
番号 委員 担当課
該当ページ

項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

1-1 角元委員
政策推進課（政
策推進）

P９　経営課題
４「活力ある元
気なまちへ」

人口減という課題について、もっと具体的な案を示してほし
い。若者がどうしたら住みたくなる区になるのかを、外部の人
を中心にもっとリサーチすべきと考えます。

　人口減という課題に向けては、魅力ある施設や拠点の創造だけに
とどまらず、定住性に繋がる魅力の創出や住民満足度の向上に総
合的に取り組んでいく必要があると考えております。大正区役所で
は、そのような基本的方針のもと、「大正区将来ビジョン2022」におい
て、５つの柱（だれもが健康で安心して暮らせるまちへ・快適で安全
なまちへ・次世代の未来が輝くまちへ・活力ある元気なまちへ・「区
民が主役」のまちへ）を掲げ、当ビジョンに則った施策の実現に取り
組んでいるところです。また、各施策の立案や評価については、それ
ぞれ専門的会議体を設け、外部委員等の意見も踏まえ取り組んで
おります。
　加えて、SNSを活用し、アンケート機能や区民等による区の魅力に
関する投稿のシェア等、新たに双方向的な取組みを行うことで、若
者のニーズの掘り起こしを行っております。またこの間、区の魅力や
観光資源等のリサーチも行っており、会議当日に追加資料としてお
示しするとともに、こうした区民意識調査等の調査結果について、区
政委員の皆さまからご意見をいただく場も設けながら、施策への反
映に努めてまいります。

1-2 角元委員
政策推進課（政
策推進）

P10　めざす成
果及び戦略　４
－１「まちの活
性化」

都市活動の活性化に向けて、他区との連携をもっと増やす
きっかけを作ってほしい。

　委員ご指摘のとおり、都市活動の活性化に向けては、広域
的な視点で取り組んでいくことが効果的と考えます。令和２年
１月に１次開業した「TUGBOAT_TAISHO」については、全面開
業に向け現在調整を行っているところですが、今後、水辺の
拠点として機能するよう、関係部署と舟運事業の整備等にも
あわせて取り組んでおり、舟運により区外に点在する拠点間
の交流等が期待できると考えてます。こうした取組みも活用
し、他区連携などを用いた大正区の更なる魅力向上や発信を
推進してまいります。

1-3 宮崎委員
政策推進課（地
域活動支援）

P5  経営課題
２「快適で安全
なまちへ」
P6　めざす成
果及び戦略　２
－１「災害への
備え」

区民意識調査の認知が上昇してきている事は、区民自らの判
断で自力互助共助が浸透してきている表れであり、今後も更
に意識が上昇する事を願っています。

　この間、わが国で発生している自然災害と、大正区役所、各
地域、関係機関等が一体となって進めてきた広報活動の取り
組みとがあいまって、区民意識調査における認知度の上昇に
つながっていると考えています。
　令和３年度においては、地域ごとの「(仮称）防災リーフレッ
ト」の作成と全戸配布を計画しており、今後も「自助」「互助・共
助」の重要性や防災意識の更なる浸透に努めてまいりますの
で、よろしくお願いいたします。

１．令和３年度大正区運営方針（案）について

「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
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１．令和３年度大正区運営方針（案）について

「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

1-4 木村委員
保健福祉課（福
祉）

P4　具体的取
組１－１－１
「要援護者支
援システムの
構築」

要支援体制づくりについて、担い手になってもらうのが大変だ
と思いますが、どのように推進していくのでしょうか。

「要援護者支援システム」は、日ごろからの見守り活動と、地
震や台風などの災害が起こったときの避難支援を地域ぐるみ
で一体的に行うための仕組みであり、地域の皆さまに、まず
は要援護者が「どこ」に「どのような状況」でお住まいであるか
を把握していただく必要があります。
そのため、要援護者の名簿を区役所から地域まちづくり実行
委員会をはじめとする地域団体へ提供し、その名簿を基に、
地域のみなさまが主体となって日ごろの見守り活動に取り組
んでいただくことで、把握していただきたいと考えています。
「要援護者支援システム」の構築に向けた担い手の確保や体
制づくりについては、地域向け説明会やワークショップを開催
するほか説明用資料を工夫するなど、「身近なこと」「我がご
と」と地域の皆様に必要性を感じていただき、活動への参画
につながるように取り組んでいきます。

2



番号 委員 担当課
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項目名
外部評価（区政会議委員）意見 回答

2-1 角元委員
政策推進課（政
策推進）

取組番号18
「区の行政情
報・魅力発信
の充実」

他区の人から「大正区がんばっているね。」という声をあまり
聞かないので、PDCAサイクルを意識してフィードバックしてほ
しい。

　他区に大正区役所の魅力情報が届いていないということですが、
これまでの広報紙・区HP・SNSを使った魅力発信手法では発信先が
区民・区内企業か、もしくはSNSのフォロワーの範囲で、区外まで情
報が十分行き届いていないことが考えられるため、今後は、マスコミ
関係や、インターネットニュース、フリーペーパーに取り上げていただ
き、区内外を問わずより多くの方々への情報発信に努めてまいりま
す。

2-2 角元委員
政策推進課（政
策推進）

取組番号24
「公民連携の
促進」

連携することによるメリットをもっと明確化すれば、コラボした
いという企業は増えると考える。例えば、区認定企業のバ
ナーを送るなど。

ご意見ありがとうございます。連携する企業側のメリットにつ
いては、区HPや広報紙などに掲載されることによる「知名度
アップ」や「企業イメージの向上」等ですが、委員ご指摘のとお
り、更に多くの企業に参画いただくためには、メリットをより明
確にし、広くお示しする必要があると考えておりますので、検
討のうえ、令和３年度中に取り組んでまいります。

2-3 宮崎委員
政策推進課（地
域）

取組番号44
「大正区まちづ
くり活動の強化
推進」

「自分達のまちを自分達で守る」良い言葉だとおもいます。今
後若い世代、中高校生も仲間入りして大正区の町づくりに参
加できる場所が出来る事は区民として賛同します。軌道に乗
れば年数回実施できる事を願っています。

令和２年度については、各種団体や企業・学校園の協力を得
て「区民まつり」「ファミリージョギング大会」のイベントを予定し
ておりましたが新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点
から中止することになりました。今後は新型コロナウィルスの
治療法やワクチン接種の動向を注視し、新型コロナウィルス
対策を講じて、若い世代をはじめとした多くの区民が参画でき
る事業を検討してまいりたいと思います。

2-4 宮崎委員
保健福祉課（健
康づくり）

取組番号132
「朝食欠食対
策の推進」

全国平均2倍は残念に思います。個人情報の観念から各家庭
の事情に踏みこむ事は出来ません。養育者と子供たちに朝
食がなぜ必要とするかをまず理解していただく事が優先課題
と思います。子ども料理教室を開催し、簡単な献立を伝授して
興味が出てくることで、食に対しての変化が生まれてくれば、
朝食に対しても摂取する必要性に理解を示すようになるので
はないかと個人的に思います。

委員ご指摘のとおり、大正区役所においては朝食がなぜ必要
となるかを理解していただくことが重要であると考えており、朝
食欠食対策には小・中学校やPTAなど各種団体の参画をい
ただきながら検討・実践しているところです。
一方、ご提案いただいている「子ども料理教室」については、
同じく朝食欠食対策にご参画いただいている大正区食生活改
善推進委員協議会のみなさんが中心となって、大正区役所と
連携しながら、小学生とその保護者を対象とした食育講座を
開催し、特に朝食の重要性について啓発しています。（今年
度は新型コロナウイルス感染症の影響で未実施）
引き続き、様々な視点から朝食欠食対策の取り組みを推進し
てまいります。

「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

２．令和３年度大正区事業・業務計画書（案）について

3



番号 委員 担当課
該当ページ
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「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

２．令和３年度大正区事業・業務計画書（案）について

2-5 駒井委員
政策推進課（地
域活動支援）

取組番号34
「地域防犯・安
全対策の推
進」

防災スピーカー（防災行政無線）について、聞き取りにくく伝え
ている内容が理解できない。何に問題があるのかを一度検討
して頂ければと思います。

防災スピーカからの音声につきましては、遮音性の高い住居
や高層建築物の増加、騒音の影響などといった都市部を取り
巻く環境によって、音が伝わりにくい状況になっています。防
災スピーカからの音の伝達を改善する取り組みとしては、高
出力アンプ及び高性能スピーカを採用することで、音の伝達
の改善を図っていますが、反響等もあり、お聞き取りいただき
にくい場所等もございます。また、屋内まで音声を伝えるには
限界があるため、お聞き取りいただけなかった場合には、必
要な情報を「自助」により取得いただきたいと考えています。
防災行政無線テレホンサービス（06－6210－3899）で放送し
た音声をお聞きいただくことができるようにしている（通話料が
かかります）ほか、大正区役所ホームページの「自助ガイドラ
イン」に情報取得先等を掲載していますので、そちらをご利用
いただきますよう、よろしくお願いいたします。

2-6 木村委員
保健福祉課（福
祉）

取組番号120
「地域包括ケア
システムの構
築（生活支援
体制整備の実
施）」

生活支援を進めるうえで、コロナ禍でなかなか進めにくいと思
いますが、工夫をしていますか。

生活支援コーディネーターがコロナ禍における様々な活動方
法や感染予防対策の情報提供・指導・助言を行い各種事業を
継続実施しています。大正区においてコロナ禍に対応した具
体的な活動事例としては、参加者が集い直接対面による打合
せを行っていたものを、自宅ポストへの資料のポスティングに
よる書面打合せに変更したものや、室内のみの活動であった
ものを密を防ぐために屋外に活動範囲を拡げたもの等、コロ
ナ禍を一つのきっかけとして高齢者が生活支援コーディネー
ターと共に新たな発想で考え実行に移すことにより事業の幅
が拡がっています。
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「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

２．令和３年度大正区事業・業務計画書（案）について

【検査体制の充実】
大正区役所では新型コロナウイルス感染症に関するPCR検
査等は実施しておりませんが、必要な方が速やかに受検して
いただけるよう、陽性患者等への疫学調査に全力で取り組ん
でいます。
[保健福祉課（健康づくり）]

【ワクチン接種】
大阪市では限られた期間内にワクチン接種を実施するため
に、行政と医療資源をできるだけ有効活用し、接種の効率性
を高めるため、集団接種と個別接種の併用を検討していま
す。
実施期間としては、接種を希望する高齢者は３か月間（12週
間）、全市民は６か月間（24週間）でワクチン接種を完了する
ことを目標として準備を進めています。
こうした中、大正区役所では区医師会をはじめ区内関係機関
と連携を密にしながら、区民の皆様に円滑に接種していただ
けるよう、体制構築に全力を挙げて取り組んでいます。
現時点では、大正区民ホールを集団接種の会場として想定し
ながら準備を進めており、ご案内できるものから順次広報して
まいります。
[総務課、政策推進課、保健福祉課]

2-7 木村委員
保健福祉課（健
康づくり）

取組番号130
「感染症対策
の充実・強化」

コロナの拡大防止のため、検査の拡充に努めてください。ワク
チン接種について、現時点での大正区の準備の進捗状況な
どをお聞かせください。
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番号 委員 担当課 外部評価（区政会議委員）意見 回答

3-1 駒井委員
保健福祉課（こど
も・教育）

【誰もが健康で安心して暮らせる町へ】このコロナ禍で新たに懸念さ
れる課題が一つ。罹患していないにも関わらず"咳"をしただけで白
眼視され暴言を吐かれる。例えば学校において、そのような自体に
陥れば本人は深く傷つき更には不登校になりかねない。これは回避
しなければならない事案であると考えます。学校・先生は、コロナに
対し正しい知識のもと、教育・指導を行い子どもを守っているのか。追
い込まれた子どもが最悪の事態になるその前に、今一度検討し、場
合によっては、学校への指導の強化も必要と考えます。

本市の全学校においては、「新型コロナウイルス感染症対策マニュア
ル」に基づき、児童生徒の安全確保を最優先とし、適切な対策を徹底
するとともに、コロナ禍での「児童生徒の不登校」や「児童生徒に対す
る差別や偏見」といった心のケアについても十分に留意のうえ対応し
ております。
そのうえで、個別の事例に応じて、学校が子ども・保護者と相談し、
必要に応じて教育委員会の指導も受けながら、丁寧に対応している
ところです。
現時点では、委員ご指摘のような事態が生じたとは聞き及んでおりま
せんが、そのおそれがある場合には学校・教育委員会・区役所へご
相談いただければと存じます。
また、子どもたちに対して、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下
における昨今の状況をふまえ、「かけがえのない、大切な存在である
子どもたちへ」　として、ホームページにメッセージ及び相談先を掲載
しております。

(かけがえのない、大切な存在である　子どもたちへ　～ 大阪市教育
長からのメッセージ ～)
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000526385.html

「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

３．その他
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