
令和３年度第４回区政会議での意見と対応一覧

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」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

　議論を活性化するためには事前質問というのが
必要だと思うので、是非より多くの区政委員の皆
さんに質問についてご協力いただきたいなと思っ
ている。

角元委員

＜政策推進課長　大津＞
　前質問につきましては、質問をしていただく区政会議委員の皆様への資料
を送った時期が遅くなってしまったことも反省点としてございますので、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ので、どうぞ
よろしくお願いをいたします。

事前質問については、委員の皆様が資料を熟読のうえ、ご検討いただ
けるよう、十分な期間を設けるようにいたします。また、送付資料に
つきましても出来るだけわかりやすいものになるよう、改善してまい
ります。

総務課
（庶務）
区政企画

2

　新規事業（エリア価値の向上に向けた地域活性
化事業）については、今後、ホームページ等を
使って広報をすると思うのですが、より、大正区
民の人に知らしめていただきたいと思う。もちろ
ん、事業ベースで進んでいくので、事業を実施す
る企業が告知等をやっていくのでしょうが、広報
活動として、行政がバックアップをすることでよ
り広報の厚みが増すと思います。
　マルシェ等をイメージしているということで、
より大正区の企業さんが出店できる形になってい
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、公募事業ということでホームページ
に記載した内容も、SNS等でアップしていただき
たいなと思っています。
　いつやりますよということも広報すれば、それ
に参画しようかなとか、イベントをやるときにそ
れを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、広報は力をいれてやっていただき
たいなと思ってます。

角元委員

＜政策推進課長　大津＞
　新規事業のホームページ等の告知につきましては、こういった事業すると
いう情報を広げるのがすごく大事なことと思っております。こういった事業
については、大正区と渡船を挟んだ港区とか西成区、浪速区、西区、いろん
な区がありまして、来年度こういった事業をするにあたり、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
ろです。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、投げか
けのほうをしております。すぐできるかどうかというのは、今のところ即答
できませんけれども、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。

新規事業については広く周知することが重要だと考えており、近隣区
との広報協力についても働きかけるなど、力を入れて事業のPRに取り
組んでまいります。

総務課
（庶務）

広聴・広報

3

　【書類番号４】「令和４年度 大正区関連予算
（案）概要」の【３ 重点的に取り組む事業】の
ページにある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、【区長自由経費
予算（案）】のページでは、900万円になってい
るんですけど、これはどっちが正解でしょうか。
　
　あと、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
なってことで、ものづくり企業の肩持つわけでは
ないんですけど、ものづくり企業活性化事業の減
額の理由を教えていただけたらと思います。

石田委員

＜防災担当課長　中務＞
地域防災対策事業としては591万3,000円でございまして、９02万
6,000円は地域防災対策事業に防犯事業も含んだ額となっております。

＜政策推進課長　大津＞
ものづくり企業活性化事業を実施するにあたりまして、会計年度任用職員っ
ていう職員を雇いながらやっていたのですが、その部分が雇用期間の減少に
より減額となっております。

回答済み

地域協働課
（防災・防犯）

・

地域協働課
（地域協働）
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令和３年度第４回区政会議での意見と対応一覧

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」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

4

　新規事業（エリア価値の向上に向けた地域活性
化事業）について、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
るみたいなことは、すごく面白そうだなと思っ
て、ぜひ参加したいなと思うんですけど、まちを
車で走ってたりとかしてても、「この家空いてん
のかな」っていう家がいっぱいあって、気が付い
たら民泊的なところになってたりっていうのがよ
くある。
　区内のいいところを安易に民泊にされてしまう
ともったいないなと思ったりもしますので、空き
家をどうやって探していくのか、見つけた物件が
空き家かどうかを誰が判断してくれるのか、空き
家であることをどうやって公表をしていくのか、
空き家の有効活用する方法について誰かチェック
するのかとか、決まっていたりするのかなってい
うところが知りたいと思います。

南委員

＜古川区長＞
　空き家らしい空き家、空き家があっても分からないというのは、確かに、
所有者不明のものあるし、所有者が分かって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滞
納してるとか、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
家って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、安易に民泊かって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、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
る方の気概を求めていきたいなと考えております。

空家の把握について、平成30年度から令和元年度に三軒家エリア、
泉尾エリアにて「空家実態調査」を実施し、利活用の見込みのある空
家の所有者への働きかけを行い、空家相談員（※）に繋ぎ、利活用の
促進を図ってまいりました。以降、毎年「空家実態調査」結果をもと
に利活用の見込みのある所有者へのアンケート調査を実施し、利活用
等の意向確認を実施しております。
また、空家の特定は、所有者からの相談のほか、区民からの通報や区
職員によるパトロールの場合は「電気メーターが動いていない」「郵
便受けが閉鎖されている」等、マニュアルに沿って空家であることを
確認し、登記簿等で所有者調査を行い、特定しています。

※空家相談員制度
空家等の利活用の意向がある所有者や所有する空家の処分方法、相続
の権利関係の整理などでお困りの区民の相談窓口として不動産関連事
業者、不動産鑑定士、建築士、弁護士、司法書士などの専門家で構
成。平成31年3月に創設。

また一方で、利活用が見込まれる空家を見学していただけるまち歩き
の企画を検討しており、今年度中に実施する予定です。

空家にお困りの方、そして、大正区の空家の利活用に関心のある方、
両方にアプローチをしていき、空家の課題解決をめざします。

地域協働課
（地域）

5

　学習・登校サポート事業の内容を拝見したんで
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。

柊委員

＜こども・教育担当課長　池田＞
　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、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。

回答済み
保健福祉課

（こども・教育）

6

　子育て中の身として、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とふと思ったこ
とがあったんです。色々と情報を見ていたら、プ
レーパーク事業っていうのを西成とかでやってい
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、自然に触れさせたりという
ことをを大々的に打ち出していたんですけども、
そういうのって大正区でもできたりするんでしょ
うか。

土井委員

＜政策推進課長　大津＞
　プレーパーク事業は、数年前に、大正区でできないかという話があって、
西成区役所に話しを聞きに行き、いいものだなとは思いましたが、西成特区
としてそのとき結構な特別予算が積まれており、それを利用した事業でした
ので、大正区では難しいかなとその時は断念した経過がございます。

＜村田副区長＞
　プレーパーク事業については、予算の面とかが、われわれ大正では難しい
かなと思いますが、おっしゃるように、子どもたちが遊んで楽しい、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だと思っております。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、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。ステージ造ったら子どもたちがそこで踊った
りとか、ダブルダッチとかをしたりして、楽しんでいます。遊具についても
結構充実したんかなと思ってます。
　三軒家にある公園も、地域の声を聞きながら、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をきれいに進めていくところで
すので、また、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を聞
かせていただければなと思います。

回答済み
保健福祉課

（こども・教育）
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令和３年度第４回区政会議での意見と対応一覧

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」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

7

　児童遊園っていう施設があるのはご存じでしょ
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なみた
いな記事が出ていた。
　児童遊園は市から予算が下りるわけでもなく
て、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
かなと思ったんですけど、どんな位置付けなんで
しょうか。

土井委員

＜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、区画整理をしましたけども、減歩の結果残った土地を地域で有効活
用するにはどうしたらいいだろうかっていうことで、もともと減歩で出た土
地というのは区画整理事業では売り払うことが基本ですが、そのまま売り払
うのではなく、元々は地域の皆さまが持ち寄った、持ち出した土地ですし、
地域の皆さんで管理するのであればと、ゲートボール場や児童遊園へと地域
で管理していただくかたちになりました。
　その後、区画整理が済んだときは管理していただくことになっていた皆さ
んも、それからだいぶ年数がたって、もう管理は難しいということで、ゲー
トボール場も入れたら4つ、大阪市のほうに土地を返しました。
　原則は地域で管理してくださいということで、大阪市としては設備修理を
するときに補助金は少し出しますが、それ以外のお金は出していただけない
など、管理は地域の皆さんの善意によるもので、大変苦労されているという
状況です。

＜北川委員＞
　今、お聞きしておりました児童遊園につきましては、三軒家西にある公園
についてなんですけれども、これについては中に電気がなく、出入り口が２
箇所あるので、夜になったら鍵をかけようと、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組んで、この公園の管理をしている。
　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、全部修理していただいてきれいなったんですけれど、門
については、表も裏も鉄柱の門の下のほうが腐ってきててすごく危ない状態
になってはきているんですけども、地域の方々に色々とご協力お願いし、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、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。

児童遊園については、本市の未利用地や民有地に設置された児童の遊
び場であり、地域の皆さまで組織された各運営委員会により管理して
いただいております。
児童遊園を安全・安心で快適な場所として維持することを目的に、各
運営委員会で実施していただいている施設整備や清掃などに要した経
費については、児童遊園整備費補助金交付要綱並びに同活動費補助金
交付要綱に基づき、本市が2分の１を補助しております。
残りの2分の1については、地域の皆さまにご負担いただいておりま
す。

地域協働課
（地域協働）

8

　児童遊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。ネーミングライツやります
といって看板をあげるのは、そこの地域の方と話
ができたらいいという感じでしょうか？

南委員

＜村田副区長＞
　今現在、各児童遊園には運営委員会というのをつくっています。よって、
そこの運営委員会でどう判断されるかによりますけども、そういうお声が
あって、名前をそこで付けるんだということで、地域の皆さんがそれを要望
されるのであればわれわれは間に入らせていただきます。

運営委員会のご判断で児童遊園の名称を変更することや、寄付を募る
ことは可能と考えます。運営委員会のご要望があれば区としても支援
に取り組んでまいります。

地域協働課
（地域協働）

9

　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。TUGBOATの方と
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るのがす
ごく大変だとか、各店はにぎわってるんですけ
ど、飲食スペースを掃除する人が一人もいないよ
うなので、にぎわい拠点にするのであれば、この
予算でそこが解決できたりするのでしょうか？

南委員

　＜政策推進課長　大津＞
　このTUGBOATの予算ですが、河川敷のため、河川の占用料というのを
大阪府に払わなければなりませんのでその予算になっております。事業者と
大阪市の間で土地使用契約を結んで、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かたちになっています。

回答済み
地域協働課

（地域協働）
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令和３年度第４回区政会議での意見と対応一覧

議題２「令和４年度大正区事業・業務計画書（案）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
0

　色々なこういう会議で出されました議題を検討
しながらいつも思いますが、地域で町会長さんを
はじめ、女性部長さん、町内会、民生委員さんと
集まる月１回の限られた時間の中で、周知徹底す
るのが非常に難しいなというのが悩みでして、区
政会議は初めての会議ですので、これから勉強し
ながらと思ってる次第でございます。
　そのような中、他の委員さんが事前質問を出し
ていきましょうと言われましたが、正直、資料を
読んで全部理解していくというのは大変。会議で
皆さんの話しを聞いて理解できているつもりです
が、下見についてはとても追いつかないのが現状
でございまして、前向きにはいろいろしたいと
思っていますが、事前質問を出すのが難しい状況
ということもご理解いだだきたいと思います。

堀江委員

＜村田副区長＞
　区役所のいろんな事業にかかる資料を初見で全部ご理解くださいというの
は、難しいとは思います。僕らでもなかなか全事業把握しているのかという
と、全部のお答えはてきないと思います。そんな中で、地域の皆さんにご理
解いただこうと思い、まちづくり実行委員会委員長会、連長会、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。
　それらの会議内容について各会長さん方は地域の場で、地域の皆さんに説
明をしないといけないという、面倒なことばかりお願いして申し訳ないなと
思っています。
　そのため、大正区では、各地域に地域担当というのを職員がおります。各
課長か課長代理、地域によっては係長が参加させていただいております。例
えばまちづくり実行委員会委員長会の会議内容を地域に持ってかえって、ま
た地域のまちづくりの会議の場で、「あの話は何やったかいな」、「こんな
話どないなってんねん」ということは、区役所や地域担当の職員に伝えてい
ただければなと思います。橋渡しのために地域担当制という取り組みやって
いますので、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。

回答済み
総務課

（庶務）

1
1

　先ほど話が出ていたゲートボールの土地のこと
ですが、鶴町についてはコロナ禍でゲートボール
の活動が縮小されたことで、土地が荒れて原っぱ
となってしまった。年度内に３回草引きをしたが
追いつかない状態で、除草剤をまくとなると多く
の費用がかかる。それも、年２回は必要だろうと
のことで、その費用負担はどうするのかという悩
ましいところ。さきほど児童遊園を返していると
ころがあるということを聞いて、鶴町も返せるの
かなと悩んでいます。

大石委員
返還にあたっては原状回復など一定の手続きが必要となります。
地域で返還をご検討される際には区役所までご相談ください。

地域協働課
（地域協働）

1
2

　防災リーダーが、鶴町では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が高ぶりまし
て、50名近くの登録はあったが、それから、高齢
化で1人抜け、2人抜け、今の登録は三十数名で
す。先日、備蓄品の作業で集合かけたら17名でし
た。
　平均年齢は70歳以上ですから推して知るべし
で、なかなか私ら世代から次の世代への連続性が
ないんで、新しい人材の掘り起こしが難しい。な
おかつ高齢化が進んでるわけで、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。

大石委員

　大正区役所におきましても、｢自助｣、｢共助｣の重要性や防災意識の
向上に向けた啓発に引き続き取り組むとともに、区広報紙やSNS、
ホームページを活用した地域防災リーダーの募集を行うなど、地域の
防災力強化に向けた取組を進めてまいります。

　また、地域によっては防災リーダーだけでなく、まちづくりの新た
な担い手を発掘している地域もあります。区役所としてその手法につ
いてご紹介するなどして、地域における担い手づくりを支援してまい
りたいと思います。

地域協働課
（防災・防犯）
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令和３年度第４回区政会議での意見と対応一覧

議題２「令和４年度大正区事業・業務計画書（案）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
3

　要援護者支援システムですが、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
かと思います。
　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、近々そういう手続も入る
んですけども、実際どうしたらいいか分からない
問題が多すぎて、すぐにはなかなか動きが取れな
い。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
ますので悩んでおります。

大石委員

　要援護者支援システムにつきましては、要援護者名簿に登載される
個人情報を地域団体に提供することに同意をいただく際や区広報紙、
区ホームページを通じて、周知を行っているところでありますので、
引き続き必要な方に本事業を知っていただけるよう取り組んでまいり
ます。
　また、「実際にどうしたらいいか分からない」というご意見につき
ましては、各地域に合った見守りの方法を区役所、区社会福祉協議会
が地域の皆様と一緒に考えてまいりますので、疑問やお悩み等ござい
ましたら、お気軽にご相談ください。

保健福祉課
（福祉）

1
4

　前回の会議のときに、この区政会議メンバーで
何か発信させるような団体をつくれないかという
提案をしたんです。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を
つくるというのは非常にいい意見だと思いまし
た。

角元委員

任意の会のメンバーについては、青年に限るものではございませんの
で、参加を希望する有志の方々で構成されることは非常に意義のある
ことだと思います。会において、メンバー内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意見を述べていただければと思います。

総務課
（庶務）
区政企画

1
5

区政会議でSNSとかYouTubeとかという言葉が
でますが、慣れ親しんではいない世代なので、そ
の辺を含んでいただき、分かりやすいように発言
していただきたいと思います。

北川委員
SNSやYouTubeなどの言葉につきましては、委員の皆様にご理解い
ただけるよう、わかりやすい注釈をつけながら説明を行ってまいりま
す。

総務課
（庶務）
区政企画

1
6

皆さんの話を聞いて理解していく感じなので、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。
あと、確かにホームページを見てとか、横文字の
言葉が出たら分かりにくくて、これからそういう
時代になってきたらどうしようって悩むところで
す。

松村委員

事前質問については、委員の皆様が資料を熟読のうえ、ご検討いただ
けるよう、十分な期間を設けるようにいたします。また、送付資料に
つきましても出来るだけわかりやすいものになるようにしてまいりま
す。
SNSやYouTubeなどの言葉につきましては、委員の皆様にご理解い
ただけるよう、わかりやすい注釈をつけながら説明を行ってまいりま
す。

総務課
（庶務）
区政企画

1
7

　ハザードマップを家で見てなくて、今何かあっ
たらうちの家族をどこに引っ張っていけばいいの
か分かってない状態。
　津波の際に、近所の避難ビルに逃げても物資は
来ないから、逃げるなら公共の施設がいいという
話があったり、避難場所に人が集中してそこに
行っても本当に入れてくれるのかという不安があ
り、どこに逃げたらいいか迷ってしまうと思う。
それなら、最初から人が集中しないようにハザー
ドマップを配る際に避難場所を指定されていたほ
うが、逃げやすいかなと思う。
　もしくは、ハザードマップについて、避難場所
を書かずに、ビルの名前だけを書いておいて、場
所は自分で探して書いておくようなものならば避
難訓練になるのかなと思います。

南委員

＜防災担当課長　中務＞
今年度、津波避難マップというものを地域別に作りました。
A4二つ折りで、そこに地図と津波避難ビルというのを載せさせていただい
てます。地区が掲載されている方が見たら、自分はどこの津波避難ビルへ逃
げればいいのかということを、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。全戸配布ということで、今、配ってる途中でございまして、
それをまず見ていただいたら、ある程度、避難の参考になると思います。

＜古川区長＞
現在全戸配布している津波避難マップについては、10地域ごとにそれぞれ
の地域を拡大し、全ての津波避難施設を掲載しており、わが家が逃げる場所
はここですと、表紙のところに書けるよう空欄を作りました。その津波避難
マップを見ながら、ご家族で話し合って、わが家の逃げる場所はここだとか
書いていただき、それを家庭内で共有いただくというもので、南委員のご心
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。

回答済み
地域協働課

（防災・防犯）
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令和３年度第４回区政会議での意見と対応一覧

議題２「令和４年度大正区事業・業務計画書（案）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
8

　大正区において津波発生で避難する場合、とり
あえず逃げることを考える。確かに避難先を決め
ておくというのもあるかもしれないが、「私は子
どものとこに行くから関係ないという人」もおら
れるだろうし、鶴町は津波避難ビルはIKEAさんで
すが、海の端なので、「津波が来る方向というこ
とを考えると心理的に避難するのが難しい人」も
おられるかと思う。よって、避難先は決めずに、
公営住宅なども含めて近い高いところに逃げよう
というのが前提で、備蓄品や救援物資について考
えるのは水がひいてからかなと思います。

大石委員 ご意見のため回答不要
地域協働課

（防災・防犯）
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令和３年度第４回区政会議での意見と対応一覧

【ご意見シート】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

1
9

「事前質問をもっとかきませんか」と投げかけた
件については、どちらかといえば若い人に向けた
発言でしたが、現状、難しいとされる方もおられ
る事も知れたのでいい機会になったと感じており
ます。今後は、ふまえて、やり方を考えて行かな
ければならないと思います。
　青年部会（仮）に関しては、一旦、メンバーで
有志のグループをつくり、大阪万博の
TEAMEXPO2025に何らかの形で参加を考えて
います。
　後継者がいないという会長からの意見と、仕事
を抱えながら地域の行事に参加できないなど、問
題が少し出てきたので解決に少しでもつながるよ
う進めたいと思います。

角元委員

事前質問については、委員の皆様が資料を熟読のうえ、ご検討いただ
けるよう、十分な期間を設けるようにいたします。また、送付資料に
つきましても出来るだけわかりやすいものになるよう、改善してまい
ります。
任意の会においてメンバー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
で意見を述べていただければと思います。

総務課
（庶務）
区政企画

・
地域協働課

（地域協働）

2
0

　昨年も提案しましたが、防災訓練に医療機関が
入っていないのが気になります。確実に情報のや
りとり（区↔医療機関）があると思うのですが
…。多分、発災日にいきなり本番は無理やと思い
ます。
　SNSの活用が良く言われていますが、インプ
レッションとかリーチが気になります。もしかし
て、効果が無い場合があるのではないでしょう
か？区政会議で大正区のツイッターの成果を公表
してみてはいかがでしょうか？

石田委員

　大正区役所では、毎年、大正区総合防災訓練において、災害医療協
力病院との情報伝達訓練(無線通信訓練)を実施しております。
　発災時の医療機関との情報連絡体制の構築･確保に向けて、昨年の
第３回区政会議で頂きましたご意見を踏まえ、今後も可能な限り、医
療機関等と連携した訓練に取り組んでまいります。
　
　ツイッターの成果については、後日に別途情報提供させていただき
ます。

地域協働課
（防災・防犯）
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