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令和３年度 第４回大正区区政会議 

 

令和４年３月 15日（火） 

午後６時 30分～８時 31分 

於：株式会社藤井組 大正会館 

 

午後６時 30分開会 

○大津政策推進課長 

 それでは、定刻になりましたので、ただ今から令和 3 年度第 4 回大正区区政会議を開催

させていただきます。本日は、公私何かとご多用の中ご出席をいただき、誠にありがとうご

ざいます。本日の司会を務めます、政策推進課長の大津でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 午後 6時 30分現在、区政会議委員定数 13名のうち、出席者は 11名となっており、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

条第 5項の規定により、本会議は有効に成立しておりますことを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同様、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施さ

せていただいておりますので、ご理解とご協力を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。ご多用中、こうしてお集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。今年 4回目の区政会議ということでございまして、委員さまも再任・改選が終わり

まして、新規の委員さんは 2回目の区政会議ということになります。かく言う私もまだ 1年

生でございまして、来月 4 月になるとようやく 1 年目を迎えるということでございます。

この間、私が着任してからは、ずっとコロナ禍と言われる中でございまして、着任した数日

で「まん延防止等重点措置」が出されて、区の食事サービスですとか、区民の方と直接触れ

合う行事が全部ストップするという中で、地域の方々が本当にお困りで、どうやって手を差

し伸べるか、支援が必要な方に手が届くかというところに苦心されてきた 1 年ではないか

と思います。このようなコロナ禍に翻弄される中においても、区政会議は 4回、しっかり対

面式で開催できました。たまたま開催日、設定した日がよかったのかもしれませんが、そん

な中で 4 回も充実した議論ができたことを、私は本当によかったなと思っております。こ

の区政会議の中では、ベースとなる議論として、まちの魅力アップ、あるいはにぎわいの創

出ということにつながるような議論を 1 年お願いしようではないかと、私が声をかけてや

ってきたところでございます。そんな中で、例えばですが、この後、私からご説明させてい

ただきますが、千島公園あたりを使った集客事業というか、まちの魅力アップ事業をやって

みたいということで、私、先ほど大阪市会で答弁をしてきたのですけれども、そんな形で、
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いよいよ事業が始まっていくところでございます。また、この区政会議の皆さまとも知恵を

出し合って、来年度の新規事業、盛り上げていけたらいいなと思っております。 

 本日の議題に関して申し上げますと、運営方針の案ですとか、予算（案）、事業・業務計

画書（案）という、非常にかっちりした堅苦しい資料がいっぱい並んでございます。こちら、

区政会議の招集の主旨みたいなものでございまして、この辺を原案の段階から区民の皆さ

まにお示ししてご議論いただくというのが、この区政会議のあるべき姿でございますので、

非常にきちっと堅い議論になってしまう資料が多いんですが、それでも少し取捨選択いた

しまして、見やすい資料に今回は作りかえております。その辺をお含みいただきました上で、

熱い討論をしていただけたらありがたいと思っております。 

 来年度予算に関しましては、こちらのベースとなるのが「将来ビジョン 2022」というの

が大正区にはありますけども、何だかんだいって前任区長のつくった骨組みなんです。それ

の最終年度が令和 4年度でございます。なので、私もその上で、私なりに重点化をしたいも

のにスポットを当てて今日の資料を作っているつもりでございます。その先の話になりま

すけども、恐らく同じ 4 カ年計画をもし作るとすれば、次に作る将来ビジョンは「2026」

という名前になるかと思います。仮称でございますが。この2026を作るとなった場合には、

先に区政会議の皆さまにご提示し、ご意見を頂き、実りあるものに練り上げていきたいと、

このように考えているところでございます。 

 本日も長時間でございますが、活発なご意見頂きますよう、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○大津政策推進課長 

 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、お手元に配布の資料ならびにあらかじめお送りさせて

いただきまし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をお忘れの方がいら

っしゃいましたら、予備をご用意しておりますので、お申し付けください。資料のほう、大

丈夫でしょうか。【書類番号 1】「運営方針」、2 番の「事業・業務計画書 抜粋版」、あと、

資料 4ですかね、「令和 4年 大正区関連予算 概要」というのがあるかと。 

 次に、本日の会議につきましては、全て公開とさせていただきます。本日の会議録や撮影

させていただきました写真等は、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。 

 大阪市消防局大正消防署の石田署長です。 

○石田大阪市大正消防署署長 

 消防署の石田です。よろしくお願いします。 
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○大津政策推進課長 

 大阪府大正警察署の矢野副署長です。 

○矢野大阪市大正警察署副署長 

 大正警察署の矢野です。よろしくお願いします。 

○大津政策推進課長 

 なお、小山市会議員につきましては、本日、公務によりご欠席とお伺いしております。出

雲市会議員、金城府議会議員、川岡府議会議員につきましては、ご到着、もしされましたら、

またご紹介させていただきます。 

 本日の議題につきまして、事前にお寄せいただいたご質問に対する回答を作成しました

ので、本日、机上へお配りしております【書類番号 3】「区政会議委員からの事前質問・意

見に対する回答」についてこの場で簡単にご説明させていただき、回答に対する不明点や再

度の疑問など、お気付きの点については各議題の際にご意見を頂ければと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に【書類番号 3】「区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」

をお手元にご用意ください。それでは、この書類につきましては、本日、皆さま初見ですの

で、読み上げをもちまして回答とさせていただきます。 

 まず、1番、「令和 4年度 大正区運営方針（案）」の資料をご覧いただいてのご意見・ご

質問ということで、柊委員よりご質問いただいております。 

 申し訳ございません、ただ今、金城府議会議員がご到着されました。 

○金城府議会議員 

 よろしくお願いします。 

○大津政策推進課長 

 それではまず、柊委員の質問に対する回答をさせていただきます。意見につきましては、

防災マップの活用に加えて、YouTube などの動画で地区の避難経路など見える化してはど

うでしょうかというご意見があり、回答といたしまして、現在、津波避難マップというのを

新しく作っておりまして、そこに掲載しております津波避難ビルの所在を示した地図をご

活用いただくとともに、津波避難施設などの画像による見える化につきましては、土地勘の

ない方でも視覚においてご理解いただける有効な手段と考えますので、今後どのような情

報発信ができるか検討してまいります。 

 それでは、1ページめくっていただけますでしょうか。続きまして「令和 4年度 大正区

事業・業務計画書（案）抜粋版」についてのご意見でございます。番号 2-1、柊委員からの

ご意見でございます。オープンファクトリーや工場見学に加えて、ものづくりに興味を持つ

参加者に積極的にジョブフェアなどを行い、求職者と企業を結び付ける機会がありますか

というご意見です。回答につきまして、コロナ禍の影響もあり、人材確保につながるような

イベント等の開催には至っておりませんが、例年、ハローワーク大阪西との連携による大正



-4- 

 

区近隣企業が参加する就職面接会の開催や、大正区役所も参画している大正・港ものづくり

事業実行委員会による、区内企業と高校の就職担当者との情報交換等を実施しております。

求職者と企業を結び付ける機会については、引き続き関係機関と連携して取り組んでまい

ります。 

 続きまして、2-2、柊委員からのご意見でございます。在大正区の外国人の中から、国ご

とにリーダーを育成することは可能でしょうかというご意見に対する回答です。区長が委

嘱する地域防災リーダーにつきましては、地域よりご推薦をいただく必要がございます。意

欲のある方につきましては、お住まいの地域においてお申し出をいただくか、区役所防災担

当までお申し出をいただければ、地域へおつなぎさせていただきます。 

 では、1 ページめくっていただけますでしょうか。3 番「その他意見、ご質問について」

というところです。3-1、柊委員からのご意見です。年数回と限りある日程の中、各地区の

防災訓練に参加できない人たちの補助ツール、機会を設けていただければありがたいです

というご意見に対する回答です。災害時の補助ツールとして「市民防災マニュアル」「水害

ハザードマップ」「津波避難マップ」等を作成しておりますので、ご活用ください。 

 最後に、3-2、角元委員よりのご意見でございます。区政会議の青年部会を立ち上げたい

と考えております。委員の中から南委員、土井委員、姉川委員、柊各委員とLINEグループ

を作成し、まずは親睦を深め、地元民や働いている方を仲間に入れて、住んでいる（働いて

いる）人がまちについて真剣に考えて行動することを存在意義として、地元企業や学校や団

体（地活協）の関わりを深くするハブを目指したい。地元の若者に、まちづくりに興味を抱

かせ、地元の人間が地元の区長になりたいというマインドを持たせるまで醸成したいとい

うご意見でございます。そのご意見に対する回答でございます。第 3 回区政会議で区長か

ら申し上げましたとおり、区政会議の部会の立ち上げにつきましては、今後改めまして検討

を行うべきであると考えます。ただし、部会を設けて運営していく場合において、区政会議

本会に出席する区政会議委員以外の人に、委員または委員と類似するような位置付けを与

えて部会のメンバーとすることは、条例では特段の定めがなされておりませんことから、部

会の常任メンバーにつきましては、区政会議委員のみとなります。仮に、地元の方のご意見

をお伺いする場合などは、部会において区政会議委員以外の者の意見を求めるときは、関係

者としてその都度出席を求める形となります。頂いたご意見は大変よい取り組みですが、正

式な部会を設けるとなりますと、お時間を頂くことになります。何とぞこの点をお含みおき

いただき、例えば、区政会議外におきまして、任意の会を立ち上げ、任意の会において地元

の方々と交わされた意見の中で、区政会議の議題に関連したご意見などがありましたら、委

員として区政会議内でご意見をお出しいただければ、さらにより多くの皆さんの思いをお

伝えいただくことにつながると思います。委員の皆さまからの事前質問・意見に対する回答

は以上になります。 

 それでは、ここからの議事進行につきましては、議長にお願いしたいと存じます。 
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 竹村議長、よろしくお願いいたします。 

○竹村議長 

 皆さん、こんばんは。 

 それでは、早速で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

（案）及び予算（案）について」、区役所から説明をお願いします。 

○大津政策推進課長 

 それでは、【議題】1「令和 4年大正区運営方針（案）及び予算（案）について」、ご説明

いたします。事前に送付しています【書類番号 1】「令和 4年度大正区運営方針（案）」及び

本日机上にお配りしております、先ほどご回答差し上げました【書類番号 3】「区政会議委

員からの事前質問・意見に対する回答」、【書類番号 4】「令和 4 年度大正区関連予算（案）

概要」を、お手元にご準備ください。 

 それでは、ご説明申し上げます。運営方針は、企業活動などで使われます戦略計画、経営

戦略の考え方を行政に取り入れたもので、成果を常に意識して、取り組みの有効性をチェッ

クし、改善や新たな展開につなげる PDCAサイクルの徹底を狙いとしております。大正区

役所における施策の選択と集中の全体像を示す方針として、毎年度策定しているものであ

り、目標像、使命、経営課題とともに、課題解決のための事業戦略、具体的取り組みを示し

ています。なお、【書類番号 1】「令和 4 年度大正区運営方針（案）」につきましては、委員

の皆さまにご意見を賜りたく、事前に資料をお送りし、内容をご確認いただき、頂いたご質

問に対する回答を作成いただいたところです。既に事前質問の回答につきましては先ほど

ご説明いただきましたので、割愛させていただきますけども。 

 それでは、令和 4年度予算（案）につきまして、本日、【書類番号 4】の「令和 4年度大

正区関連予算（案）概要」をお配りしたところですので、総務課長のほうよりご説明を申し

上げます。 

○長瀬総務課長 

 皆さま、こんばんは。予算編成を担当しております、総務課長の長瀬でございます。令和

4年度大正区予算案について、ご説明をさせていただきます。座って失礼します。 

 個別の事業につきましては、後ほど説明がございます、事業・業務計画書に記載してござ

いますのでそちらにお譲りするとしまして、私のほうからは、令和 4 年度の予算の全体像

および重点的に取り組む事業につきましてご説明をさせていただきます。 

 お手元の【書類番号 4】をご覧ください。「1 予算編成にかかる考え方・全体予算の概要

など」の、四角囲いの中段辺りをご覧ください。そこに記載がございますように、大正区で

は、5つの柱で区政を推進してまいりました。1つ目が「だれもが健康で安心して暮らせる

まちへ」ということで、福祉、健康、生活保護、人権。 

 それから 2つ目が「快適で安全なまちへ」ということで、防災、防犯、生活環境。 

 3 つ目が「次世代の未来が輝くまちへ」ということで、子育て、家庭・学校・地域教育。 
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 4つ目が「活力ある元気なまちへ」ということで、まちの活性化、ものづくりなど。 

 5 つ目が「「区民が主役」のまちへ」ということで、主に地域活動、広報、広聴、窓口サ

ービス。 

 これらの施策を 5 つの柱で整理して、重点付けて事業を行っているとこでございます。

令和 4 年度につきましても、このような柱で進めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

 続きまして「区長が関連する予算額」としまして、その下の「大正区関連予算」、ゴシッ

クで記載してございますとおり、総額で 8億 5,900万円ほどになってございます。うち、区

長自由経費、これは区長の権限によりまして区長が実際に実施する事業でございますけれ

ども、この区長自由経費が 2億 9,800万円、3億弱となってございます。この区長自由経費

は、後ほど主な増減項目の説明時に、少し詳しく説明をさせていただきますけれども、昨年

度、令和 3年度は 3億 2,100万でございましたので、令和 4年度には約 2,300万ほど減っ

てございます。この減っております理由としましては、令和 3 年度に大正区役所庁舎の空

調設備の改修など、庁舎管理に関わる大きな工事を行いました。この大きな工事が令和 3年

度で終了しましたため、令和 4 年度にこの庁舎管理費が減ったことなどが、その主な理由

でございます。なお、その他の事業に関する予算の合計は、おおむね横ばいとなってござい

ます。 

 それから、この下に記載してございます、「区CM自由経費」は 5億 6,000万円強となっ

てございます。区シティ・マネージャー経費、これは区長の権限によりまして、建設局とか

環境局とかいろんな局がございますけれども、そういった局が実施する事業予算でござい

ます。区長が、この分野で言いますと、区長の部下にこういった局の職員がなっております

ので、区長が部下である局に指示をして行うという立てつけの予算で、この区CM予算は、

昨年度より 300万程度増えてございます。 

 次に、資料をおめくりいただきまして、【資料番号 4】の裏面をご覧ください。来年度、

令和 4年度に重点的に取り組む事業ということで、5つ挙げさせていただいております。 

 1つ目が「就学前（4・5歳児）こどもサポートネット事業」。これは、大正区版ネウボラ

と言われるものですけれども、ネウボラというのは、フィンランド語で「アドバイスの場」

を意味する総合的な子育て支援制度のことでございますけれども、これは、妊娠期から中学

までの全ての子どもへの切れ目のない支援を進める上で、現況把握が十分できてない 4・5

歳児に専門の推進員を配置して、引き続き健康状況や生活環境を把握して、課題の発見や支

援につながる仕組みを構築するというものでございます。このこどもサポートネット事業

に 773万 3,000円を計上してございます。 

 2つ目は「学習・登校サポート事業」でございます。昨年度に引き続きまして、生活困窮

家庭等の児童・生徒への、個々の状況に応じましたマンツーマンのきめ細かい学習サポート

を行うとともに、不登校支援等を継続的に行える学習支援を創出するものでございます。こ
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のことによりまして、基礎学力の向上を図るとともに、貧困の連鎖を断ち切る一助としてま

いりたいというふうに考えてございます。今年度は支援対象人数を増やすため、昨年度に比

べまして 190万程度予算を増額して、1,318万 2,000円を計上してございます。 

 3つ目は「エリア価値の向上に向けた地域活性化事業」として、543万 5,000円を計上し

てございます。この事業は新規事業です。新規で特だし事業のため、本事業につきましては、

後ほど区長の古川からの直接説明をさせていただく事業となっておりますので、私のほう

からはかいつまんでの説明とさせていただきます。かいつまんででございますけれども、こ

の事業は区役所の隣接する千島公園およびその周辺一帯を拠点に、にぎわいと魅力を創出

する実証実験を行いまして、大正エリアの価値を向上させる取り組みでございます。具体的

には、千島公園を拠点としたマーケットの開催や、空き家をリノベーションした新たな魅力

スポットとし、それを巡るまち歩き企画などを行うということで、本事業を通じまして、区

内外の方々に大正区に潜在する可能性を実感してもらいたいというふうに考えてございま

す。 

 続きまして、4 つ目です。これも、拡充予算を増やしてございますけれども、「コミュニ

ティ育成事業」としまして、626万 6,000円を計上してございます。区民まつりの開催に加

えまして、令和 4 年度には大正区の区政施行 90 周年の節目の年を迎えます。90 周年の記

念事業としまして、区民の愛着が強い、この前の、噴水前広場のリニューアルや、まちの魅

力を写し取ったフォトコンテストなどを行いまして、地域への区民の方々の関心を高める

きっかけにしたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、5つ目は「地域防災対策事業」としまして、591万 3,000円を計上してござ

います。地区防災計画に基づきまして、地域対策本部の立ち上げから避難所の運営までを円

滑に行えるよう、地域での自主防災訓練を支援してまいります。工夫点といたしましては、

各地域で要支援者名簿の使用を想定した避難訓練を試行的に実施し、課題の抽出を行って

まいります。また、今年度作成をしました、地域ごとの津波避難マップを活用しまして、津

波避難施設への実際の避難を体験いたします。また、避難所に必要な備品配備や医薬品のロ

ーリングストック。ローリングストックは、使ったら使った分だけ新しく買い足していくこ

とで、常に一定量の物品を備蓄しておくようなローリングストックを進めるなど、地域防災

力の向上を図ってまいります。以上で、この 5 つの事業が重点的な取り組み事業でござい

ます。 

 それから、資料番号の 3 ページ、4 ページ目に、今、ご説明しました区長自由経費予算

（案）および区CM予算（案）についての予算年度、令和 3年度と 4年度を対照した棒グ

ラフで予算をお示ししております。先ほど申し上げましたように、区長自由経費、令和 3年

度につきましては、3億 2,100万の予算でございましたけれども、令和 4年度につきまして

は 2億 9,800万円ということで、この左右のグラフ見ていただければと思うんですけども、

約 2,300万の減ということは先ほどご説明しましたけれども、大きな要因は庁舎管理・事務



-8- 

 

費の減によるものでございます。今年度、改修も済ませてしまったんですけれども、大正区

の空調が老朽化しておりましたので、その根本的な改修工事を済ませて平常運転できるよ

うにいたしました。 

 それから、令和 3 年度ですが、コロナ対策での遮蔽のアクリル板などの備品の購入であ

るとか、老朽しました庁舎内の備品の更新を行いました。令和 3 年度で整備をいたしまし

たので、その分、令和 4年度は減額となったことが大きな要因でございます。 

 それから、2枚目の裏ですね。4ページ目は、大正区のCM予算（案）の比較でございま

す。シティ・マネージャー、これは先ほど申し上げましたとおり、区長の権限によりまして、

局の職員が、区長の部下職員の、局の職員が実施する事業でございますけれども、これは、

予算が令和3年度の5億5,800万円から、令和4年度には300万円ほど増えてございます。

主な増減項目につきましては、その右側にずっと、スクールカウンセラー事業から並べて記

載してございますけども、例えばスクールカウンセラー事業としまして 281 万 7,000 円の

増。その下のところ、公園施設整備（安全リフレッシュ工事）で 1,585万円の増など、以下

の説明は省略させていただきますが、それぞれの事業の主な増減項目について記載してご

ざいます。 

 以上、令和 4 年度大正区関連予算につきまして、重点的に取り組む事業や予算額の推移

につきまして、概要のご説明をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。 

○大津政策推進課長 

 それでは、先ほど長瀬より説明がありました、来年度の新規事業でございます「エリア価

値の向上に向けた地域活性化事業」につきまして、古川区長からご説明申し上げます。 

○古川区長 

 ご説明いたします。新規事業、表で言うと、予算（案）概要というところの 2ページ目で

ございます。「3 重点的に取り組む事業」のうちの 3つ目、新規事業と書いてあります「エ

リア価値の向上に向けた地域活性化事業」というのが新たな、私の付けた予算としては新た

な試みでございます。こちら、どういうことかというと、千島公園、大正区のど真ん中にあ

る、広くて、公共空地として活用のポテンシャルが非常に高いこの千島公園、昭和山も含め

まして、こちらをまず、にぎわい創出のための拠点にしてみたいということです。そこで何

をやるかにつきましては、マーケット、世間ではよくマルシェなんて言葉で呼ばれています

けれども、いわゆる店舗で何か販売したり、飲食も含めて、それから雑貨とか物販を含めて

になりますけども、このようなイメージで、まず千島公園の土地、園路なり、空地部分を区

が借り上げる。で、区が借り上げたところに出店していただく。例えば、店舗の経営者です

とか、あるいは大正区で何か取り組んでみたいというような企業の方がそこに出店してPR

をしていく、場合によっては物を売り上げていただく。こういうものも含めた出店を行って

いただくというイメージでございます。こちらに定期的に、なるべく定期的な形でやりたい

なと思っておりますが、時期としては秋以降かなと思っております。これは別の事業に出て
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きましたとおり、大正区が本年 10月に、区政施行 90周年を迎えますので、この 10月に 90

周年を迎えたと同時に、このにぎわい創出、マルシェのようなものをやっていきたいという

のが 1点でございます。 

 そちらと併せまして、この大正区全域に空き家、あるいはちょっとレトロだけれども活用

価値がある長屋みたいなものがいっぱいありますので、これも事業者ベースで着目してい

ただける事業者があれば、リノベーションするなり建て替えるなり、あるいはそのまま、古

くてもDIYして使うなり、そんな形で空き家を何とか活用していくということで、これは

マイナスのストックをプラスのストックに変えていくと、こういうようなイメージで、まず

は空き家の問題に着手していきたいと。この空き家を、ただここに空き家がありますよって

いうのもなかなかPRしにくいので、まち歩きの形で巡っていただく。もう既におしゃれに

リニューアルした長屋も結構ございますので、こういうのも見ていただきながらまち歩き

企画を考えている。このようなイメージで、空き家というか、今あるストックの活用を行う

とともに、千島公園に人とにぎわいを呼び込む。大正区に関わって何か一旗挙げてみたいと

か、あるいは区民の方で、実はお店出したかったんだけど、なかなかPRの場がないよねと

いう方々は、この辺で区民の皆さんと触れ合っていただく中でどんどんアピールしていた

だくと。このような場をつくるイメージでございます。 

 すみません、一端の説明になりましたが、何となくイメージが湧きましたでしょうか。こ

の辺のいろいろな組み合わせをしていくことによりまして「大正区ってけっこう潜在価値

あるね」と思っていただける人が増えるといいなという企画です。それは、区外から人を呼

びたいというのももちろんあるのですが、区民の皆さまにも大正区、なかなかいいよね、こ

こ盛り上げていきたいよねという人がたくさん現れることを願っての事業でございます。

そういうようなことを含めまして、エリアの価値、いわゆる大正エリアはかなりコスパいい

よねっていう形で、投資ですとか、新規出店、あるいはもっと欲を言えば、新しく工場（こ

ば）が立ち上がる、そのぐらいのイメージでまちが活性化していくといいなという、その一

端を、区役所が背中を押すという事業でございます。恐らく事業者を公募するとか、いろい

ろ考えなきゃいけないなとは思っておりますが、そんな形で企業、事業者の支援をしながら

一緒にまちを盛り上げたいという、そういう予算にしたいと思っております。500万円弱の

なかなか厳しい予算の中でございますので、どこまでできるか、あくまで実証実験という位

置づけで付けたものでございます。ご理解いただければと思います。 

○竹村議長 

 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、令和 4 年度大正区運営

方針・予算（案）につきまして、質問、意見をお受けしたいと思います。何かご質問、ご意

見などはございませんでしょうか。 

○角元副議長 

 はい。 
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○竹村議長 

 はい、角元委員。 

○角元副議長 

 まず、一番最初に、事前に質問する、この書類番号 3なんですけども、少し気になったこ

とがありまして、お話させていただきたいと思ってます。 

 この回答ですけども、委員からの質問がほとんど柊委員のみとなってます。これと、僕が

最後に書き上げたものがあって、合計 2名なので、ちょっと区政委員の皆さん、質問をして

いただけないかなと。私が言うのもあれなんですけども、事前にこんだけ挙げてもらって、

柊委員以外の人が全く何もやってないってわけじゃないと思うんですが、もっと議論を活

性化するためにはこの事前質問というのが必要やと思うので、ぜひ皆さん、ご協力いただき

たいなと思ってるっていうのがまず 1点です。 

 2点目、この新規の事業ということで、古川区長がお話いただいたんですけども、このこ

とについて、今後、より広報等で、ホームページで告知すると思うんですが、より大正区民

の人にこういうことをやりますよっていうことを知らしめていただきたいなというふうに

思っています。それは、これをやってますよっていうのが一部の人間しか伝わってないって

ことが過去にありました。もちろん、事業ベースで進んでいくので、やっていく企業さんが

告知等をやっていくんですが、広報活動として、もちろん行政の方がバックアップしますよ

っていうことで、より厚みを増すと思いますので、公募事業ということでホームページに記

載したっていう内容も、SNS 等を使って上げていただきたいなと思っています。より大正

区の企業さんが出店できる、そういう形になっていけば大正区に興味を持つ企業さんが増

えてくると思うので、それをやっていただきたいなと思ってますし、いつやりますよという

こと、そういうこともやれば、私どももそれに参画しようかなとか、イベントやるときに、

あ、それあるんやったら活用してみようかなっていう意欲が増してくると思うので、それを

やっていただきたいなと思ってます。 

 以上です。 

○竹村議長 

 ただ今の質問について、区役所から回答をお願いします。 

○大津政策推進課長 

 角元委員、貴重なご意見ありがとうございます。 

 事前質問につきましては、送った時期がちょっとぎりぎりに、うちもなってたっていうと

こも反省点ございますので、今後、余裕の持った資料の送付をさせていただきたいと思いま

すんで、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 あと、事業のホームページ等の告知につきましても、こういった事業するというのもおっ

しゃるとおり、広げるのすごい大事なことと思っておりまして、こういった事業、大正区、

渡船を挟んで港区とか西成区、浪速区、西区、いろんな区がありまして、来年度こういった
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事業をするにあたりまして、各区に広報でいろいろご協力いただけないかということで、い

ろいろと今当たっておるところでして、各区のホームページに、例えば西区のホームページ

に近隣区のイベント情報みたいな、何かそういうのをできないかということで、今ちょっと

投げかけのほうをしております。すぐできるかどうかっていうのは、まだ今のとこ、ごめん

なさい、即答できませんけども、そういった広報告知については力を入れてまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いします。 

○竹村議長 

 ほかにどなたか。 

 石田委員さん。 

○石田委員 

 地域防災対策事業の予算のところですけれども、591 万 3,000 円はちょっと安いなって

いう感触が思ったんですけど、2の、もう一枚のほうを見たら、900万円になっているんで

すけど、これ、どっちが正解でしょうか。 

○中務防災担当課長 

 すいません、地域防災対策事業としては 591万 3,000円、これは総額となっております。 

○石田委員 

 じゃあ、右のもう一つの区長自由予算（案）のところの書いてある 902万 6,000円は。 

○中務防災担当課長 

 すいません、今言ってた 591 万ちゅうのは防災の関係でございまして、今おっしゃって

いただいたのは防犯のことも含んだ額が入っておるという、その部分が……。 

○石田委員 

 分かりました。ありがとうございます。含んでいるんですね。で、残り 300 万は防犯っ

てことでいいですか、単純に。 

 あと、ものづくり企業の肩持つわけじゃないですけど、減額の理由を教えていただけたら

と思います。 

○大津政策推進課長 

 これは、事業をやるにあたりまして、会計年度任用職員っていう職員を雇いながらやって

たんですけど、その分の減ということで、すいません、そこが影響額となっております。 

○石田委員 

 ありがとうございます。 

 一応聞いとこう。万博とかに向けていくと、若宮大臣とかがものづくりパビリオンがとか

いう発言がでたりとか、そういったところで大正区の一個の魅力をつくっていくところの、

ものづくりってところの予算振りっていうのは結構重要なんじゃないかなって。肩持つわ

けではないんですけど、と思いまして、ちょっと意見させてもらいました。 

 ありがとうございます。 
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○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ほかにどなたかご意見ございませんか。 

○南委員 

 じゃあ、いいですか。 

○竹村議長 

 はい、南委員。 

○南委員 

 先ほど区長がおっしゃられた、まち歩きしながら空き家のピックアップをするみたいな、

すごく面白そうやなと思って、ぜひぜひ参加したいなって思うんですけど、僕、まちを車で

走ってたりとかしてても、あ、この家空いてんのかな、どうなんかなっていう家がいっぱい

あって、気付いたら中国籍の名前になってたり、民泊的なところになってたりっていうのが

よくあるんですよね。それをどうやって判断していくのかっていうところと、そういうとこ

ろ、せっかく区内のいいところを安易に民泊にされてしまうのがちょっともったいないな

って思ったりとかもするので、そこをどうやって公表していくのか、どうやって探っていく

のか。今の、まち歩きしながら、あ、ここ空いてんちゃうかって言うて、それが空いてるか

どうか、誰が判断してくれるのかなとか、誰の持ちもんやねんみたいなところも多分、分か

らへんのちゃうかなっていうところで、ぜひやっていただけるなら僕も参加したいなと思

うので、そこをもっと、特に僕の住んでる三西はすごい、空いてたところ気付いたらきれい

なって、若もんいっぱいおるのはいいねんけど、誰やねんおまえらみたいな子らもいっぱい

いてるんで。夜中にたむろってたりとかするんで、もうちょい何か有効活用する方法がある

のかなと思ったりしてますので、何かそこに対してそういう、誰がそれをチェックするのか

とかいうふうに決まってたりとかするのかなっていうところが知りたいです。リノベも一

緒やと思いますので。 

○古川区長 

 まだ始まってない事業なので私が代表して。担当が今いないもので。 

 まず、空き家らしい空き家、空き家があっても分からないよねっていう問題、これは確か

に、所有者不明のものあるし、所有者が分かっていてもあえて遠ざかっている、つまり、利

益が出るどころか解体費用が出てきちゃう、あるいは固定資産税を滞納しているとか、いろ

んな所有者様の事情があります。なので、空き家が空き家である理由っていうのは本当に千

差万別なんですが、利活用可能な空き家というのを何とか探り出して、あるいは所有者様か

ら頼まれたりすれば、もちろんそれを利活用ベースに乗せるように、この新規事業の事業者

さんと相談していきたいなと思います。その際、それが特定できれば地図上にプロットする

なり、歩んでいくための工夫はできると思います。ただ、まだ検討段階でございます。 

 あと、安易に民泊かという話がありましたけど、民泊が全て悪いかどうか、これも良し悪
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しでございまして、インバウンドが本当に復活してきたときに民泊なり何なり、いわゆる外

国からのお客さまを拒絶するのかっていうことはなかなか難しい問題で、大阪としては、私、

東京から来たんですけど、大阪の民泊の隆盛っていうんですか、人気度はものすごかったで

すよね。やっぱり、それによって来阪外国人がものすごく伸びたという、この事情をやっぱ

り検証していかなきゃいけないところだと思いつつ、ここ大正に至っては、民泊であっても

力を入れて「大正のために何とかやっていきたいんだ」っていう、経営主体の心意気一つで

は受け入れるべきものなのかなと思っております。これは、進出したいと思っている方の気

概を求めていきたいなと。 

○南委員 

 ありがとうございます。 

 何かそういうルールがあればうれしいですね。 

○竹村議長 

 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 

 この学習・登校サポートを拝見したんですけども、こちらのほうは通常の学習についての

サポートでしょうか。それとも、今よくあるオンライン学習とかそういったサポートとかも

なさっていらっしゃいますか。 

○池田こども・教育担当課長 

 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、学習・登校サポート事業なんですが、こちらのほうは、子ども

の貧困対策というところの重点予算を活用しておりまして、そのまま今、子どもの状況から

しまして学習が遅れてるとか、また、不登校で学校に行けてないお子さんを対象にした事業

になっております。基本的にはこどもサポートネット事業でそういうお子さんをスクリー

ニングをいたしまして、支援が必要ということであれば、その方に支援、この事業を進めて

いくようになっております。 

○柊委員 

 ありがとうございます。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 それでは土井委員さん、何かございませんか。 

○土井委員 

 子育て中の身として、ただの思い付きというか、で言うんですけども、昭和山、本当にい

いとこやなと僕も思ってて、何か子どもの遊び場みたいな、拡充みたいなんできないかなみ

たいなんを、ふと思ったことがあったんです。情報見てたら、プレーパーク事業っていうの
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はお隣の西成とかでもやってて、子どもの創造力とかを向上させるための場づくりみたい

な感じで、官民連携なんかなって、自然に触れさせたりみたいなんを大々的に打ち出しとっ

たんですけども、そういうのって大正区でもできたりするんでしょうか。 

○大津政策推進課長 

 プレーパーク事業なんですけども、僕が昔、数年前に僕、教育担当やってた時代に、実は

そんな話が 1 回ありまして、できないかっていう話があって、西成区役所に実は聞きにい

ったこともありまして、思ったよりいろいろハードル高くて。西成特区で結構特別予算がそ

のとき、今もちょっとあるかどうかはあれですけど、結構な予算が積まれてて、それを利用

してやられてた事業みたいでして、ちょっとそこのとこ聞いただけで、なかなかこれはちょ

っとしんどいかなというあれがあって、そのときはちょっと断念した経過がございます。取

り組み自体はすごい、聞いてていい話やなと思ったんですけども、大正区は、今年度の昭和

山につきましては、魅力アップ、向上ということで、まずはマルシェの開催とか、そういっ

たところから今年度入っていきたいなと思っております。 

○村田副区長 

 ありがとうございます。 

 プレーパーク事業については今、大津課長が申したとおり、なかなか予算の面とか、西成

やからお金付いたっていうのもあるんですけども、われわれ大正じゃなかなか難しいかな

と思いますが、おっしゃるように、子どもさん、遊んで楽しい、安全に遊べる、そういう公

園づくりっていうのは当然必要やというふうに思ってます。昭和山が何年か前の台風でつ

ぶれたときに、あるいは噴水がなくなったときに、そのとき、区政会議の皆さんかな、区政

会議の皆さんや地域の皆さんにいろいろとご意見伺いながら、広場にしてステージ造った

んです。ステージ造ったら結構子どもらがあそこで、女の子が踊ったりとか、そういう踊っ

たりとか、それからダブルダッチとか、そんな練習とか結構して、楽しんではります。それ

から、遊具についても結構充実したんかなと思ってます。子どもたち、いっぱい遊べるんち

ゃうかなと思っていますし、それから三軒家の公園なんですけども、ここも地域の、たまた

まじゃないですけど堀江会長いてはりますけど、会長と地域の声聞きながら、どこで子ども

たち、低学年も中学生もみんなごたごたで遊んでる、あるいは間にグランド、テニスコート

とかあったりして、くちゃくちゃになって自転車もえらいことなってますんで、そこもきれ

いに、どうしたらいいかいうのも、区長を中心に、あるいは地元議員さんと、いろいろと調

整しながら公園きれいに進めていくところですんで、またいろいろとお声、こういうことに

したらいいんちゃうかなというのはお声聞かせていただければな、いうふうに思います。ね

え、堀江会長。だいぶ、三軒家の公園もちょっとずつましになってきたんかな思います。 

○土井委員 

 公園絡みでちょっと思い出したんですけど、児童遊園っていう施設あんのご存じでしょ

うか。「こんにちは大正」にも児童遊園の老朽化が進んでるので、寄付を募って修復したい
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なみたいな記事が出とって、そのときに今、うちというか、僕が大正工業若葉会っていうの

を在籍してるんですけども、ものづくりの企業で、老朽化したものを何とかお手伝い、修復

のお手伝いできないかなみたいなんを、三軒家西の児童遊園を担当者に持ちかけたことが

あったんですけども、いかんせんお金がなくて、原材料費も出ないみたいな感じだったんで、

ちょっと手伝えることないかなってところで断念したんです。言うたら、児童遊園って市か

ら予算が下りるわけでもなくて、本当に半分以上が地域の住民の方の善意と行動で維持さ

れてることを知って、何とかここに負担がなくなるような予算配分みたいなんできたらな、

できないもんかなと思ったもんなんですけど、どんな位置付けなんでしょうか。 

○村田副区長 

 児童遊園っていうのは公園とまた違いまして、大正区で一番よくあるのが、昔、区画整理

しましたよね。区画整理。線路向こうの区画整理しましたけども、それの残地を地域でどう

しましょうかいうことで残った土地、これは地域の皆さんがどんどん減歩をしていきます

んで、減歩した結果残っていったんです。そこの土地を有効活用すんのどうしたらええやろ

かっていうことで、鶴町にもあると思うんですけど、ゲートボール場にしたりとか、あるい

は児童遊園とか、地域で管理するんやったら、もともと減歩で出た土地いうのは区画整理事

業では売っ払うのが基本なんですけども、そのまま売っ払うのもな、地域の皆さま持ち寄っ

た、持ち出した土地ですし、だから地域の皆さんで管理していただこうということでゲート

ボール場やったり児童遊園やったりと、そういうふうになりました。区画整理済んだときで

すんで、それからだいぶ時間がたつんですよね。どんどんそのときは元気で管理するぞとい

うふうな形でしていただいた皆さんも、お年を召していきまして、最近、ここ 3カ所ぐらい

ですかね、もうええわということで、ゲートボール場も入れたら 4つですかね、もう局のほ

うに返してはるところが――玉出の裏ご存じですかね。玉出の裏、児童遊園あったんですけ

ども。昔、スーパーマエダですけど、玉出の裏に児童遊園あったんは、あれも局に返しはり

ました、地域の皆さん。それから、紀洋木材ご存じですかね。紀洋木材の前にも児童遊園あ

ったんですけど、もうそれも手に負えんということで返されましたし、こっから真っ直ぐ行

ったところ、北恩加島のほうですね、そこの児童遊園も返しはりました。平尾のほうでも返

してはるところがあります。ほんとにどんどん返してはります。原則は地域で、そしたら地

域で管理してくださいいうことでしていただいた。ですので、市としては補助金という形で、

修理するときはなんぼやったっけ、たしか修理するときになんぼか補助金が出たと思うん

です。それ以外のお金は出していただけないとこなんですけど、1カ所だけ違うところがあ

ります。それがいわゆる、地域であんぱんまん公園と言うてる三西の皓養社で、北川会長、

あそこの管理、一番苦労されてる会長がそちらにいらっしゃいますけども、なかなか大変で

すよね。どうですか。 

○北川委員 

 今、お聞きしてまして、一番、三西に一つ、通称あんぱんまん公園なんですけれども、こ
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れについては中に電気がありません。というのは、表裏、両方とも鍵があるんです。夜なっ

たら、6時なったら鍵をかけようと、夏場はちょっと遅くまでやっとるんですけど、それを

各 6町会、7町会、9町会というような形で、3つの町会の町会長が全部組んで、全部この

公園の管理いう形のものを立ち上げて、月に 2 回掃除しようとかそういうこと決めて今や

ってるんですけども、とりあえず夜なったらもう戸閉めますんで、中へは一切ほかのもんが

侵入、入らんようにできております。だけどもやっぱり、中でけがしたとか、後ろから滑り

台とこ押したり、ブランコしとって手が挟まったとかいうて、時々あるんですけど、それは

自己責任ですよいう形で、言うてきてもらってもどうもできませんよっていうような感じ

で言ってるんですけども、今現在、この間、2、3年前に台風のときにあまりに傷みまして、

そのときはオーナーというか、地主さんが、ここについては 300 万出していただいて、全

部修理していただいたんです。修理していただいて、全部そのとききれいなったんですけれ

ど、門にしても、表も裏も鉄柱の門の下のほうが腐ってきてるんですよね。ほんで、すごく

危ないというふうな形に門はなってきてますんですけれども、やはり地域の者の手助けで

やろうというような、地域の人も、そこの町会長も各曜日に、来月の第何日曜日にしますん

でご協力お願いしますいうような形で、いつも回覧出したりいろいろして、今、苦心してお

りますけど、今のところ無事に毎週やってますので、中見てってもらっても結構ですけれど

も。きれいに整っておりますし。そのまま各町会長が頑張ってやってくれたらいいかなと思

っております。 

○村田副区長 

 ありがとうございます。 

 そういう形、非常に運営、ご存じのように運営に苦労されてます。お金の面でもなかなか

大変ということで、大阪市の土地じゃないんですけど、皓養社さんていう篤志家さんの団体

の土地を、なかなか大阪市でも珍しいパターンなんですけども、そういう土地借りてやって

はります。そこの補助金としては、修理のときには出させていただいてますけども、なんせ

お金がなくて、雀の涙ほどしか出てないのも事実でございます。地域の皆さんの善意と、募

金もされたんですよね、たしか。募金もされながらしてるということで、今のところそうい

う現状になってございます。 

○南委員 

 返した公園はどうなるの。 

○村田副区長 

 売ります。 

○南委員 

 区が売る。 

○村田副区長 

 局が。局に返される。区の土地じゃないんですよ。 
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○南委員 

 そうなんですね。 

○村田副区長 

 局の土地ですんで、局に返す。局は当然、もともと区画整理の残地ですから、売るってい

うのが前提です。 

○南委員 

 なるほど。この、公園をネーミングライツするとかいうのは駄目なんでしょうか。 

○村田副区長 

 地域の皆さんがそれをご要望されるんでしたら、そういう形になるかと。 

○南委員 

 そこは、決めるのは地域の方。 

○村田副区長 

 地域の皆さんでお考えいただければ。われわれ間入らせていただきますけども。 

○南委員 

 じゃあ、うちネーミングライツやりますいうて看板勝手に挙げても、そこはそこの地域の

方と話ができたらいいっていう感じですか。 

○村田副区長 

 そうですね。今現在、各児童遊園、先ほどの皓養社の児童遊園もそうなんですけど、運営

委員会というのをつくってはるんです。だから、そこの運営委員会でどう判断されるかより

ますけども、そういうお声があって、名前をそこで付けるんだと、何でもいいですけども。

南歯車さんの名前付けるということで、1,000万ほどぽんとしていただけるんであれば。 

○南委員 

 そんな金出ねえ。 

 ありがとうございます。 

 ごめんなさい、せっかくマイクあるんで、もう一個だけいいですか。TUGBOAT の予算

っていうのは、これは何をするための予算なんでしょうか。一緒にものづくりフェスタのメ

ンバーと一緒にTUGBOATさんとお話させてもらったときに、夏場に魚の死骸が増えてき

て、それを皆で手分けして処理すんのがすごく大変やとか、僕、先週もTUGBOATご飯食

べにいったんですけど、すごくにぎわってはいるんですけど、掃除する人っていてないんで、

各店はにぎわってるんですけど、飲食スペース誰も掃除してないんで、結構汚い。その辺、

あっこを起点にするんであれば、もうちょっと誰か 1 人でええから行く人おったらな思っ

て。この予算でそこができたりしたりするのかなと思いまして、ご質問です。 

○大津政策推進課長 

 残念ながら、このTUGBOATの予算なんですけど、大阪府、河川敷ですんで、河川の占

用料というのを払わな駄目なんです。それの予算になっておりまして、基本的に事業者と大
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阪市の間で土地使用契約と結んで、事業者からお金をもらって、それをそのまま大阪府に払

うみたいな感じで入ってる予算になってます。 

○南委員 

 運営にはじゃあ、一切お金が入ってない。 

○大津政策推進課長 

 そういうことです。 

○南委員 

 了解です。 

 大丈夫です。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 時間に限りがありますので、発言できなかった意見は後日、ご意見シートにて提出をお願

いいたします。 

 それでは、これをもちまして議題 1 を終了させていただきます。本日も大変貴重なご意

見を頂いたと考えます。本日の内容を基に、今後の区政運営に生かしていただきたいと思い

ます。 

○大津政策推進課長 

 竹村議長、ありがとうございました。本日皆さまから頂きましたご意見ならびに事前質問

にて頂いたご意見も併せて精査し、できるものから反映に取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○竹村議長 

 それでは、次の議事に移らせていただきます。【議題】2「令和 4年度大正区事業・業務計

画書（案）」について、区役所から説明をお願いします。 

○大津政策推進課長 

 それでは、【議題】2「令和 4年度大正区事業・業務計画書（案）」についてご説明いたし

ます。 

 事前に送付しております【書類番号 2】「令和 4年度大正区事業・業務計画書（案）抜粋

版」および先ほどご説明させていただきました【書類番号 3】「区政会議委員からの事前質

問・意見に対する回答」をご準備ください。事業・業務計画書は単年度ごとの年間事務を明

確化し、日々進捗（しんちょく）管理をすること、また、実施事業の成果を最大限に引き出

すことを目的に策定をしております。今回、【書類番号 2】「令和 4年度大正区事業・業務計

画書（案）概要版」につきましては、委員の皆さまのご意見を賜りたく、事前に資料をお送

りし、内容をご確認いただき、頂いたご質問に対する回答を作成いただいたところです。冒

頭、私のほうから事前質問に対する回答についてご説明をさせていただきましたので、そこ

については割愛させていただきますけども、先ほどの回答に対する不明点や再度の疑問等
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がございましたら、ご意見、ご質問をお願いいたします。 

○竹村議長 

 ただ今、区役所から説明がありましたが、令和 4年度大正区事業・業務計画書（案）につ

きまして、質問、意見をお受けいたします。何かご質問・ご意見ございますか。 

 堀江委員さん、何かございませんか。 

○堀江委員 

 悪い頭でいろいろ考えておるんですが、私、連合会長の立場でいろいろ、先ほど話も聞か

せていただいて、子どももその他、どれがええとかいう、もう全部がせないかんという。私

ともの悩みとすれば、地域、もちろんですし、さっきの昭和山のこともいろいろあるんです

が、こういう会議でこのとおりいろいろ出されまして、ここで検討しながらいつも思うんで

すが、これを地域で徹底するということはわれわれ、正直非常に大変なことです。ここで、

この方はここで代表の方と一緒に。で、地域になりますと、これを例えば、防災のことにし

ろ何しろ、やるといってなかなか集まって、いつもいつも月 1回はやるんですけど、1時間、

1時半の中で、どだい知れた話なんで。ということで、それもまして、どないですか、ほん

まのボランティア、町会長さんはじめ女性部長さん、町内会、民生委員さん集まってやるん

ですが、その徹底が非常に難しいなっていうのが私の一番の悩みで、いつも頭痛いいうて。

ここの素晴らしいことたくさんありますし、僕も例えば、昭和山のことで言ったら、私、昭

和山でも毎朝 4 時か 6 時に行ってラジオ体操して帰ってきて、すごいだから、高齢者の方

が毎日何十人どころやなしに、ラジオ体操を 2カ所、3カ所でやられていうようなことで、

あれは素晴らしいなということで、私が、さっき区長がおっしゃった三軒家公園は地域の公

園ですから、例えば子どもの遊び場と変えるとかそういうことで、たまたま総務課長来てい

ただいたり。三軒家東地域は人口が増えてますから、ちょっとまた南恩加さんとかいつも、

鶴町さんとかいうてちょっと違う点で、いつも三軒家東はええなとか言うて。大正区の中で

もこんだけ温度差がありまして、そこらがいつも難しいとこなんですが、私はまだそういう

形でバックにたくさんの人口、人口っていっても知れてますけど、若い子どもさん、ご父兄

の方おられて、まだバックアップがあるからできることで、その頭でいろいろ考えて、この

予算（案）までなると、僕も初めての会議ですんで、これから勉強しながらと思ってる次第

でございます。 

 それから、さっき角元さんが、事前の出せよと言われても、正直、年いってね、75 なっ

てきて、これを全部理解ってのは、正直大変。耳学問はなんぼでもできますけど、これを読

んだところで、正直もう理解でけへん。これは、僕はぶっちゃけた話です。けど、話聞いて

理解はできてるつもりですから、町会長辞めんともう思い切り頑張ろかなという段階です。

今から角元さんおっしゃられた若い方、LINE でされて、いろいろされんのも結構ですし、

それをあまり深くと思ってんねんやったらまたあれやと思うし。どない言いますか、質問と

ちょっとずれてますけども、正直、これを下見せえ言われてももうできてないのが現状なん
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です。できてないっつうたら失礼ですかな。選ばれてやっとる人間ですが。そういう現状な

んで、堪えていただきたいとこ堪えていただきたいし、中でやってる中の温度差とかいろい

ろ、区役所と皆さんとの差いうのは分かりながら、年いくと、いらんとこはよう頭だけは回

りますけど、そこらは調節しながらやっていきたいなと思ってますが、いきなりこの案言わ

れても、正直、立派な、立派すぎる案なんで、われわれの頭ではとても追っつかんのが現状

でございまして。質問の答えになってるかなんか分かりませんけども、私は前向きにはいろ

いろしたいと思ってます。 

 失礼しました。 

○竹村議長 

 役所のほうから何か意見、ありますか。 

○村田副区長 

 会長、ありがとうございます。いつもいつも。 

 はっきり言いまして、役所のこういういろんな事業、こんなん初見で全部ご理解ください

なんて、どだい無理やと思います。僕らでもなかなか全事業、こんなん把握してるんかいう

ことで、区長、副区長いうたら全事業把握しとかなあかん立場なんですけども、全事業把握

して、あの施策どないなってんねんって区長に聞いたところで、区長多分、全部ようお答え

せえへんと思います。それは当然そう。そんな中で、この地域の皆さんにご理解いただこう

と思っていろんなまちづくり実行委員会委員長会、それから連町会、それから民生委員、民

生委員長会、それから社協の会と、いろいろ会議がある中でご説明させていただいてます。

ほんならそれを地域に持って帰って、会長さん方は、例えば民生委員長会の話が出ました、

地域の民生の皆さんに、民生主任児童委員さん、皆に説明せなあかん。ほんとに頭が下がる

というか、申し訳ないな、またややこしいことばっかりお願いしていうふうに思ってます。

そのために今、大正区では、各地域に地域担当というのを置いてます。各課長か課長代理、

地域によっては係長が参加させてもうてますけども、いろんな会議で、例えばまちづくりの

会議を持ってかえって、また地域のまちづくりの会議へ、あるいは連町会終わって町会長会

議いうとこで、多分、ほぼ参加させていただいてると思うので、そこであの話何やったかい

な、こんな話どないなってんねんと、全部どんどん言うてください。堀江会長いつも言うて

はりますから。どんどん地域のことを、地域でこんなことをして、言わなあかんねんけどど

ういうことやねんと言うていただきたいし、地域でこんなこと困ってんねんと、例えば、何

でこの部分だけ中央分離帯ないねんとか、そういうちょっとしたことでいいんですんで、ど

んどん区役所や地域担当にぶつけていただければなというふうに思います。橋渡しのため

に地域担当制、この中に、ここにはないですかね。地域担当制という項目、取り組みやって

ますんで、ぜひ担当の課長、課長代理、係長、ご活用いただければと思います。ありがとう

ございます。 

○竹村議長 
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 ありがとうございます。 

 大石委員さん、何かありませんか。 

○大石委員 

 すいません、私も堀江さんと一緒で、同じようにスタートして、まだ LINE も分かって

ない状態なんですけども、ただ、先ほどから話していたゲートボール場、多分、鶴町以外に

もあるんとちゃうんですかね、ゲートボール場は。 

○村田副区長 

 あります。 

○大石委員 

 ただ、鶴町の場合、正直言いまして、2年間のコロナの関係で、まずゲートボールするメ

ンバー自体が自粛した。練習をね。で、なおかつその時点で、もう 2年前の時点でメンバー

が自体がかなりもう縮小されてて、１チームか、常時使うのは大体 67人ぐらい。そのメン

バーほとんど 2 年間休んだんです。そしたらきれいに原っぱになりましたね。そういう状

態からほっとかれへんという形になって、地域、社会福祉協議会のほうでお諮りするという

形を取らせてもらって、この年度内に 3回草引きしたんです。追いつきません。で、その草

引きをする、それをしたくなければ除草剤まかなあかん。除草剤自体があのスペースで、ざ

っと聞いたら、大体 1 回 5 万か 6 万ぐらいの費用がかかる。年 1 回じゃないでも、2 回は

除草がいるだろうと。だから、その費用負担はどこになるのかっていう、今の状態では地域

さんが。ちょっと悩ましいところで、そう聞いて、児童公園も局に返してるとこがあるとい

うことを聞いて、うち、返せるんかな、返せないんかなって今、悩んでるんです。 

 それが 1点と、あと、地域防災のほうで、防災リーダー自体、今、鶴町で登録で三十数名

いてるんです。2年半前の台風被害の直後には、ちょうど地域も防災意識高ぶりまして、50

名近くの名簿がある。それはもう高齢化も進むこともあって、1人抜け、2人抜け、次回ち

ょっと無理やっていうことなって、今、三十数名。先日、ちょっと備蓄品の作業で集合かけ

たら 17 名でした。平均年齢は 70 歳以上ですからね。推して知るべしで、皆さん、若い方

うんぬんっちゅうとこもあるんですけども、なかなか私ら世代と次の世代とっていうか、続

きがないんです、連続性が。どこかで途切れてしまってるんです。だから、掘り起しってい

うか、前回のときも私、同じような話したと思うんですけども、なかなか難しい。なおかつ

高齢化が進んでるわけですよね。それと、今のそれも、地域として防災をやる身としたらや

っぱり悩みの種で、非常につらいなというとこがあります。 

 それと、防災の今の、今回の事業計画の中にも書いてある、要援護者システム、サポート

システムですか。これ自体も、分野で言えば多分、共済――自助・共助の共助になるんじゃ

ないかなと思うんですけども、私らこういう立場のメンバーさんは、言葉として要援護者シ

ステムうんぬんっていうふうな言葉、多分、耳にしてもぽっと理解できると思うんですけど

も、一般の方にその言葉がまず浸透してないように私は思うんです。浸透してないなら、援
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護を欲しいという人でもなかなか手を挙げないという場合があるんじゃないかと。昔、どう

言うんですかね、やはり高齢者になると特に、周りの人に迷惑かけたくないという気持ちが

働くんです。それもあるから、なかなか制度としていうのが今のところ、まだ一歩もいって

ないと思うんですよね。鶴町もやっと協定結ぼうか、結んでもいいよというとこまできたん

で、近々そういう作業が、手続も入るんですけども、ただ、そういう入っても、なかなか実

際どうしたらいいかって分からん問題が多すぎますよね。すぐにはなかなか動きが取れな

いから。まして、以前と比べてプライバシーの問題、個人情報の問題というのは非常にシビ

アに言われますんで。だから、あんまりないところでちょっと悩んでおります。この質問か

らは離れたかも分かりませんけど、そういうところ。 

○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。 

 以上です。 

○北川委員 

 もう一度、ちょっとだけ、言い忘れたことありますんで。 

 われわれ連合町会長会いうてやってるんですけれども、連合町会長という形で各 10校下

ここへ集まってくるのは、各地域でいろんなことを下積みやって、そして町会長、連合町会

長いうような形でやられた人は全部出てきて 10名やってるんですけれども、そのほとんど

はもう、皆さんもう 80までの、75から 80ぐらいの人がほとんどなんです。だから今、こ

こで急に、われわれはわれわれの息子とかと話してるんと同じで、これを一つのほうに巻き

込めて、近付けてやるいうふうな、先ほども言われてましたけど、例えば SNSとかYouTube

とか、SNS ってどないすんねんっていう感じですわね、言うたら。そういうことがありま

すんで、若い方はちょっとその辺も含んでいただいて、あんまり横文字ぺらぺら言われたら

さっぱり分かりません。そういうことで、よろしくね。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 松村委員は、鶴町のほうで大石委員さんが話したんやけど、要援護者の何か意見ございま

せんか。 

○松村委員 
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 私も堀江委員長と同じで、本当にこういう会も 2回目なので、やっぱり話を聞いて、それ

に対してああなるほどって今、そんなような感じで、確かにいろいろ今ホームページを見て

とか、横文字の言葉が出たらちょっと分からなくて、これからそういう時代になってきたら

どうしようって今悩んでるところです。意見っていうのは、本当にいい意見が出てるんです

けども、それに直面したときに考えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○南委員 

 質問いいですか。 

○竹村議長 

 はい。 

○南委員 

 防災のところで、ハザードマップ見てどこに逃げるか決めろみたいなことがよく言われ

たりするんですけど、ハザードマップ、正直マップ、僕見てないんですけど、会社では全部

つくったんで、会社で何かあったら逃げるとこは分かるんですけど、家で今何かあったら、

人を助けるどころが、うちの家族どこに引っ張っていったらええんやろって今ちょっと、ま

だ分かってない状態やったりするんですけど、ハザードマップ見ろじゃなくて、あなたはこ

こに逃げなさいっていう、A4ぐらいのとこに、あなたはどこどこに逃げなさい、ばーんっ

て書いたやつを各戸に配ったりとかいうのはできないですかね。 

○北川委員 

 それはちゃんと、電信柱にちゃんと張ってるでしょ。 

○南委員 

 ああ、そうなんですね。 

○北川委員 

 逃げるとき避難場所はこちらですよ、何々小はここですよとかいうような形で、三西でも

全部ありますよ。 

○南委員 

 じゃあ、そこ見たら、そこの電信柱の周りに住んでる人はここに逃げなさいっていうのが

分かるんですね。 

○北川委員 

 全部知ってますよ。 

○南委員 

 じゃあ、それが分かればいいわけですね。それの周知をすればいいってことですね。 

○古川区長 

 ちょっと担当から、今のずばりの話を説明します。 

○中務防災担当課長 
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 すいません、防災担当の中務です。 

 大正区といたしまして、今年度、津波避難マップっていうのを地域別に作らせていただき

まして。 

○堀江委員 

 付いとったやん。場所的にはまだ全部がいってないから。 

○中務防災担当課長 

 A4二つ折りなんですけども、そこに地図も載ってまして、津波避難ビルというのを載せ

させていただいてまして、地区の方がそれを見たら、自分はどこへ逃げればええんやいうの

が一応、検討していただけるようなものを作らせていただいてます。一応、全戸配布という

ことで、3月に今、配ってる途中でございまして、まだちょっと配ってるとこと配ってない

とこがあって申し訳ないんですか、それをまず見ていただいたら、ある程度避難ビルの参考

になると思います。 

○南委員 

 僕、会社の BCP（事業継続計画）つくったときにアドバイザーさんと一緒に決めたんで

すけど、近所の避難ビルに逃げても物資けえへんから、逃げんのは公共のとこ行かなあかん

よいう話があったりとかで、そこに集中したりとか、そこにほんまに行って入れてくれんの

かなとか、そういうのは多分、ハザードマップ見ただけで分かれへんと思います。実際、じ

ゃあどこ逃げたらいい、これ書いてるけどどこに逃げたらいい、電柱に張ってるけどどこ行

ったらええねんって、多分なると思うんです。なので、おまえはここに逃げろっていうのが

来たら、そこに逃げれるかなって思ったんです。しかも、何なら場所書いとかんと、ビルの

名前だけ書いといて、場所は自分で探せって書いとくとか。ほんなら避難訓練になるのかな、

こんな感じのことができたらどうなのかなと思いますけど。 

○古川区長 

 私から補足させていただきます。 

 まさにそういうふうな使い方をしてもらいたいので、地域ごと、10地域それぞれの地域、

大きな拡大した地図で、全ての津波避難施設が乗ったマップを今、作ったばっかりなんです。

まず、全戸に配布すると、南委員おっしゃるとおり、全部に配っています。届いていないと

したら、またお尋ねいただければいいと思います。まず全戸配布して、それから、わが家が

逃げる場所はここですと、まさに表紙のところに書く欄を作ってます。その津波避難マップ

を見ながらご家族で話し合っていただく前提で作っています。なので、わが家の逃げる場所

は三軒家西小学校とか書いていただける、それを家庭内で共有いただくと、こういう、南委

員さんのご心配のとおりのものを先行して作っておりますので、ぜひご活用いただければ

と思います。 

○南委員 

 ありがとうございます。 
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○堀江委員 

 ちょっと、ついでで言わしてもうたら。 

 南さんね、われわれ、皆さんっちゅうか、一緒ですわ。防災訓練、年 1回、大げさや言う

て大々的にやっとる、工夫してる。三軒家東の小学校、一緒にもう 4年やります。1,000人

集まっただけでもう大変なんです、学校の中。町会長会議のときとか防災会議のときはいっ

つも言うてます。そういうことを皆さん若い方、例えば、防災訓練します、大きいポスター

張っていろいろやっても、関心ないのはあなたたちやで、どっちか言わせてもうたら。集ま

らへんねん。 

○南委員 

 そうなんですよ。 

○堀江委員 

 せやから、それを盛り上げてくれんと、われわれはもうなんぼでもうれしいし。三軒家は

小学校校長に話して、防災訓練の日や、この日やって言うたら、僕が連合会長なったときか

らずっと一緒にやって、子どもさんだけが 200人。保護者の方はほぼ同数、800人。で、わ

れわれスタッフ、50人や 60人、もっとですわ、たいがい。ほぼ 1,000人近い人間があのグ

ランド、学校にある。そしたらなかなか、学校でも徹底して、この時間にここ行け、こう行

け、この――例えば、講堂に備蓄品置いてるからそれ見なさい、いっぺんに集まって、ここ

ではビデオやったりとかしとっても、もう 10分、15分したらだらだら。1,000人って大変

でっせ。それを本当に５回ぐらい、。僕らから言うたって、そんな無理なこと言うなって言

うてるんですけど、それでもせんことにはしゃあないわけです。今おっしゃる備蓄品いうの

は、恐らく小学校に、中学校にあるんです。うちは一生懸命それをグランドに出して、去年

もやってます。出すのも練習やということで、保護者の方も何人か来て手伝うてくれたりし

ますけど、そういうこと自体徹底するのが大変。それでも子ども来て連れてたら、うーんと

帰るんですわ。1時間もそこで見てるねんと。子ども、勝手にいろんなことする。 

○南委員 

 ちなみに、それは告知は回覧板とか。 

○堀江委員 

 もちろん回覧板もやし、学校の生徒から全部、家の保護者に持って帰るし、ポスティング

もしますし、何千枚っていうポスター全部したりしてもそれです。 

○南委員 

 ありがとうございます。 

○堀江委員 

 大変なんですよ。皆さん、若い方。 

○南委員 

 参加できてなくて申し訳ないという前提の。 
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○堀江委員 

 いやいや、偉そうに言うんやないですけど、やっぱり若い方がご協力いただけたらわれわ

れは助かるんで、それがつながっていくと思て。僕もしんどいけど、小学校一日その授業、

一日それに充ててもらわなあかん、土曜とか日曜に充ててもらって。貴重な授業一日割いて

やってもうてるわけですから、何かと思て、何かなるかなと思ってやっとるんですけど、な

ったかどうかは分かりませんけど。やらんでええいうてもやったらええわ。そこら辺も全く

言うて、地域に協力したってください。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。時間に限りありますので……。 

○大石委員 

 ちょっと一言だけいいですか。 

 先ほど備蓄品っていうか、そういう、蓄えがアドバイザーが公共施設じゃないとそういう

あれは届かないよっていう話、ちょっと、おっしゃった――こと津波とか何か、大正区にお

いて、津波発生で避難する、それぞれのところに避難しますよね。その備蓄品が動くのは、

津波の水が引いた後ですよね。だから、とりあえず逃げるのは、それこそ散々もうどこにで

も逃げてもらわないと、先ほどおっしゃったように、ここに、何人分にっていうので集中さ

すと余計困るの。確かに一戸一戸にうちはここ、あなたはここっていうのはあるんですけど

も、これも、私の地区も防災でやってて、じゃあ町会単位でこっちの方向、あっちの方向っ

て決めようかって言っても、それこそまとまらないです。まず、個人的に私は何かあったら

子どものとこに行く。せやからもう、その人のその計画から言うたら、もう現場待ちになる

のね。私はもう関係ない。それとあと、鶴町の場合特にそうだと思うんですけども、IKEA

さんが避難ビルで、うち 2 万人収容させていただきますいうのを OK、声かけていただい

て。でも、鶴町の全住民で、いや、9,000いてないですよ。せやから、IKEAだけで収まる

んです。ただ、1 時間半とか 2 時間とかいうタイムが設定される時点で、4 丁目の奥から

IKEAまで歩くのに、まず歩くだけでも、年寄りだと 1時間近くかかる。若い、元気な人で

も 20 分かかる、25 分かかりますから。そうしたときに、まして 1 丁目のほうから津波の

来る方向に逃げるという心理が働くかどうか。 

○南委員 

 ほんまですね。 

○大石委員 

 IKEA さん、海の端なんですよ。津波は向こうから来る。そういう地理面も考えるとね、

鶴町の場合は特にそうやけども、いったん上ると公営住宅があるんで、住宅の共用部分とい

うのはもう避難場所なんで。だから、とりあえずは決めない。1丁目はここ、2丁目はここ

と言ったら、一番端っこのところは、1丁目に言われたとこよりこっちのが近いんだと、そ

ういうこともあるから、それぞれもう決めないで、近いところに逃げよっていうのが前提。
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だから多分、備蓄品の救援物資がうんぬんっていうのは水が引いた後で、その時点で極端に

避難所は被害を受けてないかといったら、一概に言えませんもんね。小学校は大丈夫とかな

いからね。だから、それはもう避難、実際に起きたら起きた時点で、残ってるものはどうい

うふうに運ぼうかってことを、それはその時点で考えないとあかんと思います。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。時間に限りがありますんで、発言できなかった方、ご意見シート

に提出をお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして議題 2 を終了させていただきます。本日も大変貴重のご意

見を頂いたと考えます。この内容を基に、来年度区政運営に生かしていただきたいと思いま

す。 

○大津政策推進課長 

 竹村議長、どうもありがとうございました。皆さまから頂きましたご意見ならびに事前質

問にて頂きましたご意見も併せまして精査し、来年度の運営方針、事業・業務計画書の成案

に向けまして、できるものから反映してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いをいたします。 

○竹村議長 

 その他の事項として、区役所から何かありますか。 

○大津政策推進課長 

 それでは続きまして、その他事項ということで、令和 4年度より、実は区政会議がオンラ

イン化を想定した運営ができるということになりましたので、古川区長のほうよりご説明

を申し上げます。 

○古川区長 

 では、オンライン化、また横文字で松村委員にご心配をかけてしまいますが、オンライン

化とはどういうことかということを説明させていただきます。 

 発端は、市会で松井市長が、コロナのご時世だし（区政会議は）何も全部集合型、対面型

でやらなくてもいいじゃないかという論点が出たことで、区長会議にご下命がありまして、

この区政会議、オンライン化できないか、一部でもいいからというご下命があったところが

発端です。それに関しまして、区長会の中で、実は私が区政会議を担当しておりまして、人

事・財政部会というところでこの話し合いを続けました。結果としては、これ、区政会議と

いうのは条例で決まっておりますので、条例解釈の世界になりまして、細かい話ですいませ

ん。この条例上、区政会議を対面式じゃなくてオンライン、つまりインターネットとかネッ

ト環境を通じて参加することを認めるか認めないかという議論を部会の中でしました。で、

結論としては、今も区政会議の条例上、解釈変更を行うだけで、オンライン参加はOKであ

るという結論になりました。何を言ってるかというと、コロナで例えば、出席を自粛したい

ですとか、本当に具合が悪くて今日は来れないんだけども、区政会議には興味があるし参加
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したいという方などは、オンラインで・・・インターネットとかスマホとか、こういうもの

を通じて参画ができる。イメージしていただくと、あそこの白い幕がありますよね。あそこ

に松村さんの顔が出るんです。 

○堀江委員 

 それじゃ分かんない。 

○古川区長 

 分かんない・・・つまりそういう、この会場とご自宅を結ぶなり何なりして、自宅とか、

それから地域の会館とかでもいいんです。場所はどこでもいいんですけど、そういうとこか

らも遠隔で参画できるようになりました。まず、なったというご報告、それから具体的なや

り方ですけど、また横文字、若い人向けにわざと言いますけど、BYOD というシステム。

Bring Your Own Deviceですね。つまり、自分の機械で参加してください。なので、スマホ

なり、パソコンがない人は実は、裏返すと参画できません。なので、今までどおりこの会場

に来ていただくということです。それから、オンラインの参画に関しては、この会議の委員

さんの皆さまで申し合わせをしてください。オンライン参加を OK とするかしないかを申

し合わせしてくださいという指針が出ております。それから定足数、これは今も区政会議が

成立するかしないかは出席者数によりますので、定足者数を満たすためにも、その委員さん

が本当に委員なのか、本人確認もインターネットの画像をもってやりなさいと、こんなこと

まで議論しました。そういうことを逐一パスしましたので、結果的にはスマホやパソコンか

らの参加も認められたということでございますので、次回会議からはオンラインで、オンラ

インって何度も言っちゃいますね、自宅等から遠隔で参画したい方については、ご相談いた

だければこちらのほうで、まず、機械を持っている方という前提になりますけど、対応させ

ていただくというご報告でございます。 

○竹村議長 

 ただ今の古川区長の発言を踏まえ、この議題について質問、意見をお受けしたいと思いま

す。何かございませんか。 

 ないようでしたら、時間に限りがありますので、発言できなかった意見は後日、ご意見シ

ートで提出をお願いいたします。何かほかに質問、ご意見ございますか。 

 それでは、区政会議のオンライン化を想定した運営について、以上とさせていただきます。 

 その他の 2個目について、区役所から追加はございませんか。 

○大津政策推進課長 

 すいません、来年度の区政会議の日程について、それではちょっとご説明をさせていただ

きます。 

 お手元、書類番号 5 番のほうを見ていただけたらと思います。令和 4 年度の大正区区政

会議の日程なんですけども、年 4 回ということで、やっぱりあらかじめ日程のほう決めさ

せていただいたほうが、皆さまのご用件も立てやすいかなと思っておりまして、基本的には
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第 1回目、第 2回目、第 3回目はそれぞれ、1回目が 6月 17日金曜日、第 3金曜日という

ことになっております。第 2回目も、令和 4年 9月 16日の金曜日、第 3回目が令和 4年の

12月 16日金曜日。それぞれ第 3金曜日。間は 18時 30分から 21時 30分とさせていただ

いております。第 4回目なんですけども、実は 2月の 17が第 3金曜日なんですが実はちょ

っと 17日に、令和 5年の 2月 17日の金曜日が、実は区民ホールがもう既に抑えられてお

りまして、申し訳ないんですが、4 回目だけ木曜日ということで、2 月 16 日の木曜日、時

間のほうは 18 時半から 20 時半とさせていただきます。場所のほうは、すいません、全て

4回とも大正区民ホールということで、それは先ほど区長のほうからもお話ありました、次

回からオンラインの参加も可能ということで、実は大正会館、ここはちょっと設備がなくて、

ここではそれができませんので。ほんで、区民ホールのほうは、そういった設備のほうござ

いますので、一応年 4 回の日はもう既に押さえせてもらっておりますので、来年度は区民

ホールのほうで区政会議のほう開催させていただきますので、皆さんもご意見のほど、よろ

しくお願いをいたします。 

 私のほうからは以上です。 

○竹村議長 

 ありがとうございます。 

 本日予定をされている議題は全て終了しました。なお、行政側よりオブザーバーとしてご

出席をいただいている警察副署長ならびに消防署長に、一言ご助言を賜りたいと思ってお

ります。 

 大阪大正警察署、矢野副署長、いかがですか。 

○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す。 

 まず始めに、日頃より警察の業務につきまして、皆さま方から多大なるご協力とご理解い

ただいていることを、まずもって感謝申し上げます。今まで参加させていただいた中で、私

まず、交通の話を結構させてもらう機会が多かったと思います。ここ大正区におきましては、

自転車とか歩行者の方が被害に遭われる方、事故に遭われるというのがすごく多いんです

けども、特に子どもや高齢者の方が被害に遭われたり、また、大阪府下であれば、夜間帯の

交通事故っていうのが多いんですけども、ここの大正区は昼間の事故がかなり多いところ

です。昨年の交通事故の発生状況を見ますと、例年よりも少なくはなってはいるんですけど

も、まだまだ事故が多いということ、大きな死亡事故等はなかったんですけども、まだまだ

交通の便としてバスしかありませんので、やっぱり自転車使われる方が多いということで、

まずまずわれわれも交差点活動をしっかりして、事故のほうを減らしていきたいと考えて

おります。 

 また、交通事故以外に昨年は大きな事件、事故というのは少なかったんですけども、いま

だに特殊詐欺が発生が多いです。また、区役所の職員の方をかたったり、金融機関の方の名
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前を使ったり、また、われわれ警察官ですね、大正警察署の生活安全課の何々ですというこ

とで、詐欺の事件の被疑者を捕まえてますと、あなたのキャッシュカードを持ってましたん

でと、お手元のキャッシュカード確認してくださいということで、アポイントの電話をかけ

て詐欺の被害に遭われる方がまだおられるということです。また、大正区のほうでは車上狙

いが結構はやって、昨年末は結構ありました。ゴルフの練習場とかコインパーキング、また、

大型の商業施設の駐車場における車上狙いがかなり発生しておるんですけども、いまだに

発生してる状況にあります。また、侵入盗の事件も、昨年はちょっと増えたんですけども、

今はちょっと減少傾向にあります。大阪府下全体の犯罪の認知件数自体は年々減少傾向に

あるんですけども、いまだに、安心して暮らせるまち大阪を、われわれ警察が提供できてる

かというのは、なかなかほど遠いところかと思います。われわれ、今、コロナ禍でありまし

て、大きな歳末警戒とか、また、防犯警戒などの大きなイベントはできないんですけども、

地道に活動していきたいと考えております。また、来月の話になるんですけども、4月の 6

日から 15 日までの間、4 月の 6 日から 15 日までの間、春の全国交通安全運動、これが行

われます。また、その期間中も、4月 7日は大正区民の方にご協力いただきまして、大正区

内の大きな主要交差点におきまして、交通管理とともに交通安全の啓発活動をさせていた

だくことになります。この、交通安全運動の重点としましては、お子さんをはじめとした歩

行者の安全確保とか、飲酒運転の撲滅、また、自転車の交通ルールの順守と啓発活動、それ

と、特に大阪は二輪車の事故がすごく多いんです。コロナの関係で通勤手段として自転車と

か二輪車を使われる方が多いということと、おっきい主要な道路のすり抜けをして事故に

遭われる方がすごく多いので、その辺りの啓発活動も行ってもらいたいと思います。また、

春の交通運動の期間が終わってから、今度、同じようなんですけども、4月 18日から 27日

までの間、春の地域安全というのを行います。これは、弱者となるお子さんとか女性が被害

となるような犯罪の抑止とか、また、特殊詐欺の抑止、また、自動車関連犯罪、自動車本体

だけではなくて、ナンバープレートなどの部品ですね、とか、車上狙いの犯罪。これの発生

抑止の活動をしてまいります。また、これらの活動につきましては、われわれ警察だけの活

動としてはなかなかできないところでありまして、また地域の方のご協力、また区役所の方

のご協力もいただいて活動を行ってまいりたいと思いますので、今後とも警察の業務につ

きまして、ご協力いただきたいと思います。本日はお招きいただき、ありがとうございます。 

 大正警察からのお願いは以上です。 

○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、石田所長、いかがでしょうか。 

○石田大阪市大正消防署署長 

 ありがとうございます。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。長時間の会議、お疲れさまです。 
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 少しお時間頂きまして、大正区内の救急事業について少しお話をさせていただこうかな

と思ってます。これは、昨年、令和 3年における大正区内の救急出場件数なんですが、4,938

件。大正区内で救急車が出場したケースっていうのは、4,938 件。搬送人員は 4,182 人で、

いずれも令和 3年、一昨年ですね、よりは減少しているという統計が出てます。ちなみに、

市内 24区中で、福島区が 4,408件に次いで少ない出場件数、大正区は出場件数となってま

す。ちなみに、一番多いのは西成区で、18,151件と大体 4 倍ぐらいの出場となってます。

1 日あたりの平均出場件数を見てみますと、大体、大正区内 13.5 件で、時間計算すると、

大正区は 106.4分に 1件の割合で救急車が出場しているという計算になります。ちなみに、

大阪市内全体で言いますと 2.4分に 1件です。大正区民 14.5人に 1人が救急車を利用した

ことになります。それでは、どのような内容が多いのかと申しますと、ほとんどが急病人で

す。次に、けが、そして交通事故というような順番になってます。年齢区分別で見た搬送人

員は、大体 65歳以上が全搬送の半数以上を占めてると。これも、市内の全体で見ても同じ

傾向にあるというような内容です。今現在の救急事情なんですが、もう皆さまもご存じと思

いますが、全国的に救急搬送困難事案いうことが毎日のように発生しております。ここ大正

区においても同様です。コロナの感染者のみならず、感染以外の方の搬送も、決定するまで

にかなりの時間がかかっておって、救急車の逼迫（ひっぱく）、これが毎日のように起こっ

ております。今現在、消防局の対策としまして、一時的に消火隊、赤い車を白い車、救急車、

これに乗りかえて活動する運用を行ってます。ここ大正消防署でも、1台の車を救急車に乗

りかえて運用しているところです。あとは、大阪市保健所方向へ職員を派遣して、現場の救

急隊との情報伝達円滑にして、少しでも早く搬送先を選定できるような体制強化、これを図

っているところです。よりまして、救急隊というのは長時間ずっと感染リスクの高い中で活

動しているというのが現状になっております。市民の皆さまにおきましても、消防局の専用

Twitterでこの逼迫状況について周知、お知らせをさせてもらっております。その中で、逼

迫時には出動の段階で少しお待ちいただく場合があるということをお願いしているところ

でございます。 

 以上、簡単ですが、救急の現状についてお話させていただきました。以上です。 

○竹村議長 

 石田署長、どうもありがとうございました。 

 本日、皆さまには議事進行にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

○南委員 

 最後に一個だけいいですか。ごめんなさい。 

 角元委員からの質問で、任意団体、任意の会議は OK っていう話やったと思うんですけ

ど、任意の会やったら、別にこの資料を共有してもいい、見してもいいの、他の人に。 

○大津政策推進課長 

 この資料は公表してますので、はい。 
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○南委員 

 この資料は会議のどれぐらい前に来るか決まってるんですか。 

○大津政策推進課長 

 1カ月前に。 

○南委員 

 1カ月前。はい、ありがとうございます。 

 じゃあ、それで頑張って議論します。 

○大津政策推進課長 

 すいません、本日、オブザーバーに金城議員が来られてますが、一言だけ頂けたらと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○金城府議会議員 

 皆さま、長い時間お疲れさまでございます。本当に大正区のためにありがとうございます。 

 私は府議会のほうですので、いくつもの内容大体、皆さん住民に直結した話がほとんだと

思いますけども、一つだけ区役所のほうにお伝えさせていただきたいと思います。柊委員の

質問やったかな、最初の質問で、外国人の方、地域防災枠に外国人の方とかそういった人を

入れるような方策というのがないかということで、区役所の会長が地域の推薦があって初

めて組織してるグループなんで、地域の方につなげていきますというお話だったと思うん

ですけども、もう皆さんご存じのとおり、大正区内でもいろいろな中小企業等で技能実習生

とか、中国籍とかベトナム籍、ミャンマーとか、そういった方々、結構かなりの数がいらっ

しゃると思います。もともと言葉が、地域の方と当然コミュニケーション取れるわけでもあ

りませんので、そういった方々を防災という面から捉えましても、こういった方々にしっか

りと情報を伝えられるのか、そういった仕組みづくり、ちょっと行政のほうでやったほうが

いいのかなと思います。地域の方々がある外国籍の人捕まえて、あんたのグループ、防災の

いろいろ教えたいんですけど、教えたいんだけどって言っても、恐らく取っ掛かりもないと

それこそ思いますので、普段から地域活動されてるような外国人の方たちはいいと思うん

ですけども、急に日本に来て、大体皆固まって行動されてる方が多いので、そういった方々

に対して情報なり何なり、伝達できる方法を何か構築できないのかなというふうに思いま

す。これは今、多角的な感じで、この大阪も、コロナ収束していくともっともっとそういっ

た方たちが増えていくと思いますので、議会のほうでも取り上げさせてもらおうかなと思

ってます。ですから、地域の方々につなぎますので、紹介してくださいとかそういった答え

はちょっとまだ足りないかなと思ってますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○大津政策推進課長 

 すいません、ありがとうございました。竹村議長、どうもありがとうございました。本日

の配布資料の中にご意見シートいうのをお配りさせてもらっておりますので、本日の会議
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でご発言できなかったことや、本日のご議論を踏まえて改めてご意見、ご質問がございまし

たら、ご記入の上、3月 23日、3月 23日の水曜日までにご提出をよろしくお願いをいたし

ます。令和 3年度の区政会議は本日が最終となります。次回の区政会議は、先ほどご説明い

たしました、6月 17日金曜日を予定しておりますので、どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、本会議の結びにあたり、区長の古川よりごあいさつを申し上げます。 

○古川区長 

 本日も長時間ご議論ありがとうございました。すいません、またいっぱいメモをしたので、

座ったままでピックアップしながら、今日の総括とさせていただきたいと思います。 

 まず、ご意見登場順です。角元委員から、事前質問ちょっと少ないんじゃないのというご

意見がありました。確かに、私どもの資料お送りした時期がぎりぎりだったもので、これは

私どもの反省もございます。一方で、堀江会長や松村さんから、いいことはやってくれてい

るのだけど、役所の資料は難しいよと、確かにこの場でしっかり説明できる時間があれば、

なおそれに越したことはないのかなと思いますが、本当にこれでも 2 時間になっちゃうん

ですよね、今日の議論でも。なのでやっぱり、事前にお読みいただくしかない部分もござい

ますので、ご容赦いただきたいのと、横文字についてはかみ砕いて分かりやすく説明したい

とも思っております。 

 それから、児童遊園の話とか公共空地の話ございました。土井委員から児童遊園の老朽化

の話、かといって予算もないんだよねという役所側の事情もご理解いただきながらのご発

言、それから大石会長からは、ゲートボール場にして場所の草刈りなど、結局は負担、地元

の重荷になってるということで、「返してしまえるなら、と迷ってしまう」という切実なお

話がありました。まさにそのとおりでございまして、これが地域活動、あるいはニア・イズ・

ベターの一番難しいところです。崇高な理想なんですけど、一番難しいところ。結局地域の

ご尽力が、負担がないと動かないというところで、私どもも悩みながらやっておりますが、

少ない予算で、なおかつ趣旨に合致しているものは区役所でも支援しながら、皆で乗り切っ

ていきたいなとは思っております。 

 その辺りもう一個、大石会長からの、地域の担い手の話ございました。堀江会長からもあ

りました。特に、高齢化して人も足りないので、要援護者の話をしようとすると、やっぱり

共助だよねという、このところが、実は私どもの一番悩ましいながらも、一番お願いしたい

ところでございまして、最後のほうにも備蓄品の話、大石会長からご説明いただきましたけ

れども、結局、津波のときは、まず自助なんです。あれ、何日間持たせなきゃいけないんで

したっけ、自分の逃げるリュックサックとかの荷物で。72時間ぐらい？ 

○中務防災担当課長 

 そうですね。 

○古川区長 
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 大体、最初の 3日ぐらいは救援が来ない前提なんです。つまり、72時間ぐらい生き延び

られるものをリュックに入れて、とにかく避難すると。これ、最初の難題なんです。その段

階が終わって、津波で言えば水が引いた後に、やっと救援物資が来る。つまり、小学校なり

何なりの避難所生活が始まるということなので、この最初の 72時間を自助で乗り切るとい

うのが意外と分かってないというか、役所が何かやってくれるんじゃないかというイメー

ジが付きまとうものですから、その辺も含めて、今回ご紹介した津波避難マップには、どん

なものをリュックに詰めておけばいいかということも裏表紙のとこに書いてございますの

で、参照いただいて、まずは命を取り留める、何とか逃げ切るというところから、自助のと

ころからやってみていただければと思います。その次の共助に関しては、これからどんな形

で避難支援ができるか、まさにこれから、まずモデル地域をつくって、この要援護者は防災

の世界で言うと、避難行動要支援者という名前があるんですけど、これ、法律に基づいた支

援をしなきゃいけない方々がいるのですが、こういう方々にどんな形で手を差し伸べたら

いいかというのを、これから大正区内でもモデル地域をつくってご相談し、一緒に考えてい

きたいなと思ってるところでございます。 

 それから、北川委員から、連合町会も高齢化してるよね、若い世代とどうやって交流して

いいかという話もございました。堀江会長も同じことおっしゃっておりますけど、この辺に

関しては SNSつくれば若い人来るよねっていう、それだけだと、北川委員がおっしゃると

おり、その SNSを連合町会の中で誰がやってくれるのか。結局は担い手もいないし、分か

ってる人もいないというとこで、ジレンマでなかなか進まないというのが今の現実です。地

域を周って意見交換したとき、同じことを言われました。ただ、地域に対しては中間支援組

織というのがございまして、まちづくりセンターというのがうちの 4 階にありますけど、

この方々が手取り足取りいろいろ教えてくれますし、予算の使い方も教えてくれます。なの

で、困ったとき、まちづくりセンターへのご相談もしていただければいいなと思います。 

 そんなところでしょうか。今日気付かせていただいたところは以上でございます。令和 4

年度に入りましたら、この当会議は、今日説明させていただいた「エリア価値の向上」など

の新規事業を、またどうやって進めていくのかご相談などをしつつ、多分、大きなテーマと

しては将来ビジョンの素案をお示ししながら、この大正区、どんなビジョンで進めていくの

かという形で、令和 4 年度は進んでいくのではないかと思いますので、また皆さまのお知

恵をお借りしたいと思います。 

 本日は長時間、誠にありがとうございました。 

○大津政策推進課長 

 それでは、これをもちまして、本日の区政会議を閉会とさせていただきます。本日は遅く

まで誠にありがとうございました。 

午後８時 31分閉会 


