
大正区区政会議委員からの意見聴取会（令和３年度大正区運営方針（素案）および地域防災にかかる意見聴取会）

議題１　「令和３年度大正区運営方針（素案）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

・事前質問１－１に記載の施策は、いつ
から行っているのか。施策の成果や振り
返りについても行っているのか、また区
民がそれらを知っているのかについて疑
問を感じている。例えば、大正区の公園
は草が生い茂っていて虫も多く、総じて
汚い印象を持っている一方、港区の公園
は綺麗という話を、周りの子を持つ親と
よくしている。

駒井委員

2

・グラウンドゴルフでお使いの皆さんが
公園を掃除されている一方、ルールやマ
ナーを守らない人も多くいる。近くの空
き地でゴルフを行っているところも目撃
した。

竹村委員

〔政策推進課　佐々木課長〕
・公園の整備については、八幡屋公園事務所が大正区や港
区等、複数区を所管している。また、区内の公園に相当草
が生い茂っているという声もお聞きしている。公園の整備
にかかる予算は大幅に削減されており、今までのような除
草等が行われていないのが事実であるが、そうしたお声に
ついては、まずは公園事務所に伝え、連携して出来ること
から行っていきたいと考えている。なお公園については、
どちらが先という話ではないが、使われないと草が生い茂
ることもあるため、いかに住民の皆さまに使っていただけ
るかということについても、公園事務所や地域の皆さまと
一緒になって考えていきたい。
〔総務課　村田課長〕
・公園関係の議論については、各担当に横断するため総務
課より回答するが、先日美化運動功労者表彰を開催させて
いただいたとおり、多くの方に公園の美化に取組んでいた
だいており、大変感謝している。公園だけでなく道路など
公共物については、利用者・地域・行政が一体となり取り
組むことが必要と感じており、現在「イエローチョーク作
戦」等の新しい取組も実施しているところであり、引き続
きご意見をいただきたいと考えている。なお、公園のこと
でお気づきの場合は、早急に公園事務所にお伝えするため
総務課まで連絡いただきたい。
〔吉田区長〕
・子育てに関する施策はこれまでも行われてきているが、
明確なビジョンのもとに体系的に取り組みはじめたのは、
大正区将来ビジョン２０２２を策定してからであり、将来
ビジョンの大きな方向性のもと、毎年度策定している事
業・業務計画書にて具体的な施策の推進や振り返りを行
い、都度公表している。
・大正区の公園が汚く、港区の公園が綺麗というのは初め
てお聞きした。区民の皆さまがどういう風に思っていらっ
しゃるのか調査をし、原因をあぶりだして施策の決定をす
るといったように体系的に今後取り組んでいきたい。

これまで、公園に限らず市の施設に関するご意見について
は「市民の声」などで承り、改善につなげてまいりまし
た。
一方、広く区民からお聞きするという観点から、区内の施
設の改善すべき点などについて、大正区役所が実施してい
る区民意識調査で広くご意見をお伺いするとともに、地域
まちづくり実行委員会において、各地域（校下）にお住い
の皆様からの施設に関するご意見を集約し、より多くの区
民の意見や要望の把握に努めます。
今回ご意見をいただいた公園の美化については、委員から
のご指摘を受け、まず令和３年度の取り組みとして区民意
識調査や地域まちづくり実行委員会からの要望を踏まえ、
公園の実態把握に努めてまいります。
そのうえで、関係部署とも連携して、意見や要望の分析や
その対応策を検討し、できるところから対応策（例えば、
公園利用の啓発強化、ごみや不法投棄の撤去など）を講じ
て、より安全で使いやすくきれいな施設となるよう改善に
努めてまいります。

総務課

政策推進課
（政策推進）

保健福祉課
（こども教
育）
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意見内容 委員名 回答 対応 担当課

3

・事前質問２－１にあるとおり、私もク
ラスター等の情報は区役所の発信より早
く情報を得ることが多い。ある程度分
かっておいたほうがいい情報は、区役所
からお伝えしていただいたほうがいいの
では。また、陽性となった人が保健所よ
り自宅待機と言われたが、一人暮らしで
あったため近隣店舗への買い物に行って
いいのか相談を受けた。買い物等外出を
控えるように伝えたが、一人暮らしの方
等、陽性患者は自宅待機と言われたら、
どのように対処したらいいのか。

竹村委員

〔保健福祉課　嶋原課長〕
・クラスター発生時の対応については、事前質問の回答の
とおり。陽性患者には、区役所で行う疫学調査で連絡する
際や保健所より陽性判明時に連絡する際、宿泊療養をお願
いしている。事情により宿泊療養できない方は、強制はで
きないため自宅療養となるが、ご自宅で出来るだけ外出を
控えていただく、外出時も対策を講じていただくなど、宿
泊療養を基本としつつ感染拡大の防止に向け説明とお願い
をしている。

〔吉田区長〕
・コロナの情報開示等については、先ほど回答したとおり
だが、どこまで徹底できるかだと考えている。区民の皆さ
まに不信感を抱かれないように気を引き締めて取り組んで
いきたい。また、地域住民全体にかかわる事案は、これか
らもしっかり当該地域と情報共有していきたい。

回答済み
保健福祉課
（健康づく
り）

【区長発言】

〔冒頭あいさつ〕
・区政会議としての定足数に満たないが、本日いただいたご意見をすべて受け止め、施策に反映するということを変わらず行い、事務もこれまで通り進める。
議題１については、区政会議にて諮る必要があるため、手続き上、次回報告させていただく。
・大正区のコロナの状況であるが、５月に初めて陽性患者が発生して以来、年末までの予測値として、陽性患者が約300人、濃厚接触者が約1,000名程度と
なっている。陽性患者数には波があり、今週半ばより増加傾向にあるため、依然予断を許せず、年末年始はおとなしく過ごしていただくよう、区民の皆さまに
呼び掛けていく必要があると考えている。また、大正区においても、いわゆる夜の街での感染が発生している。個別の情報はお伝えすることができないため、
夜の街には出歩かないこと、基本中の基本であるマスクの着用や消毒、ソーシャルディスタンスなどの感染防止策に努めていただくよう、今一度区民の皆さま
にお願いしたいと考えている。

〔会議終了後のあいさつ〕
・運営方針にかかる事前質問１－３のご意見にある、区民への区の魅力調査については３年前に実施をしており公表している。ただ、これだけでは足りないと
考えており、今後も調査を行い、その結果を施策に反映することをセットに取り組んでいきたい。
・運営方針にかかる事前質問２－２のご意見については、区の相談窓口の敷居を低くすること、またそれでも相談しに来ない人に対してどうするかというもの
だととらえている。ご指摘の点については真摯に受け止め、アウトリーチの取組みも含め今後に活かしていきたい。
・自助ガイドラインについて、木村委員より内容は良いが見にくいというご指摘をいただいた。区役所で作成するものは総じてこのような傾向が多く、地域や
住民の方々よりこうしたほうが良い等のアイデアをどんどん出していただき、それを反映することでより良いものを生み出していきたい。
・谷田委員より、自助、互助共助、公助の概念が分かりにくいというご意見をいただいた。我々はこの概念を分かりやすい言葉に置き換えるということを今後
やっていかなければいけないと考えている。そのためにも、具体的にやっていくことや、やらなければならないことをお示しし、広報することが重要と考えて
いる。
・今回も自主組織の活性化に議論が及んだ。本日、町会の内容がわからないというご意見をいただいたが、我々にとって当たり前のような情報でも丁寧にわか
りやすく伝えることが大事と感じた。また現在、地域福祉ビジョンの改定作業において、小学校区単位の活動の再生に向け、地域で従事する専門職の方の参画
を促すことと、地域にはこだわらず大正区をよくしたいという方々にいかに取り込んでいくかということにより、担い手不足の解消につなげていくと明記して
おり、この考え方は防災や子育ての分野にも通じると考えている。本日、町会選択制に話が及んだが、居住地域以外での地域活動が促進されることは、地域活
性につながる一つの方策ではないかと考えている。
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大正区区政会議委員からの意見聴取会（令和３年度大正区運営方針（素案）および地域防災にかかる意見聴取会）

議題２　「地域防災における「自助」にかかる大正区役所の取組み及び災害時の避難所運営について」意見と対応一覧

《テーマ１　区民一人一人の「自助」の意識の浸透について》
発言者 区役所の考え方 担当課

1 木村委員

「自助ガイドライン」については自助の指針であるため、文字が多
くなっておりますが、自助意識の浸透を図るため、この指針を基に
イラスト等を交え、読みやすくしたものを、令和2年9月号広報紙
で防災特集として全戸配布しました。
　また、令和3年度において、災害時にも持ち運べるよう、災害時
の具体的な行動や避難場所を掲載した各地区防災計画（直下型地震
編・風水害編・津波編）の内容をコンパクトにまとめた「（仮称）
防災リーフレット」を地域ごとに作成し、全戸配布することを計画
しています。

2 谷田委員

訓練については各地域においても工夫され、様々な取り組みをいた
だいているところです。地域における町会単位や班単位など、訓練
の多様化や回数の増加と併せ、自助を実体験していただける訓練の
ありかたについても令和3年度の訓練に向け、検討を行います。ま
た「自助・互助・共助」の概念についても言い換えなど、わかりや
すい広報に努めてまいります。

《テーマ２　コロナ禍における避難所運営について》
発言者 区役所の考え方 担当課

駒井委員

吉田区長

駒井委員

竹村委員

吉田区長
地区防災計画において「町会単位」でという記載がありますが、
「町会エリア単位」という意味であり、町会に加入していないこと
を理由に避難を受けつけないということではありません。

政策推進課（地域
活動支援）

（※）　次頁に続く

・理由としては、時間がない、役員になると負担が増える、面倒くさ
い等様々な意見がある一方で、町会に入っておいた方がいいと思って
いる方が多いのも事実。ただし、町会に入った時にどうなるのかがわ
からない中で、勧誘されても不安を覚えるだけの人がほとんどではな
いか。

・町会に入った時のメリットとして、町会内で起こった災害時の復旧
時などの個人では対応が難しい困りごとがある際に、組織的に対応で
きるなどが挙げられる。

・防災に話を戻すと、資料に「町会単位で」と記載があるのは、「町
会エリア単位」という意味合いであり、町会に入っていないと避難で
きないという意味ではない。

３
（※）

・事前質問３－１について、私の居住するマンションはマンション全
体の方針として町会に加入しないと決定したため、私は町会に入りた
いが入ることができない。また居住地域外での町会への参加を希望し
ているが、こうした場合どうすればいいのか。

・周りの人の中で町会に入らない理由はどういったものがあるか。

ご意見の要旨

・自助ガイドラインについて、大変詳細まで記載されており、自助に
おいて何をする必要があるのかがよくわかるものになっているもの
の、見やすさには欠けるため、そのバランスは難しいと思った。

政策推進課（地域
活動支援）

・地域の避難訓練において、地域活動をされていない方も多く参加さ
れる。そこで自助の大事さを伝えていかなければいけないと考えてい
るのと同時に、自助や共助という言葉ではわかりにくく、自助・共
助・公助の関係性についても、普段地域活動を行っていない人たちに
は伝わりにくいと考えている。実際の訓練を通じて、それらを体験し
ていただくことが大事だと感じている。

内容

・町会（・自治会）は近隣住民のつながりづくり、住民自治の基盤
であり、町会行事への参加、日々の声掛けなど、支え合えるまちを
つくっています。
・地域振興会については、居住地域以外での参加を希望されている
場合、加入したい地域の町会長、班長等におたずねください。
・災害時は町会に加入しているや否やに関わらず、救助等の対象に
なります。

政策推進課（地
域）
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発言者 区役所の考え方 担当課

竹村委員

仲田委員

谷田委員

吉田区長

安藤議長

谷田委員

（ご意見シート）
発言者 区役所の考え方 担当課

4 仲田委員

大正区役所では、区外から転入された方や希望される方に対し、
「だいじょうぶです！」と書かれたマグネットのカードを配布して
います。これは発災時に救助を必要としない方が、玄関扉に貼り付
けていただくことによって、地域において避難の確認ができるよう
に作られており、白い部分に連絡先等を自由に記載いただけるもの
となっています。

政策推進課（地域
活動支援）

内容

・民生委員として市の総務部会に出席した折、災害に備えた取組みの
ひとつとして、住之江区では全戸に避難カードを配布して、記入して
もらって、目立つところに貼ってもらっているとのことでした。どこ
に避難しているか等を記入し、居場所を明確にする目的のようです。
大正区でも７～８年前に独居老人にカードを作って貼ってもらったこ
とがありました。その時は緊急連絡先や主治医名当の記入で、用途も
目的も内容も違いますが、カードでの連絡という意味では同じだと思
います。

・災害から「命を守る」ことは、行政において最重要課題であると
ともに、地域や家庭等においてもその単位を超えた社会全体におけ
る最重要事項の一つであると考えます。訓練に町会加入の有無を超
えてご参加いただき、そのことが一つのきっかけとなって町会加入
等につながる中で、より多くの方が「顔の見える」関係となること
で地域防災力も向上すると考えます。
・避難所では新型コロナウイルスだけでなく、様々な感染症対策が
必要となっており、「在宅避難」や「分散避難」を基本とした避難
をご検討いただくことが重要となる中、これらにかかる地域におけ
る講義等の取り組みは、その重要性や必要性を隅々まで深めていた
だく非常に有効な手法の一つであると考えています。「在宅避難」
や「分散避難」について、区役所としてもその広報に務めるととも
に、地域においても周知にかかる取り組みをいただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。

政策推進課（地域
活動支援）

・自助の観点から自宅避難も大事と考えている。その中で、地域活動
として、防災士を招き自宅避難を簡単に出来る方法の講義を開催し
た。こうした活動も地域活動のメリットの一つかと考えている。

・地域の避難訓練においても、町会に入ってない方にもご参加いただ
いている。

・私も大正区の住民で集合住宅に居住しているが、マンション単位で
はなく個人として加入している。 ・町会（・自治会）は近隣住民のつながりづくり、住民自治の基盤

であり、町会行事への参加、日々の声掛けなど、支え合えるまちを
つくっています。
・地域振興会については、居住地域以外での参加を希望されている
場合、加入したい地域の町会長、班長等におたずねください。
・災害時は町会に加入しているや否やに関わらず、救助等の対象に
なります。

政策推進課（地
域）

・町会長の許可があれば、個人として居住地域でなくても加入は問題
ないと考えている。

・女性会の方でも異なる地域で活動されている方もいらっしゃる。自
分の好きな地域で活動されることがいいのではと考えている。

内容

3

・台風21号の際、町会に加入していない人も避難所での受入を行っ
た。その方は、後に町会に加入した。
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