね。そういうのは三西、あるいは泉尾東、平尾、

それから三軒家東。いろいろ工夫しながら取り組まれてるところです。地域の皆さんと一緒

に考えていくのも当然なんですけども、あと、せっかくここにいらっしゃった公募委員の皆
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さまにおかれましても、ぜひそういう情報を関知したら今度、発信するほうに回っていただ

ければええなと思いますんで、どうぞご協力よろしくお願いします。一緒に地域盛り上げれ

ばと思います。 

 ありがとうございます。 

○竹村議長 

 どうもありがとうございます。 

 それでは柊委員さん、何かございませんか。 

○柊委員 

 私のほうから、事前質問につきまして、防災訓練等で外国人の方々のための防災訓練はご

ざいますかという質問させていただいたんですけれども、多分、日本人の方と一緒に防災訓

練をさせていただけたら、本当に大事なことだと思うんですけれども、その際にできれば、

日本語がなかなか難しい、理解できない学生も多々おりますので、その際のフォローである

とかがあればありがたいなと思っております。 

○中務防災担当課長 

 すんません、防災担当課長の中務です。 

 各地域で実施していただいてる防災訓練の場で、外国籍の方が受け入れを実施していた

だくような働きかけというのをまずせなあかんのかと。それぞれ地域の皆さんに、外国人の

方が逃げてこられたときにどう対応するのかっちゅうところが、それも含めて一つなって

くると思います。今後、大阪市の組織の中で国際交流センターというとこがあるんですけど

も、災害等発生した場合はそちら、多国籍の言語支援の担当をしていただいてることになり

ますんで、国際交流センターにお願いしまして、通訳の方等の派遣をお願いしまして、そう

いうのを検討していきたいなと思っております。どちらにいたしましても、まず地域のほう

で受け入れていただけるかどうか。受け入れていただくなら区の訓練として国際交流セン

ターで通訳の方にしていただいて、そういう避難訓練をしたいなというふうにことを検討

してまいりたいと思います。 

○村田副区長 

 地域で積極的に活動、防災訓練されている三軒家東の堀江議員。この間、避難訓練だけじ

ゃなしに給水訓練もされているということで、避難訓練以外の訓練もされているとお聞き

してるんですけど、三軒家東地域、今結構、外国人の方いらっしゃいますけど、その辺どう

でしょう。 

○堀江委員 

 申し訳ない、すぐそばにおられて。ここ 3 年は小学校と合同ということでやってきまし

たんで、地域の方が今おっしゃるように、全体に参加が少なくなった。で、今回の反省点で、

区と一緒にやるという形で小学校の防災ということで、保護者の方来ていただいて、1,000

名近い方が集まっていろいろ 3 年やりましたが、大変なことがたくさん出てきまして。今
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年も備蓄倉庫から全部出してやったわけですが、3メーターの風でテントが倒れるとか、簡

易トイレのダンボールのあれが組み立てにも至らないということで、実際には講堂の中で、

例えばトイレの簡易、やっても具合悪いわけですから、体育館の外でやるわけですから風が

あったりしたらできないとかいろんな反省点がありまして、それで来年からは、今おっしゃ

ったように、実際に道路で水も出してみたりとか、いろんなことをまた元に戻ってやって、

3年間の避難訓練は無駄ではないと思いますし、うちの地域の方は大体 60名前後の方いつ

も参加いただいて、女性は女性、男性は男性といろんな形でやってまして、なかなか 1,000

人集まる、これも大変やなというのが肌で感じましたから、それはそれで勉強になって。 

今度はぜひ一緒に参加して。それで一緒にやりたいと思います。 

 それと、土井委員とかもおっしゃったように、地域の発信はやっぱりまだまだ、やはり回

覧板とか掲示板に頼っとるのがあって、それではやっぱいかんなというのは、もうそれは

常々思いまして、いろんな行事せっかくやるわけですから、たくさんの方が参加いただける

というふうなことにできるような方法を――役所の方はわれわれに言えば行けると。われ

われは人を集めて一軒ずつ回るわけではないですから、班長さんいろいろするんですけど、

班長さんの温度差とか町会の温度差、いろいろありますから大変なことで、地域に、末端ま

で細かいことが回る方法というのは今だいぶ、町会長でも LINE したりいろいろしながら

発信しだしたんですが、そら一般の方はまだそこまでいきませんが、そういう何かもっと速

やかに伝達して、隣近所ぐらいはわっと回るようなことは考えていかないかんなというの

は常々思ておるところでございます。 

 長なりました。すんません。 

○村田副区長 

 すんません、無理言うて。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは姉川委員さん、何かございませんか。 

○姉川委員 

 事前質問はしてないんですけれども、ちょっと気になるというか、教えてほしい部分が、

7ページの「大正区版ネウボラ」が構築されている状態っていうのが、ネウボラっていう言

葉を実は初めてこれで知りまして、僕もネットではちらっと調べてはみたんですけども、な

かなか初めてな言葉で、どういう取り組みなのか、もともとがどういう、多分外国のどっか

でされてるっていうのを見たんですけども、もともとどういう取り組みであって、大正区版

っていうのは一体どういう形で目指されているのかなっていうのを、もうちょっと具体的

に教えてもらえたらすごく助かるなと思っていますので、ちょっと教えていただければ助

かります。お願いします。 

○池田こども教育担当課長 
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 こども教育担当課長の池田と申します。 

 今ご質問がありました、ネウボラというところですが、フィンランド語で「相談する場所」

というのが一つあります。フィンランドでは相談する場といいますか、ネウボラを、1人を

保健師さんが生まれたときからずっと継続して見ていっておられて、子育て支援を継続し

てやっておられます。大阪市でもその考え方を取り入れまして、大阪市版ネウボラというと

ころで、特に、生まれる前から就学前までのお子さんに対していろんな、顔の見える環境を

つくっていくということを進めております。大正区ではそれをさらに、妊娠期から 15歳ま

でのお子さんに対しての切れ目ない支援をしていくということを目指して、大正区版ネウ

ボラに取り組んでおります。 

具体的な取り組みに関しましては、妊娠期から、特に 3 歳児までは乳幼児健診等がござ

いますので、そこで関係性をつくっております。4・5 歳のところが今、健診等がございま

せんので、新しく就学前こどもサポートネット事業というので、保育所、幼稚園に在籍して

いるお子さん、また、どちらにも所属のないお子さんを確認をしまして、いろんな支援につ

なげていっております。また、小学校から中学校に関しては、こどもサポートネット事業と

いうので切れ目ない支援をしております。 

 簡単ですが、以上になります。よろしくお願いいたします。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 姉川委員さん、分かります？ 今の意見で。 

○姉川委員 

 何となく分かりました。 

 これちなみに、大阪市全体のネウボラっていうのがもともとあるってことですか。 

○池田こども教育担当課長 

 はい。大阪市でもネウボラってやっております。 

○姉川委員 

 素晴らしい。全然知りませんで、すいません。 

○池田こども教育担当課長 

 またそれこそ、広報させていただくように心掛けます。ありがとうございます。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、公募の南委員さん。何かございませんか。 

○南委員 

 すいません、質問の前に、この流れがいまいち分かってなくて、これ、事前説明会に行っ

てたらちゃんと分かってたんですかね。一応全部目通してきたんですけど、今の質問タイム

も、どこに対する質問やねんっていうのも全然ぴんとこなかったので、一番に当てられたら
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どうしようと思いながらずっと聞いてました。なんかもうちょっと若い人でも誰でも分か

るような感じにならへんのかね、この会議。非常に聞きづらいなと思いながら今、参加して

おります。 

 僕も、生まれも育ちも、途中で出ましたけど、今も三西に住んでます。生まれも育ちも三

西で。ただ、昔から防災、ああ何かやってはるな、ぐらいの感じはずっと感じたんですけど、

一切そういうイベントに参加したこともないですし、やらなあかんなと思ってるわれわれ

の世代が一切そこに参加できてないっていうところをほんまに、情けない話でもあるんで

すけど、いつやってんのか分からへんし、近所でやってるでって言われても、多分今のまま

じゃ行かないですよねっていうところ。これ多分、周知だけの話じゃない、案内だけの話じ

ゃないのかなと思うんですけど。いくら案内されても行かへんもんは行かへんでっていう

話なので、それをどうこっち向けるかっていうところが重要なんじゃないかなと思うんで

すが、そこについて何か考えをお持ちでしょうか。Facebookとかでやはり周知はできるの

かもしれないですけど、見ても行かへん人がほとんどやと思うので。隣の人と顔がとかいう

話もさっき出てましたけど、僕ら世代、隣の人の顔も知らんわみたいな話がほとんどになっ

てくると思うので。せやったらこれ、もともとの話がこれ、防災につながれへんのちゃうか

なっていう気はしてますが、いかがでしょう。何かありますでしょうか。 

○古川区長 

 よろしいですか。今のお話っていうのは、地域活動を行うための永遠の課題です。おっし

ゃるとおりなんです。これが、隣が何をやっているか分からん、あるいは地域活動に興味な

い、あるいは興味はあっても情報がない、こういう言われ方がずっとありまして、この区政

会議を通じて、周知というのがかなりの側面を占めるというのはわれわれも認識していて、

もう本当に、例えばこういう「こんにちは大正」って読んだことありますかね。 

○南委員 

 あります。 

○古川区長 

 ありますか。良かったです。これを私が住んでるマンションでは、たまにチラシ受けがい

っぱいになってて捨てられてたりするんですよ。すごく胸が痛みます。私これ、本当に隅か

ら隅まで一緒につくってるんです、スタッフと。なので、周知にも限界がある。つまり、町

会に入らない人がいるっていうのと同じ問題なんです、これって。なので、町会に興味がな

い、それは町会が悪いのか、その人それぞれが興味ないのか、本当に分からないんです。永

遠の課題で、どんな形でも周知が行き届いて、一人でも多く参加してもらいたいというのは

区役所の行事も同じですし、町会の皆さまも、町会に入会を促進している皆さまの気持ちも

全く同じです。なので、永遠の課題なんですが、南委員だったら何にまず着手すればいいと

思いますか。逆に教えていただけると助かります。 

○南委員 
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 具体的な案はないですけど、ここにまず、僕がここに座ってるのも、ものづくりイベント

とか工業会の仲間とかに誘われてというか、こんなんあるよっていうのを聞いて。多分、こ

れを「こんにちは大正」で公募やってますよって見ても、絶対応募してないと思うんです。

ということは、やっぱ誰かに誘われたり、知ってる人がおったりっていうことがない限りは

参加しないんだなっていうところなので、そういうネットワークのあるところに働きかけ

ないといけないのかなと。僕らであれば工業会の青年部とか、すごい活発に動いたりするの

で、そういうところで、誰かが行ってる。一緒に行こうぜっていう話にならない限りはきっ

と行かへんやろうなっていうことが考えられるので、そういう団体から攻めていくべきな

のかなとか。 

たしか角元さんが質問したんかな、どんなんがあるみたいな。いろんな団体があると思う

んです、飲食店組合とかそういう。筋原区長のときにその辺を仲良くさせようとして一回失

敗したみたいな経緯もあったとは思うんですが、正直、うちの工業会も年配の会長さんがず

っと長期政権を握ってたりとかするところがあるので、そういうところが原因なのかなと

思ったりなんかもするので、もうちょっと若い世代のそういう団体に働きかけていくのが

大事なのかなと。 

ここで言うべきじゃないのかもしれないですけど、いろんな各団体に大正区さんから、行

政さんから、若返れよっていう発令をしていただけないかなと。われわれ若手が頑張ろうと

思っても、なかなか上が詰まってて、どの団体もそうやと思うんですけど、なかなかわれわ

れ動けないところがあったりするので。これ、どっかから号令かけてもらわないと変われへ

んのかなって思ったりするので。本当に参加者を増やす情報発信を活発にする。正直、僕、

この資料全部読ませてもらって、若返ってないからやでって全部思ったんですけど。若いリ

ーダーをつくらない限りは、きっと一生変わらんのかなって思います。なので、できればそ

ういう大号令をかけてもらって、若いリーダーをつくってもらう、何かお助けをしていただ

けたらうれしいなと思っております。 

○古川区長 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

 前回の区政会議で、角元委員、石田委員からも同じようなご意見がありまして、まさに引

っ張り上げてくれと、若い世代を。それで、自発的に担い手が発生していくのは難しいって

いうのは、確かにこれも永遠の課題です。だから、今の会長さんたちに引っ張り上げられる

人もいれば、こういう団体の中から上がっていく人もいると思うので、そのいろんなチャン

ネルを使わなきゃいけないっていうのはおっしゃるとおりだと思います。なので、われわれ

区も頑張りますが、各団体の皆さま、あるいは地域の会長さんもともに頑張っていくという

ことしかないのかなと思っております。 

 ご意見ありがとうございます。 

○南委員 
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 頑張ります。今日は角元さんが副議長になってすごく喜んでおります。若い人が。 

 ありがとうございます。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは地域のほうから、社会福祉協議会、大石委員さん。何かございませんか。 

○大石委員 

 すいません、いろいろ皆さんのご意見聞かさせていただきまして、身につまるものが非常

にございました。特に今、南さんのご意見の、若い世代という意味合いのものってのは本当

に区長さんおっしゃったように、永遠の課題っていうか。確かに長期政権という意味合いで

捉えると弊害があるっていうことも実際分かってはいるんですけども、なかなか変わって

いただける方がいてないというか、変わりたくても変われないという事情があって続いて

るっていうことがかなりあるんです。 

それと、どうしても若い世代を、一緒に何かしようとしたときに、年寄りはどうしても、

保守的といったら語弊があるんですけども、やはり先輩がやったことを、同じことをプラス

アルファぐらいまで何とかやりたいっていうことが、行動を起こすんですけども。若い人か

ら見たらもうまどろっこしくて仕方がないと思うんです。そういうところでなかなか意思

の疎通っていうか、うまいことコミュニケーションが取れないと、どちらが身を引くかとい

うと、先ほどもおっしゃったように若い方が身を引いてしまう。もう行けへんわと。私らな

んかでもいろいろ地域の区政をさせてもらってる中で感じることはあるんですけども、昔、

田舎のほうだと青年会というのが多分、今こそ地方に行けばかなり活発に活動されてると

こあると思うんですので、大阪市内、大正区で若い方が活動してるっていうのは、あまり聞

いたことない。各企業体であるとか、事業で何々会とかいう、業界の中では青年会っていう

のがあると思うんです。ところが、その青年会の方が、じゃあ地域に何か協力して一緒にし

ようかっていうのが、今でもまだまだそこまでいってはない。特に、そういうような組織が

地域、地元にないと、なかなか私らで言うとこの 70過ぎた世代が 30代、40代とかに声を

かけるっていうのがなかなか難しい。それが本当に、次に引き継いでいかないといけない課

題だと思うんです。若い人向けの行事というのも、私ら来ていただいて、実際に私らは、若

い子はこんなんもしたいんだっていう形で出していただけたら協力できる体制はつくりた

い。今はこっちのほうから、どうしても頭がもう硬くなってるんで、若い人も喜ぶ行事であ

るとか、やり方であるとかっていうのがなかなかぴんと、そこまで踏み込めない事例もあり

ます。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 時間に限りありますんで、まだ何人かの方、ご意見頂いておりませんが、後日ご意見シー

トでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
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 それでは、これにて第 1議案を終了させていただきます。委員の皆さんにより、大変貴重

なご意見頂いたと考えております。これらの意見を基に、令和 4 年度大正区運営方針の策

定に生かしていきたいと思います。 

○佐々木政策推進課長 

 議長、ありがとうございます。 

 本日、皆さまから頂いたご意見、また、事前質問にて頂いたご意見も併せて精査いたしま

して、令和 4 年度の大正区運営方針に、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。 

○竹村議長 

 それでは次に、議事に移らさせていただきます。【議題】2「大正区将来ビジョン 2022」

進捗（しんちょく）状況に、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「「大正区将来ビジョン 2022」の進捗状況について」ご説明させ

ていただきます。 

 これは【書類番号 3】「「大正区将来ビジョン 2022」の進捗状況について」をご覧いただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。大正区将来ビジョン 2022というものは、平成 30

年度から、おおむね 5年間の、区長が区政を預かる立場として、また、区内の子どもたちの

教育、子育てについても考える立場として、大正区が抱えるさまざまな課題に対してどのよ

うに対応し、どのような大正区を目指すべきかを区民の方々に明らかにしてるものでござ

います。将来ビジョンでは、区政運営のテーマを分野別に分かりやすく見える化するために、

5つの柱を設けて各論をまとめているところでございます。具体的に、時間も関係もありま

すので【書類番号 3】を、ざっと事業概要を説明させていただきます。 

 まず、構成的には、左側のほうに「現状と課題」、そして真ん中に「施策目標」、右側のほ

うに「施策目標の達成に向けた取り組み及び達成状況」を書かさせていただいておりますが、

時間の関係もございますので、右側の施策概要的なところを簡単にご説明させていただき

ます。 

 1つの柱といたしまして「誰もが健康で安心して暮らせるまち」という柱がございまして、

これに対して 8 個の施策で構成している状況でございます。その 1 つが「地域福祉ビジョ

ンに基づく福祉の推進」ということで、学識経験者や専門家から構成される地域福祉推進会

議というものの専門家のご意見を頂いて、区の福祉の施策の方針を決定していく事業でご

ざいます。 

 2つ目につきましては「地域包括ケアシステムの構築」ということで、医療と介護、介護

予防、住まいおよび日常生活の支援を一体的、包括的に確保する体制を構築する事業でござ

います。 

 めくっていただきまして、2ページ目になります。これ、3番目の施策として「要援護者
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支援システムの構築」というものがございまして、いわゆる高齢者や障害者など、助けを必

要とする方の名簿、要援護者名簿を活用して、日々の見守りや災害時の避難支援の体制を構

築する事業でございます。 

 4番目の施策として「総合的な相談支援体制」という形で、1つの課題ではなく、複合的

な課題なり、また、いろんな制度のはざまで支援が届かないことのないように、市関係機関

や地域住民とも連携して相談支援体制を充実する事業でございます。 

 めくっていただきまして、3ページ目。5つ目として「障がいのある方へのサポート」と

いう形で、大正区の地域自立支援協議会というものを設置して、そういったところでいろん

な事例を通じて情報共有して、地域における障害のある方への支援体制を充実させていく

事業でございます。 

 6つ目「健康寿命の延伸」ということで、これについては、自らの健康は自ら守るという

意識を、自覚を高めることで、健康講座や訪問指導を行ってる事業でございます。 

 めくっていただいて、4ページ目になります。7つ目「適切な生活保護の実施」という形

で、生活困窮者相談支援窓口や、地域包括支援センターを活用して自立を促す適正な支援を

実施してる事業でございます。 

 8つ目「人権の尊重」ということで、お互いの人権を尊重する人権啓発の事業を行ってる

ものでございます。 

 めくっていただいて 5ページ目からは、2つ目の柱になっております。これは「快適で安

全なまちへ」という柱で、3つの施策で構成されております。 

 1つは「災害への備え」ということで、地域の自主防災組織づくり、自助・互助・共助の

意識を高めるという形で、地域防災の向上を図る事業でございます。 

 2つ目「防災対策」ということで、地域や関係機関とも連携して、地域の防災意識の向上

と自主防犯活動を推進している事業でございます。 

 めくっていただきまして、6ページ目。3つ目「空家等への対応」ということで、空家等

の除去などの是正、また、利活用、空家の利活用を促進して、町の環境改善につなげる事業

でございます。 

 続いて、3つ目の柱という形で「次世代の未来が輝くまちへ」ということで、これは 6つ

の施策で構成されております。「子育て支援の充実」ということで、これも先ほど説明させ

ていただいた、大正区版ネウボラを構築するために、支援が不十分な 4歳・5歳児の健康状

況や生活状況を保健所、幼稚園とも連携して支援体制を構築する事業でございます。 

 めくっていただいて、7ページ目の 2つ目「学校選択制の充実」ということで、大正区で

は小学校、中学校ともに区内全ての学校を選択できる自由選択性を実施している事業でご

ざいます。 

 続いて「学校の適正配置」ということで、どうしても人口が少なくなって、1学年クラス

というようなところではなかなか教育環境も充実できないということで、適正配置の対象
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校が、大正区では 6校ございます。それを地域、保護者、学校、区役所が一体となって今後

の方向性を検討する事業でございます。 

 めくっていただいて、8ページ。4番目の「生活習慣の改善」という形で、食生活、生活

習慣に対して情報発信を行い、特に児童・生徒の健全育成を図る事業でございます。 

 「問題行動への対応」という形で、これについては、いじめ、暴力、不登校などの課題の

ある生徒、児童に対して、学校、区役所、関係機関ともに連携して、全ての家庭が安心して

子育てできる環境をつくっていく事業でございます。 

 9ページ目について、6番目の施策として「こどもの貧困対策」という形で、いわゆる支

援が必要な子どもに対して、教育的な支援なり福祉的な支援や地域との関わりなどにつな

げていく事業でございます。 

 続いて、4つ目の柱として「活力ある元気なまちへ」ということで、2つの施策で構成さ

れております。これは、公民連携で実施している事業とか、尻無川の河川広場の

TUGBOAT_TAISHOなどを拠点として、町の活性化を図っている事業でございます。 

 めくっていただきまして、10ページ目。2つ目の施策として「ものづくり企業の活性化」

という形で、区内企業と区民との交流も通じて、ものづくり企業の活性化や地域の活性化、

地域の課題解決に向けて取り組んでいる事業でございます。 

 めくっていただきまして、11ページ目。最後の柱、5つ目の柱として「「区民が主役」の

まちへ」という形で、4つの施策で構成されております。 

 1つは「地域活動の活性化」という形で、地域活動協議会に対する財政的支援なり機能的

支援を継続して実施して、地域コミュニティの充実を図る事業でございます。 

 また「区民ニーズの把握」という形で、無作為抽出した区民に対する区民意識調査などを

実施して、区民のニーズ、意見、評価を適格に把握して事業に反映していくものでございま

す。 

 3つ目といたしまして「情報発信・伝達力の強化」ということで、区の広報誌での広報な

り区のホームページや SNSでの情報発信を行っている事業でございます。 

 最後、4つ目として「窓口サービスの充実」ということで、来庁者のニーズを踏まえて快

適で利用しやすい区役所となるように、利用者の視点に立ったサービスの充実に取り組ん

でいるところでございます。 

 これら 5つの柱、そして、23の施策で構成されております。これの施策が、来年度が最

終年度になっているところでございます。現在、進捗（しんちょく）が達成しているものも

あったり、まだ達成できてないものにつきましては、問題点や課題等も整理して記載をして

いるとこでございます。これらの現在の進捗（しんちょく）状況なり課題や改善点等につい

てご議論いただければ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。 

 私のほうからは以上でございます。 

○竹村議長 
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 ありがとうございます。 

 ただ今、区役所から説明がありました「「大正区将来ビジョン 2022」進捗状況について」

の質問、意見を受けたいと思います。何か質問、ご意見がございませんか。 

○角元副議長 

 ちょっと、この議題から外れてるかもしれないんですけども、この区政会議っていうのは

年 4 回とか 3 回とかっていうのは、条例とかで決まっているんでしょうか。例えばそれ以

上、月 1回やってもええよとか、そういうなってあるんでしょうか。 

○佐々木政策推進課長 

 回数については、恐らく指針では、2回以上は実施というような形になって、別に 3回に

しなさい、4回にしなさいというところはございません。現在は皆さんのご負担等もありま

すし、資料と議題の準備というところもございまして、4回を実施してるというようなとこ

ろでございます。過去からは 3 回から 4 回にして、時間も、前は多分 1 時間半ぐらいやっ

たのを 2 時間とかいうような形で伸ばしていったりしておりますので、その辺りはまた皆

さまのご意見等も頂いて、変更は可能かなとは思っております。 

○角元副議長 

 分かりました。皆さんから総スカン食らうと思うと思うんですけど、例えば月 1 回やり

たいんです、皆さんどうですかとかっていうのもあると思うんです。今のこの将来ビジョン

を説明していただいたとしても、一言一句理解してる人は多分いてないと思うんです。それ

を考えると、いろんな部署があって、いろんな課があると思うんです。その課の出してる議

題っていうのを月 1 回、この課の問題点について今回は取り組みますので、事前に読んで

くださいっていうんやったら、区別してやってるほうが入りやすいんちゃうかなと思いま

した。4回やるっていうことで、区長の代が切り替わったちょうどはざまやと思うんですけ

ど、先ほど南さんもおっしゃったように、見てて、いや、これいいねん、合うてんねんけど、

そっからどう質問したらええねんみたいな、そんな、初めて来られた方は思たりすると思う

んですよね。だから、その辺は工夫が必要なんかなっていうふうに思います。例えば、私が

この期で終わったとして、次回に行ったとしても、新しく入ってきた人がまた同じこと繰り

返したら、結局繰り返しやんけっていうことになると思うんで、ぜひこの 2年間続く中で、

より発信しやすい、理解しやすいっていうような、区政会議の中身を変えれるきっかけをつ

くっていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、皆さん、いかがでしょうか。 

（拍手） 

○角元副議長 

 1人だけ。ありがとうございます。 

 なかなか書類も多くて、事前に見るっていうのは負担というか、結局見落としてたりとか

すると思うんです。であれば、もうちょっと省略して、ペースを増やせるのなら増やして、

月 1 回で 1 時間だけでぎゅっと凝縮してやろうやっていったようなことをやっていっても
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いいのじゃないかなというふうには思っております。 

 以上です。 

○北川委員 

 いろいろとご意見お聞きしておりますけども、ちょっと今の本題とは離れてるんですけ

れども、とにかく大正区、よそから入ってきて、例えばドライバーが大正区通ったとき、あ

あ、大正区はちょっと違うなというふうな、まず安心、安全のまちづくりから、誰が見ても

分かるようなことをまずやっていったらどうかなと。  

私思いますのは、まず自転車におきましても、今、前かご付いてない自転車ってほとんどな

いと思います。ほんで、という形で今、だんだんこれ冬場に入ってきたら、夜なってきたら、

5時過ぎるともう暗くなってきて、あっちのほうに自転車、お年寄りの方もたくさん乗って

ますし、私らの三西地区でも 70歳以上が 800人おるんですよね。そういう中で、提案なん

ですけど、腕章、蛍光塗料の腕章、あれ、ただ刺してピンで留めとったらやりにくいんで、

ゴム式にして、挟む、下から取れるというようなやつを、例えば 70歳以上の人にみんな付

けてもらったら、歩いとったら、ドライブして、みんな見たら光ってるないう形で、ごっつ

い交通安全にも、いろいろ防犯、防災にもなりますけれども、そういう面で、見た目で分か

るともう、すぐにみんな。ここ入っていったら分かるのは、例えば交差点、この大正区役所

前の道路、右折れするときの線が全然消えてますわね。全然分かりませんわ。だから手前で

止まる人、前のほうで止まる人、前から来ることも危ないし、ものすごく危険、交通事故の

元になってますわ。そういうのもあるんで、そういうとこまず見てもらって、そういう要所

要所まず直してもらったりすると、余計外から入ってきた人がよく分かるんかなと思いま

すけど、どんなもんでしょうか。 

○大津地域担当課長 

 腕章の件については、貴重のご意見ありがとうございます。今、即答しませんけども、ご

意見として承りたいと思います。 

 道路の表示とかの件なんですけども、今、通学路に限ってなんですけども、大阪市通学路

交通安全プログラムっていうのがありまして、子どもが通う通学路に関して、年に 1 回各

学校、地域などを点検をさせていただいて、例えば今おっしゃったように、止まれの線が消

えてるとか、横断歩道の線が消えてるとかいったところを指摘していただきまして、警察の

方や建設局、工営所、各関係の皆さまにご協力いただきまして、できるとこから順次改善し

ていってるところでございますので、そこは引き続きやっていきたいと思っておりますん

で、よろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 あとすいません、角元委員の、区政会議の活性化の件につきまして、われわれも、皆さん

のご負担等もございます。これの資料全てを全部、隅から隅まで見てご意見を頂くというの

は相当無理があるものかと思っております。そういうことで、皆さまの、いわゆる興味があ
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るいいますか、得意分野等について見ていただいて、こんだけ12名の方がおられますので、

全員がそろえば全体が網羅できるっていうこともあるかと思いますので。 

あと、回数がどうこうは、またその辺もご意見頂戴したいなと思いますけれども、活性化

の在り方、進め方っていうとこについては、これもいろいろ工夫をしていかないといけない

っていうのは認識をしております。1つには、これらについては全ての事業を網羅的になっ

ておるので、なかなか議論が拡散してしまうというとこもありますので、この間テーマを決

めて、その 1 つに絞って議論を 1 時間ぐらいするっていうようなこととかもやったり、行

ってるとこもございますので、今後もどうしたら皆さんのご意見、活性化するのかというと

ころも検討させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○堀江委員 

 よろしいですか。 

 せっかく角元副議長がおっしゃったんですから、角元副議長主体でもう区役所抜きで下

打ち合わせするなり、そんなんどんどんしたらいいです。ほいで、その意見をここへ持って

きて発表するとかそういうことを、今おっしゃっとった、若い方のリーダーの方しかできな

いことですからどんどんやっていただいたら、われわれは協力もちろんさせていただきま

す。地域のこと分かる方、だいぶおられますから。どんどん遠慮せんとリーダー執っていた

だいて、また地域の方もこんな話やってるよと、反対に皆さんが地域へ戻って、区政会議こ

んなんしてはるとか、こんな意見言いたいんやけど、どうやとかいう話を、町会長会議だけ

やなしにいろんな会議で、青指の方、こども会、いろいろあると思いますんで、各地域に。

そこらでどんどん発信していただいて、やはりこども会を活性化して大きなって、こども会

の方が、今のその中から、今おっしゃるように若返りで、町会長されたり連合会長したり、

社協の会長していただいたらどんどん発展していくと思います。それが活性化や思います

んで、遠慮せんと引っ張っていってください。 

○角元副議長 

 分かりました。 

○堀江委員 

 それとついでですが、2時間の会議するねんから、お茶か水の 1本ぐらい出してください

な。 

○南委員 

 賛成。 

○堀江委員 

 ほんま会議でえらい時間、みんな恐らく緊張して喉渇いて、角元さんは分かってるから自

分で持ってきてはって。そういうことですから。水の 1本ぐらい用意して、それぐらいのこ

とはしてください。 

○南委員 
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 ちょっとだけいいですか。 

 先ほど、大正区に青年会みたいなんがないっていう話もあったので、区政会議青年部みた

いなんをつくったら駄目なんですか。そういう、今の今まで一切なかったんですかね。てい

うか、ここの情報が漏れたらあかんとか、そんなんは別にないんですかね。なので、せっか

く副議長に若い角元さんがなったんで、角元さん中心に、ここの中でも若い人、さらにはほ

かの、ここ以外の若い方も巻き込んで、こんなんやってるで大正区っていうところを周知し

ながら、もっとこうしたらいいのにって話は、ちょっと月 1やるかどうかは別として、僕も

いろんな会議やってちょっとしんどいですけど、そういう設えというか、そういうことがあ

ってもいいのかなと。正直、僕らもただ集まるだけやと、ただの飲み会になりかねないので、

そういうちゃんと区政の、何か区政の役に立つように若手で集まってますよみたいな、そう

いう枠組みが頂けるのであれば何か動きやすかったりするのかなと思ったりするんですが、

いかがでしょう。やれるかどうかは別として。 

○古川区長 

 せっかくの提案なので。若返り、あるいは担い手探しの一助としてできることはやってい

きたい。ただ、条例設置の会議なので、すぐに青年部つくりますとかなかなかできないんで

す。なので、角元副議長や南さん中心に、一回非公式な感じで集まっていただいて、ちょっ

と議論していただいたらどうでしょうか。もちろん、区役所の会議室とかお貸ししますし、

そういうのから始めていただいて、翌年度の区政会議発足のときにそういう発案をしてい

ただくというのはありだと思います。なぜかというと、今は年齢層で区切るみたいな、ちょ

っと横で切るみたいなお話でしたけど、区によっては縦割りで、福祉部会みたいなの持って

たり、教育部会持ってたりとか、区政会議の下に部会をつくっているところもあるんです。

だから、そういう形の別の集まりをつくることは条例違反ではないので、任意というか、正

式に皆さんで合意すればできますが、今日の今日、急にというのはなかなか難しいと思うの

で、また下地としてそういう活動を続けていただいたら、私どもとしてもありがたいです。 

○南委員 

 ありがとうございます。 

○角元副議長 

 前回の会議のときに、初めて来られた方は参加されてないんですけども、この区政会議メ

ンバーで何か発信させるような団体つくられへんのかっていうことを提案したんです。そ

のときに、条例で、区政会議のこのメンバーで何かをするっていうことを、大正区の方がバ

ックアップすることはできませんっていう話、それは条例として区政会議委員はでけへん

っていうことをおっしゃられたんですけども、先ほど南委員がおっしゃられたように、若手

だけで絞るっていうよりは、有志で参加したいっていう方を集めて、任意で区政会議に挙げ

る議題を挙げるための団体っていうのはつくってもいいんちゃうかなっていうふうに思い

ました。非常にいい意見やなと思いました。 
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 以上です。 

○竹村議長 

 ほかにどなたか。仲田さん、何か意見ございませんか。 

○仲田委員 

 2 ページに載ってます、要援護者支援システムの構築っていうところなんですけれども、

これに要援護者の名簿、民生委員は毎年これを頂いてるんです。それで、やっぱり個人情報

がありますので、すごく大事にしてますし、入れ替えのときは全員前の分を集めてお返しし

て、それで新しい分を頂くというふうに、すごく大事に大事にしています。それで、ここに

書いてあるように、体制が整った地域にはこれを渡していくというようなことは書いてあ

るんです。令和元年度は 2地域、令和 2年度は 1地域、令和 3年度は見込みとして 4地域

って書いてあるんですけど、この 4地域はもう達成してるんでしょうか。 

 それとこの、地域団体にも提供していきますって書いてあるんですけど、この地域団体っ

ていうのはどの辺まで――今は民生委員だけが頂いてるんですけど、この地域団体ってい

うのはどの辺までお渡しするんでしょうか。 

○嶋原保健福祉課長 

 すいません、ご意見ありがとうございます。保健福祉課長の嶋原です。 

 まず、今いただきました地域団体につきましては、まちづくり実行委員会さんと協定を結

ばせていただいてる状況になっております。まちづくりさんですと、各種団体さんがもちろ

ん構成団体にも入られておりますので、それと大阪市のほうの認証というところもありま

すので、今現状、大正区ではまちづくり実行委員さんと協定を結ばせていただいてるところ

でございます。ご意見頂きましたように、民生委員さんの方には各地域、全地域に名簿のほ

うをお渡しさせていただいておりまして活動のほういただいている状況でありますので、

そこはすごくありがたく思っております。 

 それから、協定書の締結状況なんですけども、4地域結ぶ方向で今、調整をさせてもらっ

てまして、既に結べてるところもあります。この 1 月目標に 1 地域また増えるというとこ

ろでもありまして、3地域、その部分で言いますと、協定がもうほぼ結べていける方向にな

っていくのかと。あと 1地域につきましては今現状、調整をしてるところですので、まだ確

定というところではありませんが、できるだけ多くの地域の方に名簿のほうお渡しさせて

いただきたいなとは思っております。ただ、もちろん、この名簿につきましては日頃の見守

り、まず中心にしていただきまして、それが、もし災害等起こったときにも、言うたら助け

になっていければというふうに考えておるところではあるんですけども、やはり各地域、見

守りの仕方であったりとか置かれてる状況っていうのがそれぞれあります。やはり今、マン

パワーの問題とかいろいろと出たところの話もあるかとは思うんですけども、やはりなか

なか一律に同じ方法でっていうのは難しいんかなというふうに思っておりまして、そこは

協定を結べたところから徐々に区役所、それからこの事業のほうの社協さんのほうも、委託
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を含めて協力いただいておりますので、そういうところも含めて一緒に、見守りの仕方も含

めて一番地域に合った形といいますか、できる形でしていければいいのかなと。一足飛びに

全てが全部結べたからできるっていうもんでは、これはないと、区役所のほう思っておりま

すので、これは一歩ずつ進めていければ、地域のためにもいずれなっていくものと思ってお

りますので、一緒にご協力いただけたらありがたいと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

○竹村議長 

 仲田さん、よろしいでしょうか。 

○仲田委員 

 はい。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは松村委員さん、何かございませんか。女性会の。 

  

○松村委員 

 すいません、今、仲田委員さんがおっしゃったように、一応援護者の訪問とかするんです

けれども、やっぱり本人に民生委員が行きますよとかそういうのが伝わってない方がいて、

やっぱり心配なのでこちらが声を掛けても、何でっていうような不思議なような感じを受

ける方もいて、私たちは個人情報を守るためにあんまり大げさにはしてないんですけれど

も、そういう連携がなかなか取れてないので、ちょっと動きにくいことがあるので、やっぱ

り民生委員とか町会の方が周るとか、そういうことをはっきり進めていただきたいと思い

ます。 

○村田副区長 

 松村委員、ありがとうございます。 

 先ほど嶋原のほうから申し上げたとおり、各地域によって見守りの方法って全然変わる

と思うんです。町会単位で、町会長さん中心に周りに見守りしはるっていうところもあるで

しょうし、ネットワークさん、見守り推進員さんが中心になって、何人か有志と一緒に周る

ということもできると思います。ただ、相手さんのお年寄り、あるいは障害持ってはる人っ

ていうのは、それぞれ全然変わってくるんです。松村会長おっしゃるように、確かにそうや

と思うんです。来てくれんと不安で不安で仕方がないから、もうしょっちゅう来てという人

もいてるでしょうし、窓越しで誰来たんやいう感じの人もいらっしゃると思うんで、それは

もうできる人から、できることからしたらええんちゃうかなというふうに、ほかの地域でお

っしゃってる方もいらっしゃいます。例えばスーパーに、なかなか会うてくれへんねんけど

も、スーパー行って買い物ちゃんとしてはるよね、ちょっと最近足取り悪いよね、というと

ころの見守りというのも多分あると思うんです。そういうところから見守りというか、関わ
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りというのをしていったらええんちゃうかっておっしゃってる地域もいらっしゃるんで、

各地域どんな形で見守り、それぞれやり方は違うと思うんですけども、こんな感じでしては

るよというのをまた紹介、われわれのほうもできたらなと思います。民生委員さんだけで周

るっていうのは非常に大変ですんで、プラスの地域の皆さまのお力っていうのは必要かな

と思いますんで、また一緒に研究というか、一緒に連携をしたいとは思いますんで、よろし

くお願いします。 

○松村委員 

 ありがとうございます。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 時間にも制限がありますので、発言できなかった方は後日、またご意見シートで提出をお

願いしたいと思います。 

 将来ビジョン、区の施策の最も基本となる道しるべです。今、各委員さんからお聞きした

意見を踏まえ「将来ビジョン 2022」の達成に向けて、取り組み進めてください。 

○佐々木政策推進課長 

 ありがとうございます。 

 今回ご意見頂いた「将来ビジョン 2022」なり区政会議の在り方等のご意見を頂いてお

ります。将来ビジョンは来年度が最終年度ということになりますので、今回のご意見も踏ま

えて、来年度の「将来ビジョン 2022」の達成に向けて取り組むとともに、また、次回の将

来ビジョン、「大正区将来ビジョン 2026」というのも作成する必要がございます。これに

ついても先ほど説明ありましたように、計画の立案段階から皆さまのご意見を頂戴したい

と思っておりますので、またそのときはよろしくお願いしたいと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、質問がなければ、本日予定されている議題は以上、全て終了しました。なお、

行政側よりオブザーバーとして出席いただいた警察署副署長ならびに消防署署長に、一言

助言を賜りたいと思っております。 

○矢野大阪市大正警察署副署長 

 ご苦労さまです。大正警察署の副署長の矢野でございます。 

 まず初めに、日頃より警察業務関しまして、皆さま方から多大なるご理解とご支援を頂い

ていることを感謝申し上げます。 

 前回出席した際、秋の交通安全期間中ということで、啓発活動のご協力をお話させていた

だきました。また今、委員の方から交通安全に関しましてお話をいただいたんですけども、

そのことも含めて、若干お時間を頂きたいと思います。おかげさまで大正区内の交通事故の、
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大きな交通事故の発生状況は若干減少傾向にあるんですけども、大阪府下全体の死亡事故

っていうのは、残念ながら神奈川県とともにワーストワンを争うような、非常に危機的な状

況にあります。特に、大正区内におかれましては、大正区内の事故の発生形態を分析します

と、昼間帯における自転車の事故はかなり多いです。ほかの区に比べて昼間帯の事故が多い

ということと、また、お話にもありましたように、夕方から暗くなる時間、もう冬ですので

暗くなるのが早いんですけども、暗くなる時間帯から夜間、また、早朝の時間帯の事故とい

うのもかなりあります。また、自転車だけに限らず二輪車、また、歩行者、また、高齢者の

方が被害に遭われるという事故もかなり多くあります。お話にありましたように、暗い時間

帯というのは反射材とかヘルメットを着用してもらったり、ライトを早くつけていただく

ように、このような啓発活動も行っております。大阪府下で、堺市でありましたら、条例で

ヘルメットの着用というのは強く推進しているところなんですけども、大阪府下全体にお

きましても、自転車におけるヘルメットの着用というのを推進しているところであります。

やっぱり頭部に外傷を加えられて致命的というな、すごく多いので、なかなか自転車でヘル

メットかぶってられる方ってのは少ないんですけども、これからはママチャリというか、普

通の自転車でありましてもヘルメットをかぶっていただけたら大変ありがたいなと思って

おります。 

 また、前回参加させていただいたときに交通安全運動のことをお話させていただいた以

外に、地域安全運動というお話もさせてもらいました。犯罪発生状況なんですけども、コロ

ナの関係からか、犯罪の発生状況というのは減少傾向にあります。また、年末にかけまして、

一昔前であればひったくりがあったりとか、路上犯罪、路上強盗というのが多かったんです

けども、ここ最近はひったくりもかなり減っておりまして、また、防犯カメラがいろんなと

ころに設置されたり、市民の方の防犯意識がすごく高まっておりまして、犯罪の認知件数が

減っております。しかしながら、コロナの規制緩和の絡みがあったり、年末、お酒を飲む機

会がかなり増えてくるかと思うんですけども、飲酒絡みの事件、事故とか、また、お酒飲み

はって路上で寝込んでということで、救急、消防さんにご足労かけるような、そういうよう

な事案も増えてくるんじゃないかなと思って、大変危惧しているところであります。 

 また、例年でありましたら歳末警戒ということで、歳末警戒の発足式などのイベントをさ

せていただいてるんですけども、コロナの関係がありまして、昨年同様、今年も歳末警戒発

足式は行いません。しかしながら、派手なイベントはいたしませんけども、制服とか私服の

警察官による金融機関警戒、また、特殊詐欺とかそれに類するような、高齢者の方を狙った

ような犯罪が増えてますので、各家庭に訪問させていただいて啓発活動を行ったり、また、

街頭犯罪、わいせつ事案というのもまだまだ発生しております。また、幼児や女性に対する

声掛け事案も発生しておりますので、制服の警察官とかパトカーのパトロールというのを

増やしていこうと考えております。われわれ警察だけの力で大正区内の治安を守るという

のは、当然無理なところであります。皆さん方をはじめ、地域の皆さん方のご協力があって
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治安が守れてるところであります。今後ともわれわれ警察が、各行政機関の皆さまとか町内

会の皆さまとか、いろんなところの皆さんに協力をお願いするところがあろうかと思いま

すけれども、今後とも警察の行政に関しましてご協力いただきたいと思います。本日はお招

きいただきまして、ありがとうございます。 

 大正警察署からのお願いは以上でございます。 

○竹村議長 

 矢野副署長、どうもありがとうございました。 

 大阪市消防局大正消防署石田署長、いかがですか。 

○石田大阪市大正消防署署長 

 長時間の会議、お疲れさまです。いつもお世話になっております、大正消防署長の石田で

ございます。 

 貴重な時間をお借りしまして、消防署から、すいません、情報提供のほうをさせていただ

きたいなと思いまして、本日は資料のほうをご用意させていただきましてので、ご覧いただ

ければと思います。また、資料の配布につきましては事務局にお礼申し上げます。 

 それでは、資料の 1枚目を見ていただけたらと思います。本日午前中に、北区で悲惨な火

災が発生しました。この資料ではなく、これは先月 29日に此花区の大規模火災、大規模倉

庫で発生しました火災の概要になります。消防局のホームページでアップされているもの

をご用意させていただきました。すいません、カラーではございませんので分かりづらいか

と思うんですけども、火災の燃焼状況とか消防隊の活動状況がお分かりいただけるかなと

思います。大正消防署からも消火隊、救助隊等々の車が、発生段階から連日昼夜を問わず出

動し、活動いたしました。発生から 5日目の、12月 4日に 3万 8,700平米という焼損で沈

下したということになってます。大正区内に目を向けて、こういう倉庫はあるのかというと

ころなんですが、船町のほうに 12万平米を超える大規模倉庫がございます。この火災を受

けまして、緊急に立ち入り検査を実施してまいりました。そこでは火災予防の徹底、火災の

早期発見、それと初期消火の有効性、これを徹底的に指導してきたところでございます。 

 次の資料を見てください。2つ目の資料なんですが、これは 11月 7日に実施しました一

日消防署長の資料になります。東京オリンピックに競泳選手として出場されました、大正区

出身の谷川亜華葉さんをお迎えして実施いたしました。本来でしたら皆さまと一緒に実施

したかったんですが、感染防止の観点といいますか、そこでやむなく無観客のほうで実施さ

せていただきました。堂々とした 18歳の女子高生で、消防隊の訓練も、指揮とか消火体験

をしていただいて、最後には区民の皆さまに向けて火災予防を呼び掛けていただいたとこ

ろです。この模様なんですが、過去になってしまうんですが、11月 9日の大阪の日日新聞、

それとケーブルテレビの全国のニュース枠で放送していただきました。この資料の右隅に

ベイコムアプリっていうQRコードがあるんですが、これ、無料のアプリになっておりまし

て、これをダウンロードしていただければ、現在でもそのニュース枠で放送されたニュース
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が視聴可能ですんで、もしよろしければご覧いただければと思います。それと、谷川さんを

モチーフにした火の用心のポスターも作成させていただきまして、ご協力いただいた区内

の 20 カ所余りの場所に提示させていただいております。また、今月の 23 日から、大阪シ

ティバスの車内にも提示させていただく予定となっておりますので、ご覧いただければと

思います。 

 消防署では 12月 1日から歳末警戒、実施しております。大正区内の巡回警戒とか出火防

止の呼び掛け、広報活動などを実施します。それと、防災スピーカーからの呼び掛けもさせ

ていただく予定としております。 

 最後になりましたけども、今年に入って発生した大正区内の火災件数は 14 件。これは、

平成の時代に入って 33年になるんですが、最も少ない件数と今、なってます。これは、区

民の皆さまの防火意識の、高く、また、火の用心、これを徹底して実行していただいてる成

果だと思っておりますので、引き続き火の用心、よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○竹村議長 

 石田署長、どうもありがとうございました。 

 皆さまには本日、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 

 議長、ありがとうございました。 

 先ほど石田署長のほうからありました、谷川亜華葉さんにつきましては、われわれ広報誌

の 1 月号に、この一日消防署長の様子なりインタビューもしており、特集を組まさせてい

ただきましたので、また 1月の広報誌のほうご覧いただけたらと思っております。 

 そして、本日配布に資料の中にご意見シートが配布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、ご質問等がございま

したらご記入いただいて、12月 24日、金曜日までにご提出いただきますよう、よろしくお

願いしたいと思います。委員の皆さまにおかれましては、今後、区政会議委員として 2年間

にわたり区政会議を支えていただきますことをまず、心から厚くお礼申し上げます。この会

議を委員と行政だけのやり取りではなくて、今日もありましたように、委員同士の議論も活

発にしていきたいと考えておりますので、何とぞご協力のほど、よろしくお願いします。 

 それでは最後に、古川区長のほうより、本日の議論を受けてまとめ総括をさせていただき

ます。 

○古川区長 

 長時間、ありがとうございました。いっぱいメモさせていただいたので、ちょっと座った

まま説明させていただきます。 

 まず、この区政会議そのもの、全体へのご意見について、お答えをしたいと思っておりま

す。今日のテーマだったのが「大正区将来ビジョン 2022」となってますけど、これ自体、
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私が着手したものではなくて、実は前の区長さまからずっと受け継がれたもので、最終年度

の議論をやっています。最終年度の議論なのに何でこんな資料が多いのかと思った方もい

らっしゃると思います。これは、大阪市の施策展開というのは、ものすごく PDCAってい

うのをしっかりやってるんです。なので、目標を立てたものがどのぐらい達成できたのか、

次の計画立てるときにそれをどう反省してどう生かすのか、これをしっかりやるのが大阪

市のすごくいいところなんです。私の前職場と比べても、びっくりするほど丁寧にやってい

ます。反面、それを繰り返し皆さま、市民の皆さまにお伝えしてご意見を頂戴し、反映する

のをやっていますので、おのずと資料が多くなるんです。このジレンマは私、こちらに来て

日々感じるところでございます。なので、仕組みとして分かりやすい資料作りというのは、

もちろん皆さまの共通意見としてあったと思いますが、場合によっては角元副議長がおっ

しゃったように、回数を増やして、あるいはテーマを絞ってやったらどうかみたいな意見も

確かに出てくる、これは当然だと思います。その辺、資料の訂正、あるいは会のテーマの絞

り方、工夫しながら、またこのメンバーで引き続きやっていけたらいいなと思っております。 

 それからあとは、地域の方々の中でどのように活動や何かを周知し、アピールして露出し

ていくかっていうご意見が全般にありました。これやっぱり、いつやっているのか分からな

いというご意見もありましたし、これに対して言えるのは、まず基本的な区の業務の周知と

いう点で、一番強力なツールは、この「こんにちは大正」でございます。全戸配布なんです。

つまり、町会に入っていない方にも届くというのが、ある意味画期的なんです。やっぱりこ

れは、行政にしかできないものでございます。この「こんにちは大正」をベースとした広報

をやっていかざるを得ない、というか、これが一番強力なツールなので、今後とも使わせて

いただきます。ただ、これだけだと口コミとか、あるいは若い人がこういうものをなかなか

読まない、ポストにあったとしてもポイっとしちゃうという、この現実もございます。それ

に対してどうしたらいいかということに関しては、これ、本当に一例でございますが、例え

ば泉尾東地域では「e-回覧」というのをやっていて、これはもちろん町会に入っている方が

ベースにはなると思いますけど、スマホに行事案内が届くんです。私も先ほどスマホ、LINE

で受信をしまして、「明日モーニングサービスやります」みたいな情報が入ってくるんです。

こんな形で、このエリア以外の方で工夫していただいて、若い人も参画しやすい工夫ってい

うのは本当に始まっています。なので、これを全地域に広げるような、いわゆるまちづくり

実行委員会ベースの支援というのを引き続きやっていかなきゃいけないなというのを痛感

しているところでございます。 

 それから、各論いくつかお答えします。外国籍の住民参加という話がございました。これ

につきましては、さっき担当課長からのお答えとは別にもう一つ補足がありまして、大阪市

では「やさしい日本語」という取り組みをしています。なので、日本語のすごく、主語、述

語、文脈が非常に難しい中で、どうやったら片言の人に伝わるかというのをやはり、やさし

い日本語を通じて伝わりやすくしようではないかという取り組みもしております。それか
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ら、区長会ではいつも議論になるんです。外国人の人にとっても、生野区長などを中心に、

分かりやすい多言語のチラシを作ってくれないかと、こういう話がいつも出ておりますの

で、こういう取り組みを横展開していくというのは、区長会としては一生懸命努力している

とこでございますので、注目して見ていただければと思います。 

 それから、ネウボラの説明の中で大変いいご質問を頂いたのですけど、大正区ならではの

ところは、切れ目がないというところで重点的にやっているところなんですけど、これの担

当課長からのご説明の中に「関係性」という言葉がありまして、私、それが一番だなと思う

んです。仲田委員などもお分かりだと思いますけども、福祉の世界って関係性でできてるん

ですよね。なので、見知らぬ誰かにどうですかって聞かれるよりも、やっぱり日頃見守り名

簿を作って、民生委員の方とか見守りネットワークさんとかが声を掛けていくのは一番効

いてくるということ、実効性があるというふうに、私も着任してよく思っておるので、先ほ

どご質問の中にありましたとおり、やはり支援者名簿を充実させていって、なるべく公的な

見守りを、目が届くような仕組みを、これからも 10地域全部に広がるように進めていきた

いと考えております。 

 それから、安全安心を感じる町にという北川委員のお話もございました。自転車、自動車

で大正区に入ってきた途端、安全なまちだなと思えたら、何よりも素晴らしいと思います。

警察署長さん、副署長さんとも話し合って、白線が消えてるとこはないかとか、きっちり調

べて。それから多分、交通安全協会さんとかがいろいろ取り組まれてると思うんですけど、

自転車の安全性の確保。大正区に来て本当に自転車が疾走しているのを、私はびっくりして

おります。東京よりも格段に疾走しておりますので、その辺を安全協会さんでも、施策の中

でもし取り入れられるものがあればやっていけるのかなと考えております。 

 各論ということではそんなところですね。ということで、今日はどちらかというと、ビジ

ョンという非常に取っ付きづらいテーマでやりましたので、お時間も足りなく、また、すご

く断片的になったことはご容赦いただきたいと思います。初参加の方はご存じないと思い

ますけど、今年度の第 1 回はテーマを絞って、まちの魅力アップはどうしたらいいかって

いうのを結構徹底討論したんです。だから、年間 4 回の中には徹底討論の日もありますの

で、そこもまた楽しみにしていただいて、そのときにたくさんご発言いただければと思って

おります。 

 以上でございます。本当、今日は寒い中お集まりいただきまして、長時間にわたりご意見

頂戴しましたこと、これを区政にしっかり盛り込んでいきますので、今後も引き続きよろし

くお願いいたします。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。 

 次回の区政会議は 2 月 25 日金曜日となっております。2 月 25 日金曜日となっておりま

すので、ご出席のほど、何とぞよろしくお願いしたいと思います。本日は大変遅くまで活発
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なご議論、ありがとうございました。 

午後８時 32分閉会 


