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令和２年度 第３回大正区区政会議 

 

令和３年２月 26日（金） 

午後６時 30分～７時 50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 

 こんばんは。定刻になりましたので、ただ今から令和 2 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、公私何かとご多忙の中、ご出席いただき誠にありがとうござ

います。なお、申し遅れましたが、私、本日の司会を務めさせていただきます、政策推進課

長の佐々木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 午後 6時半現在、区政会議委員の定数 13名のうち出席者が 10名となっており、委員の

二分の一以上の出席がございます。区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第 7 条

第5項に基づきまして本会議は有効に成立していることをまずもって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予防対策を実施させ

ていただいておりますので、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 次に、会議の進行につきましては、お手元に配布の資料並びにあらかじめお送りさせてい

ただきました資料をもと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をご用意しておりますのでお持ちさせていただきますが、いかがでし

ょうか。皆さん、お持ちいただいてますでしょうか。はい。 

 次に、本日の会議はすべて公開とさせていただきます。本日の会議録や撮影させていただ

いた写真等は後日、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。 

なお、緊急事態宣言下であることを考慮して、本日の会議終了予定時刻を午後 7時 55分

としておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日もお忙しい中、オブザーバーとしてご参加していただいた皆さまをご紹介

させていただきます。 

 府議会議員の金城議員でございます。 

○金城府議会議員 

 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 

 また、大阪市消防局大正消防署のほうから、下垣内副署長でございます。 

○下垣内大阪市消防局大正消防署副署長 

 下垣内でございます。よろしくお願いいたします。 
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○佐々木政策推進課長 

 なお、市会議員の出雲議員、また、市会議員の小山議員につきましては、他の公務にあっ

てちょっと遅れるとのご連絡をいただいております。また、府議会議員の川岡議員及び大阪

府大正警察署署長湊口署長におかれましては、他のご公務により欠席と伺っております。 

 それでは、これからの議事進行につきましては議長にお願いしたいと存じます。安藤議長

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○安藤議長 

 それでは早速議題に入らせていただきます。【議題】1「前回の意見聴取会の報告について」

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、「前回の意見聴取会の報告について」ご説明させていただきます。

本日机の上に配布しております、【書類番号 5】「『令和 3年度大正区運営方針（素案）』にか

かる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 6】「地域防災にかかる

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 7】「大正区区政会議委員か

らの意見聴取会における意見と対応について」をお手元にご準備いただきますようお願い

いたします。 

 昨年 12 月 18 日に開催しました会議につきましては、開催当日の出席者数が定数の二分

の一に達さず、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第 7 条第 5 項により会議の

成立要件を満たさなかったため、成立をいたしませんでした。しかしながら、一定数の委員

にご出席いただいたことから、区政会議の目的である区民からのご意見の聴取については

十分に可能であると考え、意見聴取会として予定通り議事進行をいたしました。 

事前にお寄せいただいた質問を【書類番号 5】「『令和 3 年度大正区運営方針（素案）』に

かかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」と、【書類番号 6】「地域防災にか

かる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」については事前にお送りさせていた

だき、また、当日の議論やご意見シートの内容につきましては、本日の配布の【書類番号 7】

「大正区区政会議委員からの意見聴取会における意見と対応について」として取りまとめ

させていただいております。本来であればご説明を差し上げるべきところではございます

が、時間も限られておりますので、事前質問に対する回答、意見の対応一覧の配付をもって

報告と代えさせていただきたいと思います。 

なお、資料の内容で不明点等がございましたら、本日お配りしております、ご意見シート

にご記入いただきますよう、よろしくお願いします。 

 ただ今、オブザーバーの市会議員の出雲議員が到着されました。 

○出雲市会議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。 

○佐々木政策推進課長 



-3- 

 

 私のほうからは、説明は以上でございます。 

○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。 

続きまして、【議題】2、3につきましては、令和 3年度の区政運営における全体的な計画

ということで、連動した議題と考えられますので、一括して説明をお願いいたします。 

それでは、【議題】2「令和 3年度大正区運営方針（案）及び予算（案）について」、【議題】

3「令和 3年度大正区事業・業務計画書（案）について」、区役所よりお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 はい。それでは【議題】2「令和 3 年度大正区運営方針（案）及び予算（案）について」

及び、【議題】3 の「令和 3 年度大正区事業・業務計画書（案）について」一括してご説明

させていただきます。 

 まず、資料の確認でございます。事前に送付いたしました【書類番号 1】「令和 3年度大

正区運営方針（案）」、【書類番号 2】「令和 3 年度大正区事業・業務計画書（案）概要版」、

【書類番号 3】「令和 3年度大正区事業・業務計画書（案）」、【書類番号 4】「『令和 3年度大

正区運営方針（案）』並びに『令和 3年度大正区事業・業務計画書（案）にかかる事前質問・

意見に対する回答」。また、本日机の上に配布しております、【書類番号 4参考】ということ

で、「平成 29年度第 1回区民モニターアンケート報告書（抜粋）」と、令和 2年度第 2回区

民意識調査報告書【速報版】の（抜粋）、【書類番号 5】ということで、「『令和 3年度大正区

運営方針（素案）』にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」、最後に、【書

類番号 8】「令和 3 年度 大正区関連予算（案）概要」をお手元にご準備いただきますよう

よろしくお願いします。 

 まず、運営方針につきましては、区役所や局等における「施策の選択と集中」の全体像を

示す方針として全市的に毎年度作成しているものでございます。大正区役所におきまして

は、年間を通じて必要な事務を明確化し日々進捗管理するため、全事業、業務の計画を盛り

込んだ、大正区事業・業務計画書を策定しているところでございます。 

 大正区運営方針につきましては、令和 3年度の大正区事業・業務計画書のうち、重点的に

取り組む事業・業務を抜粋したものでございます。今回、令和 3年度の大正区区政運営の全

体的な計画である、令和 3年度大正区運営方針（案）、令和 3年度大正区事業・業務計画書

（案）につきましては、委員の皆さまにご意見を賜りたく、事前に内容をご確認いただき、

ご質問を寄せていただいてるとこでございます。また、その質問に対する回答もすでに送付

し、内容も確認いただいてると思っております。本日は、すでに事前質問の回答を書面で行

っていることから詳細な説明は割愛させていただきますが、事前質問の回答における追加

資料として補足させていただきます。 

また、あわせて令和 3 年度の予算案については本日お配りしたところであり、そのご説

明をさせていただき、不明な点やお気付きの点など令和 3 年度の全体的な計画に対して広
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く意見を頂けたらと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 事前質問についての補足について、次に説明させていだたきます。【書類番号 4】「『令和

3年度大正区運営方針（案）』並びに『令和 3年度大正区事業・業務計画書（案）』にかかる

事前質問・意見に対する回答」と、本日お配りしております【書類番号 5】「『令和 3年度大

正区運営方針（素案）』にかかる区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答」と、【書

類番号 4参考】ということで「平成 29年度第 1回区民モニターアンケート報告書（抜粋）」

と令和 2年度第 2回区民意識調査報告書の抜粋をご準備ください。 

 まず、【書類番号 4】の番号 1-1のほうで、角元委員からのご質問、そして、【書類番号 5】

の前回の駒井委員からの事前質問の 1-3の質問にありますように、「まちの魅力の向上や各

種施策につきましては、調査、またデータに基づいて課題解決に取り組むべき」というご意

見を頂いたと認識しております。過去及び直近の区民意識調査等において区の魅力や観光

資源にかかる調査を行っており、その資料が【書類番号 4参考】でございます。大正区の魅

力や観光資源、大正区に住み続けたい魅力について調査したものでございます。本来であれ

ばこれらのデータを分析して広報や各種施策などに反映すべきところではございますが、

現時点ではそこまでに至っていないのが現状でございます。今後はこうした調査結果を分

析活用しながら、また、こうした調査結果についても委員の皆さまにも情報提供を行い、あ

らためてご意見を頂く場を設けながら施策への反映に努めてまいりたいと考えているとこ

でございます。事前質問の回答に対する補足につきましては以上でございます。 

 次に、予算案につきましては、総務課長の村田よりご説明させていただきます。 

○村田総務課長 

 皆さん、こんばんは。総務課長の村田です。いつも大変お世話になっております。私のほ

うからは、個別の事業につきましては事業計画書に記載しております。すいません。そした

ら座って説明させていただきます。 

個別の事業につきましては事業計画書にそれぞれ記載してございますので、そちらのほ

うにお譲りするといたしまして、私のほうからは令和 3 年度の大正区役所の予算の全体観

をご説明させていただきたいというふうに思います。 

まず、【書類番号 8】に基づいてご説明申し上げます。こちらのほうでは、大正区、この

間 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。それから次、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・地域教育など。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。こういったところを 5つの柱で重点づけ

て事業を行ってまいっているところでございます。令和 3 年度につきましても同様に進め

てまいりたいと思ってます。 
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区長が関与する予算額としましては、総額で 8 億 7,900 万円ほどになってございます。

そのうち、区長の権限により区役所が実際に実施する事業予算が 3 億 2,100 万円。これは

昨年度は 3億 700万円ですので、約 1,400万円ほど増えてございます。 

それから、区シティマネージャー、これは区長の権限によりまして、建設局とか環境局と

か局がございますけれども、そちらの局が実施する事業の予算でございます。区長が、この

世界で言いますと、区長の部下に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

示して行うと、そういう立て付けの予算で、これが 5 億 5,800 万円ということになってご

ざいます。 

【資料番号 8】の 2ページ目ですけども、そしたら来年度重点的に取り組むのはどういう

事業があるんだということで、5つ挙げさせてもうてます。1つ目が就学前（4・5歳児）こ

どもサポートネット事業、これ大正区版ネウボラというやつですけれども、これは妊娠期か

ら中学生までのすべての子どもへの切れ目のない支援、これは大正区版ネウボラと申して

おりますけど、を進めるうえで、現状把握が十分できていない 4・5歳児につきまして、引

き続き健康状況や生活環境を把握して、課題の発見、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。これが 1つ目で、予算額が 780万円。 

それから 2つ目が学習・登校サポート事業ということで、令和 2年度に引き続きまして、

生活困窮家庭等の児童・生徒へ個々の状況に応じたきめ細かい学習サポートや登校支援等

を継続的に行って、学習機会を創出することで、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。 

それから 3 つ目が来年度拡大、これは予算案を増やしております。これは何かといいま

すと、この間取り組んでおります、地域防災の強化に向けて「自助」を「互助・共助」、「公

助」でどうサポートしていくかという観点から、「自助」を中心とした初期初動段階におけ

る避難方法等を区民に周知するために、小学校区ごとの防災リーフレットを作成・配布して

まいりたいというふうに考えてございます。 

それから 4つ目が、これも拡充、予算を増やしてございます。これは広報につきまして、

来年度につきましては広報紙の増ページを行ってまいりたいと思います。今現在、広報紙 8

ページなんですけども、それを 12ページとしてまいり、いろんな様々な情報を、役所発信

の事業だけではなしに地域コミュニティの含めました広報活動してまいりたいというふう

に思いますので、この 12ページとしてまいりたいというふうに考えております。 

それから 5 つ目が地域見守り体制づくり推進事業としまして、新たな地域福祉の課題を

話し合う場を設置するなど見守り体制、見守りネットワークづくりの推進・強化に取り組ん

でいくということで進めてまいりたいと思います。この 5 つの事業を重点的に取り組んで

いきたいと思っています。 

それから【資料番号 8】の 3ページ目でございますが、ボリューム感、棒グラフで表して

おります。先ほど申し上げましたとおり、令和 2年度につきましては 3億 700万円の予算
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でございましたけれども、令和 3 年度につきましては、3 億 2,100 万円ということで、約

1,400万円増やしております。どういったところを増やしてんという主なところでございま

すが、1つは庁舎管理・事務費ということで、実を言いますと空調が大正区役所、大分古く

なってきてまして、実はこの空調、片肺飛行でやってるぐらいちょっと古いやつで来年度全

面的に改修したいなというのが 1 つと、それからコロナ対策で様々なものを買うてきたり

設備の増強していきたいなというふうに考えております。それが庁舎管理・事務費というこ

とで、約 2000万円ほど増やしてございます。 

それから先ほど言いました、広報・情報・魅力発信事業ということで、こちらも増えてお

ります。 

その他予算の、例えば空き家事業なんていうのは重点で入れてます。重点予算ということ

で令和 2 年度では入れてましたけども、これにつきましては区長自由経費の中の重点以外

のこの網掛けのところ、網掛けの予算に入れて進めていきたい。これ、ここ書いてないんで

すけども、その他いうところに入れたいとして、ちょっと予算の組み方は入り繰りがありま

すけれども、全体としてこれまで行ってきた事業を発展継続させていきたいというふうに

考えてございますし、そういった予算で先ほど申しました、1,400万円増えている。実を言

いますと、吉田区長が来た頃につきますとこれ 3 億円なかったんですけども、いろんな取

り組み、とりわけ我々、非常にありがたいのは、駐車場を有料化させていただきまして、そ

のお金でいろんなものを買うて地域のほうに非常に大変遅くなっておりますけれども、防

災の物品をお配りしたり、そういったところに使っていっておりますんで、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

それから大正区の CM 予算って書いてますけど、シティマネージャー、これにつきまし

ては先ほど言いました区長の権限により、局の職員が、区長の部下職員である局の職員が、

実施する事業なんですけれども、これは予算が令和 2 年度 5 億 8,000 万円ほどから予算減

ってるやないかと、5億 5,800万円ほどに減ってるやないかというふうに感じられると思い

ますが、これはどこでもやっているやつを区長の裁量、区長の CM 予算、区長が執行する

予算から外して局の局長さんのところに実際もう執行するというものに今回、整理をした

ので減っているというふうに見えるというふうに思います。例えば、一番よくある民生委員

さんに対する民生委員の活動事業とか、それから身体障がい者等に対する地下鉄等の乗車

料金の福祉措置とか、どこの区もやってて、ほぼほぼ区長の裁量の権限から、裁量の余地が

なくて、固定経費に近いものにつきましては、外して局長のところにつけた、整理をしまし

たんで、減っているようには見えますけれども、区長の実際、指示のもとにする事業につき

ましては予算は減っておりませんので、つけ加えさせていただきます。令和 3 年度の予算

につきましては、全体がこういったところでございます。どうぞよろしくお願いします。 

○安藤議長 

 ただ今区役所から説明がありました、令和 3年度運営方針、事業・業務計画書、予算案に
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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、ご意見がございませんでし

ょうか。何かありませんか。 

○角元委員 

 はい。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○角元委員 

 大正区関連予算（案）についてのこの区長自由経費予算（案）についてですけども、令和

2年と 3年とで書いてるものっていうのが変わっていっていると思うんですけども、その令

和 3 年の中での一番下、音楽振興事業ですね。これはどういうことをするのかっていうの

をちょっとお聞かせいただきたいなと思います。 

○安藤議長 

 ただ今の質問について、区役所からよろしくお願いいたします。 

○佐々木政策推進課長 

 はい、すいません。この音楽振興事業につきましては、この間、T-1ライブグランプリと

いうようなかたちで若者の夢を追いかけることに対する支援ということで、グランプリを

開催しとった事業でございます。ただ、このコロナ禍におきまして、なかなか事業ができな

いということもありますので、この間グランプリになった方を活用して、来年度は子どもた

ちや皆さんへ夢を持って一生懸命やっている方に対しての夢を応援するというようなかた

ちで、双方向の形でそういった方へのメッセージなりを若者なり子どもたちに伝えたり、そ

れに対する反応をミュージシャンたちにも伝えるような形で事業を今年度はちょっと組み

替えて実施しようと思っている事業でございます。 

○角元委員 

 学校とかに行ってミュージシャンが何かこう、夢のきっかけとか、そういうことを授業で

しゃべってもらうとかそういう感じなんですか。 

○佐々木政策推進課長 

 そのあたりにつきましては、やはり我々が考えるより民間事業者のノウハウのほうがあ

るのかなと思っておりまして、プロポーザルでそういった内容をご提案していただいて事

業実施に進めていこうと思っているところでございます。 

○角元委員 

 なるほど、わかりました。では、去年の分でその音楽振興事業っていうのがないっていう

のは、新たにこういうことをするからということで予算組みがされたということなんです

ね。 

○佐々木政策推進課長 

 いや、去年も実際予算は組んでおったところでございます。ただ内容はちょっと変わって



-8- 

 

ますけれども。 

○角元委員 

 はい、なるほど。わかりました。 

○村田総務課長 

 はい、いいですか、補足いいですか。音楽事業としましては、こちらの左側、令和 2年度

でいいますとMITと書いているやつなんですけども、ミュージックアイランド大正の略な

んですよ。すいません。略して申し訳ございません。こちらの事業をやってございました。

それから新たな、今、課長の佐々木が申し上げたとおり音楽振興事業ということで、発展し

てまいりたいというふうに考えてます。 

○角元委員 

 ありがとうございました。このMITって、次に聞いたろと思っとったんです。すみませ

ん。 

○安藤議長 

 ほかに誰かご質問、ご意見ございませんか。 

○角元委員 

 じゃあ、もう 1回いいですか。 

○安藤議長 

 はい、どうぞ。 

○角元委員 

 じゃあもういっぺん、すいません。2 年と 3 年と同じページなんですけど

「TUGBOAT_TAISHO」運営事業っていうのが予算が 3年になったら減ってるんですけど、

それをなぜ減ってるのかっていうのを教えていただきたいです。 

○佐々木政策推進課長 

 この「TUGBOAT_TAISHO」の事業の予算につきましては、これは実際上、運営事業者

からのいわゆる家賃のような形で土地の使用料として収入が入ってくるんですけれども、

我々のところに入ってきて、その額を大阪府さんの土地でございますので、大阪府にお金を

支払うと。土地占用料を支払うという形になっております。当初の計画とかで予算は今のと

ころから事業が拡充したりして計画をしとったところで予算を組んどったんですけれども、

このコロナ禍の状況の中でなかなか開発が進まないというような形で、そういった形で予

算が、いわゆる賃料のような土地使用料の収入が減って、その分支出も同じように減ったと

いうような状況でございます。 

○角元委員 

 ホテルは、ちなみに開業されるんですか。 

○佐々木政策推進課長 

 今、そのあたりも鋭意検討をしているような状況で、ちょっとまだそこまでどういう判断
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になるのかっていうところは、ちょっとまだ検討状況がまだ決定はしていないというよう

なところです。 

○角元委員 

 決定していないんですか。わかりました、はい。 

○安藤議長 

 それでは、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】2、【議題】3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ております。この内容をもとに来年度

の区政運営に生かしていただきたいと思います。 

○佐々木政策推進課長 

 安藤議長、ありがとうございます。皆さまから頂いたご意見並びに事前質問でも頂いてお

るご意見を合わせて精査して、来年度の運営方針や事業・業務計画書の提案に向けてできる

ものから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。 

○安藤議長 

 それでは次の議事に移らせていただきます。【議題】4「平成 29年度以降の区政の検証に

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 

 はい、それでは【議題】4「平成 29年度以降の区政の検証について」をご説明させていた

だきます。本日お配りしております【書類番号 9】「平成 29年度以降の区政検証」をご準備

ください。 

 令和 3年 3月 31日をもって吉田区長の 4年間の任期が満了となり、4月 1日からは古川

新区長のもと、区政を進めることとなっております。本日は、平成 29年度からの 4年間の

区政を振り返り、成果ならびに課題を検証し、新たな区政に向けて課題解決の方向性を明ら

かにすることを目的として、本議題を設定させていただいております。お手元の資料をもと

に説明させていただき、そのあとご意見を頂ければと思っております。この会議での内容も

精査検討のうえ、資料にも反映し、それをもって 4 年間の区政検証として公表していこう

と考えておりますので、忌憚のないご意見をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは具体の説明は、係長の前田、区長の吉田から説明させていただきます。 

○前田政策推進課係長 

 政策推進課の前田です。こちらの資料のほう、私のほうからご説明差し上げます。着席さ

せていただきます。 

 では、まずこちらのほう、2ページ目をご覧くださいませ。「『区政検証』の目的と視点」、

まず、区政検証の目的と視点についてご説明差し上げます。 

 3ページをご覧ください。先ほど佐々木からも申し上げましたが、「区政検証」の目的は、

長期的視点、ここでは平成 29 年度以降の 4 年間の区政について「検証」というところと、



-10- 

 

これに基づいた令和 3年度以降の新たな区政に向けて「課題とその要因」「課題解決の方向

性」を明らかにするということでございます。 

 次のページをご覧ください。「『区政検証』の視点」という形になっております。こちらの

ページの 2 項目めになるんですけども、「過去の 4 年間の改革的取組みとその『OUTPUT

（＝業績）』を振り返った上で、過去の 4年間の区政の『OUTCOME（＝成果）』を『検証』

の視点とする」と記載しておりますが、少し言い換えますと、この 4年間で区政として何を

行ってきたか、そしてそれがどのような効果を生み出したのかを検証するということでご

ざいます。つまるところ、「業績」というのは「行ってきたこと」、「成果」というのは「そ

れにより生まれた効果」を意味しております。 

 では、次のページよりこの「業績」と「成果」、そして「課題」につきまして具体的にご

説明をさせていただきます。5ページをご覧ください。こちら、「平成 29年度以降の改革的

取組みとその業績」ということで、こちらではまず「業績」、つまり「行ってきたこと」に

ついて「改革的に行ってきたこと」という観点で、その改革の手法を 4つに分類し、お示し

してまいります。 

 6ページをご覧ください。こちらのほうに「改革業績の横串 1：24区レベルへのキャッチ

アップ」と書かせていただいております。この「改革業績の横串」と記載しておりますのが、

先ほど申し上げた改革の手法の 1つ目となっております。この項目では 24区の水準に追い

ついた、または追い越した取組みをお示ししております。具体的には、そちらに 2つの黒四

角のほうで示しておりますことが挙げられております。 

 続きまして、7ページをご覧ください。こちらが横串の 2ですね。手法の 2つ目というこ

とで「新たな仕組みの構築」と挙げております。この項目では、これまでになかった新しい

仕組みを構築した取組みをお示ししております。具体的にはそちらに挙げさせていただい

てますので、ご覧くださいませ。 

 次に 8ページをご覧ください。こちらが横串の 3、手法の 3つ目となります。これが「既

存の取組みのステージ・アップ」となっておりまして、この項目ではこれまでに継続的に行

ってきた取組みをもう一段階上げて行った取組みをお示ししております。具体的には、そち

らの 2つの項目でありますのでご覧くださいませ。 

 次に 9 ページをご覧ください。こちらが横串の 4 つ目、手法の 4 つ目となります。こち

らは「関係機関との関係強化」、この項目では関係機関と関係を強化した取組みをお示しし

ております。こちらには関係機関ですね、それと強化の手法についてお示しをしております。 

以上が改革業績の横串として 4つの改革の手法に分類して、「業績」、つまり「改革的に行っ

てきたこと」というのをお示ししてまいりました。 

 では、次のページからは「成果」、つまり 4年間の区政によってどのような効果が生まれ

たのかをお示ししてまいります。10ページをご覧ください。「成果」については「区民意識

調査」「区民アンケート」「市政改革プラン」の調査を実施することで、その効果を数値化し、
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比較などができるようにしております。 

 では、次のページよりその「効果」が顕著であったもの、おおむね 5パーセント以上の上

昇があったものをお示ししてまいります。11ページをご覧ください。こちら、「地域の見守

り体制づくり」ということでグラフのほうを作成しております。こちらのグラフの上から下

に向かって新しいものになって、一番下が新しいもの、最新の結果となっております。こち

ら、上昇傾向にあるという状況になっております。 

 続きまして、12ページをご覧ください。こちらは「地域包括支援センターの認知度」、こ

ちらも上昇しておるという状況でございます。 

 続いて 13ページ、ご覧ください。こちらが「防災計画の認知度」、こちらも上昇しておる

項目でございます。 

 次に 14ページ目、「津波の際の避難先」、こちらについても数値が上昇しているという状

況でございます。 

 続いて 15ページ目、こちらが「防災訓練の認知度」というかたちの数値が向上している

というふうになってございます。 

 では 16ページ、お開きくださいませ。こちらは経年による変化というのがある程度ある

ものの、高い数値ですね、肯定的な意見が 70パーセント以上というものを、推移している

項目をお示ししておるところでございます。項目につきましてはお示ししているとおり、広

報、ものづくり、窓口対応、地域活動支援という項目が挙げられております。 

 次に 17ページ、お開きください。こちら「市統一調査」と書かせていただきましたけど、

これは、項目につきましては、他の区と比較しましてその成果が 24区の中でも上位にある

ものをお示ししております。この「地域の見守り合い」につきましては、24区中 2位とい

う順位になっております。 

 では続きまして、今お示しした項目とは反対に数値が低くなった項目につきまして、「課

題」というかたちでお示しいたします。こちらでは概ね 5 パーセント以上の下降があった

ものというのを「課題」としましてお示しいたします。 

 19ページをご覧ください。こちらが「地域活動協議会の準行政的機能の認知度」、これが

下降しているというグラフでございます。 

 20 ページをご覧ください。こちらは「地域活動協議会の総意形成機能の認知度」という

ものの数値となっております。 

 21 ページをご覧ください。次は「放置自転車対策の取組み」につきまして、数値の下降

といいますか、推移のほうを表しております。 

 次に 22ページ、お開きください。こちらでは経年による変化がある程度あるものの、低

い数値ですね、ここでは肯定的な意見というのが 30パーセント未満になるものの推移につ

いてお示ししております。項目としては、教育、生活保護、地域活動という観点で、項目を

挙げさせていただいております。 
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 次に 23ページ、お開きください。こちらも市統一調査という形で、他の区と比較しまし

てその成果が 24区中で順位が低いものというのをお示ししております。ここでは 2項目挙

がっております。 

 その次のページ、24ページについても同様に、一項目挙げさせていただいております。 

 次にこの 4 年間というところで、例えば推計人口の推移などを専門的データとしてお示

ししてまいります。26ページをお開きください。こちらが平成 29年度以降の推計人口の推

移となっております。こちら、令和 2年度、グラフの右側ですね、こちら上から大阪市、そ

して大正区、全国という形になっております。 

 続きまして 27ページでございます。こちらは、児童の一人あたりにつきまして虐待の相

談の発生率の推移を表した表となっております。こちら、グラフの上から大正区、そしてカ

ラーのものが大阪市 24区平均というかたちになっております。 

 駆け足で拙い説明となりましたが、私の説明は以上となります。それでは区長。 

○吉田区長 

 はい。大正区長の吉田康人でございます。本日はコロナ対策ということで、区政会議冒頭

のごあいさつも割愛をさせていただき、ご無礼を申し上げております。会議の結びで総括も

含め、ごあいさつをいたします。ご容赦ください。 

 それでは私からは、前田係長からの説明を受けて、この 4 年間の区政運営の成果と課題

の分析をご説明いたします。このスライド、このスライドっていってもあれですね、前に出

てきたやつですけど、何ページなのかな、29ページのスライドは、係長から先ほど縷縷（る

る）ご説明いたしましたスライドごとのデータのうち「成果」、つまり、がんばったことで

はなく、がんばった結果、生じた効果、状態にあたるものを一覧表にしたものでございます。

今から、このうち「成果」が出た政策分野 3つに絞り込んで、区役所の分析をご説明をいた

します。 

 先に結論を言ってしまいますと、スライドの 6 番から 9 番でご説明した改革の 4 つの手

法が政策分野ごとの成果にも直結をいたしております。 

 スライドの 30番でございます。大正区役所としてこの間、24区役所の虐待対策の底上げ

にも、大阪市全体のマニュアル改定を通じて尽力してまいりました。小・中学生、そして 4・

5歳児のサポートネットの大正区の仕組みは、全国的に見ても先駆的と言えます。大阪市の

職員だけではなく、関係機関や地域の役員とも連携し、「オール大正」で取り組んできまし

た。大阪市全体もリードし、新しい仕組みを構築し、関係機関との関係を強化したことが、

このような成果につながったと考えています。 

 スライドの 31番でございます。福祉的見守りと防災対策との関連、地域住民どうしの見

守りの必要性を、住民が年々強く意識するようになってきています。「要援護者支援システ

ム」をはじめ、ご覧いただいている新しい仕組み、すなわち医療、福祉、介護、子育て、貧

困対策、防災を包括する地域福祉の新しい仕組みの構築が、そして区三師会、済生会病院、
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大正病院、福祉施設、介護従事者との関係強化が、成果につながったと考えています。 

 スライドの 32番でございます。地域本部や区役所本部で定めている防災計画や津波避難

ビルに対する認識も高くなりました。私は、大正区に来た時にはこの区の防災体制・対策は、

4、5 年は遅れていると感じました。そのキャッチアップから始まり、「自助ガイドライン」

をはじめ、ご覧いただいているような新しい仕組み、先駆的な取り組みの構築も行いました。

それに伴い、地域コミュニティや、民間企業・事業者に主体的にご参画いただくことにより、

こうした成果につながったと考えています。 

 次、33番です。一方で、このスライドは、先ほどのスライドごとのデータのうち、「成果」

を出しきれず、今後の「課題」として次期へ引き継いでいかねばならないものの一覧表でご

ざいます。今からこのうち「課題」がある政策分野 2つに絞り込んで、区役所の分析をご説

明します。 

 先に結論を言ってしまいますと、やはりスライドの 6 番から 9 番でご説明した改革の 4

つの手法が徹底できなかったと振り返ることができます。 

 34 番でございます。地域活動の自律性、民主的正当性、公益性、課題解決すべきテーマ

性という住民自治の根幹の部分には課題が残りました。補助金事業化で地活協はほかの区

と比べ 5 年ほど出遅れたスタートとなりました。そのキャッチアップが今後も必要です。

仕組みの面では、地活協はできたものの、それを活用するような仕組みの改革、活動内容の

見直しが各地域コミュニティで不十分です。例えば、地活協で何かを決める仕組み、地活協

構成団体同士が力を融通しあって住民の課題を解決する仕組みを講じる必要があります。

大正区の地域コミュニティの住民人口規模は 6,300 人、24区で最少です。旧来の地縁組織

に加えて、民間事業体、専門職、ボランティアやNPO、そして住民全体との関係強化でこ

れを補っていかねばなりません。 

 スライド 35番です。法改正が行われ、「地域学校協働活動」「学校運営協議会」へ向けて

の体制整備が全国的に進んでいます。各地域活動協議会における「はぐくみネット」や「学

校協議会」の認知度と活動の低迷は、大正区のまず越えなくてはならない課題です。大阪市

の地域コミュニティは小学校区単位で主に運営されているため、小学校のみならず、中学校

も一体的に支援していくことに課題があります。「学校運営協議会」や「学校協議会」のメ

ンバーも特定の人に固定化することなく、多様な人材の登用が必要です。そして、学校運営

の当事者であり、やがては地域コミュニティを担っていくことになる保護者の活性化を促

す仕組みの改革が必要です。今後一層、区PTA協議会を中心とする保護者、地域活動協議

会、学校長との連携強化を進めていきます。 

 次、36番でございます。以上が大正区役所としての区政運営 4年間に対する自己分析で

ございます。大正区将来ビジョンでは、「区政運営の主役は主権者である区民です」と定義

付けました。本日の区政検証も、区役所職員だけによる検証ではなく、区民の代表である区

政会議委員の皆さんとともに行いたいと考えています。 
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ここからは安藤議長にマイクをお譲りして、まずは、私たちの説明について疑問・意見を

頂き、その次のコーナーで委員各位による検証ならびに未来への展望を語っていただきた

く存じます。 

 続いて 3枚ほど空欄のスライドが続いております。本日は空欄にしていますが、後日、今

日皆さま方から頂くご発言を取りまとめてスライドを埋めまして、一体的な区政検証を完

成させますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは安藤議長、よろしくお願い申し上げます。 

○安藤議長 

それでは、ただ今の意見につきまして、この意見等を頂きたいんですけども、これ、全員

の皆さんにお聞きしたいと思いますので、順番にいかせていただきます。 

まず、石田委員から何かありましたら。 

○石田委員 

はい、そうですね。例えば、災害のところでちょっと思ったんですけども、たまたま今日、

バックグラウンドが医療従事者なので、2月から済生会泉尾病院のほうに行ってるんですけ

ど、済生会泉尾病院の災害対策委員会っていうのに今日初めて出席したんですね。僕がこう

いうところの場に今日出るっていう話をしていて、区役所とか区政と一緒になって、医療機

関が何か今まで取り組んできたかという話をしたんですけど、一切ないっていう訴えがあ

りました。で、地域的なこういう取り組みもそうなんですけど、医療機関っていう、基幹病

院みたいな形で記載されてたと思うんですけど、結構そういう医療のインフラを整えたり、

区政と、区と、区役所と連携取ってそういうのを進めていくのって結構大事ちゃうかなとか

思ってですね。地域住民の意識は確かに高くなってきてるんですけど、それを最後うまく助

けてあげられるような、怪我したら救護できるようなそういった体制とかっていうのをつ

くろうと思ったら、やっぱり病院の力とかって大事だと思うので、そういったところで一緒

に何かできたらなと思いますので、いいところにいるんで声かけていただいたらお声かけ

やすいですし、病院の方にもお話ししやすいですし、そんなことができたらいいんじゃない

かなと思っていました。以上です。 

○安藤議長 

今の意見に対して、何かありまっか。区役所のほう。よろしいですか。 

○吉田区長 

おっしゃるように、防災対策というのは基幹病院も含まれると考えております。けど、少

しお話しいたしましたが、まずは地域住民、あるいは地域コミュニティとの連携ということ

でこの 4 年間やってまいりましたが、まだまだ福祉施設や診療所、病院との連携が緒に就

いておりませんので、ステップ・バイ・ステップですけれども、これからしっかり病院との

連携にリーチが届くように進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○石田委員 
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 ありがとうございます。 

○安藤議長 

はい、ありがとうございます。続きまして角元委員、何か。 

○角元委員 

はい。私からは 2 つありまして、まず 1 つ目です。この検証のグラフ、それぞれ見てい

るんですけど、パーセンテージしか書いてないんですね。人数っていうのが書かれてません。

それを入れていただいたらどうかなと思います。その人数が少なければ、よりアンケートを

取らなければいけないということにもなりますし、人数が多ければこんなサンプルの結果、

60パーセント、70パーセントということで結果を出したっていうことにもなると思うんで、

今のこのグラフを見てるだけでは 10人中 6人おったら 60パーセントっていうふうになっ

ちゃうんで、というふうにとられる可能性があると思うので、こんな素晴らしいグラフを作

られてるのであれば、実際何人アンケートを取ったのかということをされたほうがいいの

かなというふうに思いました。 

あともう 1 点は、私自身はものづくり事業実行委員会と、地元の高校の学校運営協議会

で、両方、担当させて、担当っていうんですかね、させていただいているんですけども、高

校さんからの依頼ということで、私自身が相談しやすいような感じなんかもしれませんが、

学校から直接、ものづくり事業実行委員会として何かできません、こういうことを相談した

いんですっていう話がきたんですけど、高校さんと区役所の関係性が良好であれば、多分区

役所にまず相談行くんちゃうかなと思いました。そこを、直接私のところに連絡がきて、僕

が区役所さんに相談したっていう形になってるんで、結局、段階的には 2 つぐらい段取り

っていうのが増えたんかなというふうに思いました。もっとスピーディーにいくんであれ

ば、高校のほうから区役所のほうに行って、区役所から実行委員会のほうにいけば形として

はきれいなんちゃうかなと。私が区役所で相談したうえで、ヒアリングっていうので区役所

のほうから高校のほうに連絡して、で、高校のほうからまた実行委員長のほうに「じゃあ連

絡します」ってなったんか、区役所のほうでなったんかってわかんないんですけど、そうい

うちょうど、ハブというか、区役所自身の機能っていうのは、ちょうど区民と委員とか地域

活動協議会のある間で、で、そこを集約したうえでどこに話を振るんかっていう機能を持っ

ていったほうがいいんちゃうかなと思ったんで、そういう関係性を築くのに、まず区役所の

ほうに連絡してもらったらスムーズになりますよとか、そういう問いかけをしていただい

たほうがいいんかなというふうに思いました。以上です。 

○吉田区長 

アンケートのＮ値、分母については、こうやって公にさせていただくものについては統計

的に根拠がないといけませんので、きちっと定めてやっております。で、ただ、それが表現

されてないっていうのはそのとおりですので、何らかの形でＮ値ですね、それは表していき

たいと思ってます。 
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一例を申し上げますと、区民意識調査については最低でも分母が 400 になるようにして

おります。市民局が行っている調査については、ちょっと分母忘れましたけど、2,000通投

げて、掛ける回答率でやっておりますので、同じぐらいのレベルのＮは集まっております。

いずれにしても、そのことは明記すべきだと考えておりますので、以後善処いたします。 

それから高校との関係については、おっしゃるように弱い面がまだまだあります。まずは

小学校、中学校、特に市立の小学校、中学校との関係っていうことでこの 4年間やってまい

りましたが、高校だけではなくて私立の学校とか高校、それから大学はこの区内にはないん

ですけれども専門学校がございますので、そういったところとの連携は強化していかなき

ゃいけないと思っております。 

ものづくり事業実行委員会も、私は区政運営の一員だと思っているので、そこで受けてい

ただくのは、私はもう全然いいことだと思っているんですけれども、より連携が密になるよ

うに、そして税金で飯を食っている私たちがちゃんとそれ以上の仕事ができるように、しっ

かりがんばっていきたいと思います。ありがとうございます。 

○安藤議長 

はい、どうもありがとうございます。よろしいですか。 

〇川上委員 

 すいません。2つ、ちょっとお伺いしたいんですけど、地域活動協議会、実際にまちづく

り実行委員会が、準行政的機能備えてるということで、説明等を 3 年前ぐらいからですか

な、それまでは委託事業としてやってきて、こういう形で補助金ということで、形を変えて。

で、従来やってきた、その地域の行事っていうのが、だいたい 3 つか 4 つ、従来どおりの

やつを主体的にやってきて、これは今ここに載ってますが、「地域行事の主体からテーマ解

決の主体へ転じる」というようなこと書かれてるんですけど、実際に私ら地域でやってるも

んとしては、この行事を通して住民同士のコミュニケーションを図るのが目的でやってる

つもりやったんですが、この内容から見ると、ちょっとそれは、ちょっと控えてくださいね

と、ちょっとテーマを変えて、そういう地域の母体で、課題を解決するような活動してくだ

さいねっていうふうに取ってるんですが、実際にはいかがなんでしょうか。それちょっと、

お伺いしたいんですが。 

〇吉田区長 

 もう、私が言うまでもなく、地域の役員の皆さま方には、大変なご尽力をいただいて、一

言で言うと、地域交流を本当に密に充実してやっていただいていると考えています。先ほど

も申しましたように、それを一歩進んで、住民自治という観点ではどうかなと、住民自らが

話し合って決めて、そして自立して運営していくというのが、住民自治の基本だと思うんで

すけれども、そこまでいっているかなというような問題意識がございます。先ほど、難しい

言葉で準行政的機能とか総意形成機能と申しましたけれども、やっぱりこれを生み出して

いく仕組みが必要だと思うんですね。いろんな仕組みの考え方あるかと思うんですけれど
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も、やっぱり委託金では住民の皆さま方の身銭が一銭も入らないということになってしま

うので、議論なくしても事業を継続していくことができる。しかし、たとえ 1割でも、今 25

パーセントですけれども、住民の皆さま方が独自に集められた財源をその中に加えるとい

うことになりますと、やはり、いずれは、今現在そうなってるわけではないんではしょうけ

れども、みんなで話し合って、この事業にいくら投じるべきかっていうことが、必ず起こっ

てくるはずですので、やはり補助金にして、そういう事例が出てきている地域もございます

から、そういう仕組みを入れながら、皆さま方にご協力いただいて、しっかりと議論をして、

交流をバージョンアップしていただくことを通じて、地域住民、地域自治というのが、住民

自治っていうのが実現できるものだというふうに考えております。 

〇川上委員 

 はい、実際にね、行事したあとでアンケートをとるということで、皆さんのご意見伺いな

がら、ちょっと形を変えながら、従来の行事をやっていくっていう考え方を皆さんされてい

ると思うんです。各地域の方は。ですから、今、おっしゃった、どういうんですかね、その

財源も含めて、同じ地域のまちづくり実行委員会の方々が、これからそういうふうな方向性

をやっていけるように、ちょっと私たちも心掛けていきたいと思いますので、どうかよろし

くお願いします。  

 それと学校協議会の件なんですけど、これ実際のメンバー構成っていうのが、各地域の団

体さんを筆頭にとかいうふうに、こう、言われたんです。私がやってたときは。そこら辺の

メンバー構成っていうのは、どういうふうに考えてやってはるんでしょうか。 

〇吉田区長 

 これまでの経緯もあって、地域によっては、もう団体ごとに座席数が決まってて、で、そ

こに人をはめていただくっていう形で、区役所からそういうお願いをすることは、もうない

はずなんですけれども、学校から依頼がいってるのではないかなと思っております。で、そ

れは正しい形ではありませんので、来年度に向けては、大枠というか仕組みをお示しして、

その仕組みの範囲の中で、各地域で自立的に選んでくださいっていうお願いをしていきた

いと思っています。どうしてもお願いしたいのは、例えばですけども、先ほど申しましたよ

うに、やっぱり保護者が中心となるような協議会でないといけないと思いますし、地域の意

見は非常に重要ですので、学校としても参考にしていきたいんですけれども、地域のある方

の意見に偏ることは、やっぱり避けないといけませんので、任期を設けるとか、そういう仕

組みを講じながら、今、会長が、委員がおっしゃったような各協議会のメンバー構成になる

ようにしていきたいと考えております。 

〇川上委員 

 ありがとうございました。 

〇安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。皆さんにご意見いただきたいと思ったんですけど
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も、本日、なんせ、これ 30 分短縮してますんで、皆さんのご意見聞くことができません。

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。 

 では次に、平成 29 年度以降の区政への評価や、令和 3 年度以降の区政に向けての課題、

期待につきまして、意見をお聞きしたいと思います。続きまして、木村委員、何かあります

か。 

〇木村委員 

 はい、そしたら 2点だけ、そしたら。その前に成果のところでね、地域の見守り体制づく

りや地域包括支援センターの認知度が上がったということが、大きなね、成果になってたと

いうことでありまして、充実されてるんだなということで関心いたしました。で、合わせて、

この間で言いますと、例えば、地震や台風があったりした。その時に、なかなか動きにくか

ったという面があったり、これから、ますます地域、現場、現場で、実際そんな人が、そん

な体制を誰が担っていくのかなど、まだまだ、おそらく課題もあったかと思いますので、そ

んなところで、さらにこう、前進させていっていただきたいなというふうに思います。 

 あと、大正区においては、例えば検診受診率の低さや、健康寿命の短さなど課題になって

るかと思います。で、区の三師会との連携で、医療、福祉、介護等々、連携でのまちづくり

やっていくということが書かれてましたが、大変熱心にされてると思いますので、そんな力

も活用して、大正区の健康づくり等々の課題についても、目を向けてやっていけば、大きな

成果出るんじゃないかというふうに、ちょっと思ってますので、そんなことも重視していた

だきたいなというふうに思います。 

〇安藤議長 

 はい、どうもありがとうございます。続きまして、駒井委員、何かありますか。 

〇駒井委員  

 約 1年になるんですけども、課題と期待というところで、ちょっとお願いといいますか、

ちょっと私がふと思ったことなんですけど、会議っていうのは、こう建設的な意見を持ち出

して、で、会議であるものの決定を決めるっていうものだと私は思っていたんですね。で、

ここに出席をして思ったことが、本当に役所の方と私たちと、こう分かれている感じがすご

くして、そうではなくて、もう少し、全体、こう全体が話し合う感じのやりとりができる感

じの会議にしたほうがいいんじゃないかなって思いました。 

で、今回のこの内容についても、すごく難しくてわからないところが、たくさんやっぱり

あるんです。で、これから、公募委員として入ってくる方もいらっしゃると思うんですね。

で、地域のこともよくわからない方も、たくさんいらっしゃると思うんです。そういった方

にも、もう少しわかりやすく明記してもらえれば、もっともっと大正区をよくしようと思う

方が、たくさん来ると思うんですね。そういう会議にしていっていただければ嬉しいなと思

いました。はい、以上です。 

○安藤議長 
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 はい。これにつきまして何かありますか。いや、我々も本当に思ってるんですけどもね。 

○吉田区長 

 この 4 年間、まず役所の一方的な説明にほぼ終始した区政会議を引き継いだところから

始めてまして、やはり説明はそこそこにして委員の皆さま方から意見を頂く場にしようと

いうことで変えました。で、皆さまもお気付きのとおり、この 4年の後半戦は、それでもや

はり行政がやっていることは細かくて難しいので、どうしても議論が散漫になることから、

年に 4 回やるうちの 3 回くらいはテーマを決めて、この皆さんにこう、参加していただけ

るようなテーマを決めてやりかけております。で、今日は区政検証ということで、この 1時

間半の間に、来年度の予算の話とか区政検証も含めて全部やってしまいましたので、また先

祖返りしたようなちょっとやりとりになってしまいまして申し訳ありませんが、今、申しま

したように新しい仕組みとして、もうそれはそれで書面で済ませることは書面で済ませて、

先般やりましたように地域の担い手を増やしていくにはどうしたらいいでしょうねみたい

なテーマで、委員の皆さま方同士が語り合えるような区政会議へとバージョンアップさせ

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○安藤議長 

 はい、どうもありがとうございました。これもまた時間がありませんので、発言されなか

った方は、後日また意見シートにて提出をお願いいたします。 

 それでは、予定されてる議題はすべて終了いたしました。なお、今回の議論や事業・業務

計画書において、防災に関わることもございますので、行政サイドよりオブザーバーとして

ご出席いただいている消防副署長の下垣内さんにご助言をいただければありがたいんです

けども、よろしいですか。 

○下垣内大阪市消防局大正消防署副署長 

 皆さま、お疲れさまでございました。本来なら署長の石田のほうが出席するところなんで

すけども、所用があり、私が代理で出席させていただきました。誠に僭越なんですけども、

消防署のほうから 2 点ほどお話しさせていただきたいと思います。着座にてお話しさせて

いただきます。 

 まず 1 点目なんですけども、区の運営方針と同じく、消防局におきましても次年度の運

営方針案が公表されているところです。全部で 5 本の柱がございまして、消防署としまし

て優先して実施していかなくてはならないのが大規模災害での対応力の強化であります。

大規模災害時には、「公助」の手が速やかに届かないのは皆さまご承知のとおりであります。

大規模災害時における「自助」「共助」の中核的な位置づけでありますのが地域防災リーダ

ーであり、地域防災リーダーの指導者の皆さまであると考えております。 

 今年度はコロナ禍の中、大変な時期でありましたが、小林連合の地域防災リーダーの皆さ

ま方にご尽力をいただき、モデル地区として地域防災リーダーの指導者育成のための特別

な研修を受けていただきました。その成果を発揮できる予定の防災訓練が叶わなかったこ
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とは非常に残念であったと思います。この取り組みを、小林連合さんだけではなくすべての

連合に今後広めていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力よろしくお願いいたしま

す。 

 2 点目なんですけども、来週の 3 月 1 日から 7 日まで全国春の火災予防運動が行われま

す。コロナ禍ということもあり、人との接触を避けイベント等は実施しないんですけども、

今回は広報活動を重点に取り組んでまいります。区役所さまのご協力を得まして、区役所庁

舎内で火災予防の放送を実施させていただきます。また、学校授業の影響がない時間帯を活

用しまして、3時 50分ごろに防災スピーカーや、また、シティバスの車内放送を活用して、

火災予防を広報させていただく予定にしております。皆さまにおかれましても火の用心よ

ろしくお願いいたします。以上です。 

○安藤議長 

 はい、下垣内副署長どうもありがとうございました。皆さまには議事進行にご協力いただ

き本当にありがとうございました。 

○佐々木政策推進課長 

 安藤議長、ありがとうございました。 

 ご紹介遅れましたけれども、オブザーバーとして市会議員の小山議員がご到着をされた

ことをご紹介させていただきます。 

 すみません、本日配布資料の中に、ご意見シートも同封させていただいております。本日、

本当に皆さま方にご意見を頂きたかったところではございますが、新型コロナの緊急事態

宣言下ということで、大変申し訳ございませんけれども、本日ご発言できなかったこと、ま

た本日のご議論を踏まえてあらためてご意見、ご質問がございましたら、ご記入の上、3月

5日金曜日までご提出のほどよろしくお願いします。 

 令和 2 年度の区政会議は本日が最終でございます。また、来年度の区政会議のスケジュ

ールにつきましては、お手元の配布しております【書類番号 10】「令和 3年度大正区区政会

議日程（予定）」のとおり予定をしております。次回の区政会議は 6 月 18 日金曜日となっ

ておりますので、皆さま方におかれましては日程の確保のほどよろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、会議の結びにあたりまして、区長の吉田より【議題】4「平成 29年度以降の区

政検証について」の総括も含めましてごあいさつ申し上げます。 

○吉田区長 

 いくらコロナ対策とはいえ、エンジンがかかりかけてきたところでちょっと結びにしな

きゃいけない。ましてやご意見、ご発言もいただけない委員さまがいらっしゃったことにつ

いては本当に申し訳なく存じております。また、ご意見いただきましたけれども、私からの

返答がとても短い言葉に過ぎましたことについても重ねてお詫びを申し上げます。ただ、先

ほど、説明もありましたように、ご意見シートに書いていただきますれば皆さんにいつもご
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覧いただいてる一覧表にしっかりまとめて、私たちの答えとか意見を書かせていただき、そ

れをベースにして新しい大正区役所の事務を進めているというのが実態でございます。本

当に丁寧にお一言、お一言をお書きになっていただく一つひとつを漏らさずに区役所職員

やってくれております。そして、結果公表もしておりますので、どうかご安心いただきまし

て、ご期待くださいまして、ご意見シートに今日ご発言いただけなかったことについてはご

記入いただければ幸いでございます。 

 最後にこの場をお借りいたしまして、一言ごあいさつをさせていただきます。来月 3 月

末日をもちまして、大正区長を退任いたします。住吉区長としては 4 年 8 か月、大正区長

としては 4 年、大阪市民の皆さま、大正区民の皆さまには大変お世話になり誠にありがと

うございました。大正区政運営につきましては、本日検証いたしましたがどれも区民の皆さ

ま方のご協力がなければ、あるいは、区民の皆さまとの一体となった取り組みがなければ成

し得なかったことばかりでございます。あらためて感謝の意を表する次第です。 

 平成 24年に就任した際に最も印象的だったのは、大阪市の大都市病でございます。私が

社会に出たころ、今から 25年ぐらい前でございますけれども、大阪市は私たち郊外の住民

にとっては依然、ブランド価値の高いまちでございました。今もって、買い物や交通など生

活も比較にならないほど便利なまちでございます。一方で核家族化や地価の高騰でドーナ

ツ化現象が進みまして、人材の流出が激しく、さらに富の最適配分もうまくいっていないと、

うまくいっているとは言えない状態が現時点でも続いているところでございます。行政に

至りましては、あぐらをちょっとかきすぎて時代に合わなくなった前例が踏襲され続け、結

果として住民ニーズに合わない施設、設備、サービス、そして事務がたくさん生まれたとこ

ろでございます。私は、市政改革、区政改革とともにこの区長を務めてまいりましたが、こ

の改革の歩みはまだまだ続けていかなければならないものでございます。大正区民の皆さ

ま方にはぜひとも、市政改革、区政改革の担いを背負っていただいて、大阪市の再生に努め

ていただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

 本日、発表されたところでございますが、副区長の岡本多加志さんが 4 月淀川区長に着

任することが決まりました。大正区での区政経験が淀川区民へも存分に生かされるものと

期待をいたしております。同じタイミングで大正区長に新たに就任するのが古川吉隆さん

です。東京都の職員としての経験が、東京都民の期待のもと、この大正区にもたらされるも

のと期待をいたしております。 

不肖、私も引き続き、都市内分権と内需拡大をテーマに大阪の発展に貢献していきたいと

考えております。日本、大阪に大正区があってよかったとそう言われるようなまちづくりを

夢見てこれまでやってまいりました。大正区役所として、新たな人材を輩出し、また新たな

人材を受け入れ、大正区民の皆さま方のご指導が大正区のみならず、大阪、日本の発展に貢

献できるようになれば大変うれしく存じております。大正区役所職員一同、これからも区民

の幸せのためにしっかりがんばって精進してまいりますので、引き続きご支援、ご愛顧のほ
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ど、私からお願いを申し上げまして、最後のごあいさつとさせていただきます。皆さま方、

誠にありがとうございました。 

○佐々木政策推進課長 

 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

先ほど言いましたように、6月 18日金曜日でございます。ご出席のほどよろしくお願いし

たいと思います。 

 本日は遅くまで誠にありがとうございました。 

午後７時 50分閉会 


