
令和２年度第３回大正区区政会議

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」および　議題３「令和３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

１．令和３年度区長自由経費予算（案）
の音楽振興事業は、具体的にどのような
ことを行うのか。
２．例えば、学校において授業で子ども
たちにミュージシャンが夢を語るような
ことを想定しているのか。
３．新規事業として予算計上をしたとい
うことか。

角元委員

１．〔政策推進課　佐々木課長〕
若者が夢を追いかけることを支援する「T-1ライブグランプ
リ」として行っている事業を指す。コロナ禍においてライブ
という形式では開催できないため、来年度については、これ
までの音楽振興大使を活用し、夢を追いかけるミュージシャ
ンと子どもたちをはじめとする区民が双方向にやり取りでき
るよう事業を組み換え行っていきたいと考えている。
２．〔政策推進課　佐々木課長〕
具体の内容については、民間事業の方がノウハウをお持ちだ
と思うので、事業者からの提案を受けるプロポーザルによ
り、事業実施を進めてまいりたいと考えている。
３．〔政策推進課　佐々木課長〕
本年度も予算計上を行っているが、内容が変更となってい
る。
〔総務課　村田課長〕
書類番号８「区長自由経費予算（案）」令和２年度の表記に
おいては、MITと記載されているものが「Music　Island
Taisho」の略であり、これが該当する。

回答済
政策推進課
（政策推進）

2

１．令和３年度区長自由経費予算（案）
における、「TUGBOAT_TAISHO運営
事業」の令和３年度予算額は、前年より
減っているがなぜか。
２．ホテルは開業されるのか。

角元委員

〔政策推進課　佐々木課長〕
１．「TUGBOAT_TAISHO」については、当該拠点が大
阪府の土地であり、我々が大阪府に土地占用料を支払い、占
用料相当額を事業者より使用料として受け取っている。当
初、施設の拡充を行っていく計画を立てていたが、コロナ禍
により計画の進捗に遅れが生じているため、収支同額である
が令和２年度に比べ減額となっている。
２．事業者より現在検討中というところでお聞きしている。

今般のコロナ禍等の影響により、委員からご質問のあったホ
テルの開業や、河川敷部分における事務所等の入居する施設
の建設についても、進捗に遅れが生じている状況であり、現
在、事業者と連携しながら、今後の進め方等を検討している
ところです。
TUGBOAT_TAISHOが多くの方に利用いただけるよう、
今後も事業者との連携を密にし、完全開業に向けて本事業に
取り組んでまいります。

政策推進課
（政策推進）

【ご意見シート】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

3

教室は身近な所から始めていく案もある
と思います。学校に於いて家庭科の授業
以外に、給食時に米飯を手袋しておにぎ
りを作る体験学習をさせることも食に対
する考えも変化が見られるのではないか
と思います。自分で握ったおにぎりを食
する事で、食品等を大切にする心を養っ
ていくきっかけになればと思います。

宮崎委員

頂きましたご意見については、今後、教育行政連絡会等の場
において、学校とも情報共有するとともに、家庭科の授業以
外においても、各学校の特色を生かしながら、食の大切さを
伝える場を創出できるよう、区役所としても支援してまいり
ます。

保健福祉課
（こども教
育）
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議題４「平成 29年度以降の区政の検証について」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

本日ちょうど済生会泉尾病院の災害対策
協議委員会に出席した。区役所と医療機
関が連携して災害時の医療提供体制を整
備することはとても大事だと思う。地域
住民の意識は高まっているのは確かだ
が、発災時にも適切に医療が提供できる
ようになるには、こうした基幹病院との
連携は欠かせないと思う。私は今ちょう
ど両者と関係がある状態なので、うまく
リンクできるように取組めればいいなと
感じた。

石田委員

〔吉田区長〕
委員ご指摘のとおり、防災対策には基幹病院との連携も含ま
れると考える。この４年間の防災対策は、まずは地域住民や
地域コミュニティとの連携の促進に取り組んできたところで
あり、今後、福祉施設や医療機関との連携構築に向け取り組
んでいきたい。

発災時における適切な医療提供体制の整備は重要な課題と考
えております。区内基幹病院等、医療機関との連携を図り、
医薬品のローリングストック方式の採用による医療提供体制
の整備に向け、令和３年度より区医師会をはじめとした関係
医療機関との協議に向けた検討を始め、令和4年度の協定締
結を目途として進めてまいります。

政策推進課
（地域活動支
援）

5

区政検証資料のグラフに割合しか掲載さ
れておらず、回答人数も記載したほうが
よいと思う。母数を記載することでグラ
フの説得力が増すと考える。

角元委員

〔吉田区長〕
本グラフの統計データは、例えば区民意識調査は回答総数が
400以上になるようになど、統計的根拠に基づいたものを
使用しているが、本資料には回答の母数を表現できていない
ため、資料に盛り込むようにする。

資料内で使用した統計調査やアンケート調査について、
P11～13を追加し、回答の母数や調査概要を記載いたしま
した。なお、本資料につきましては、皆さまよりいただいた
ご意見をまとめ追記することをもって完成とし、ホームペー
ジに公表しております。

https://www.city.osaka.lg.jp/taisho/page/0000529
776.html

政策推進課
（政策推進）

6

私は大正・港ものづくり事業実行委員会
の実行委員と、大阪府立大正白稜高等学
校の学校評議員を務めている。以前高校
のものづくり事業への相談案件で、大正
白稜高校より私に話があった。高校と区
役所の関係が良好であれば、私を介さず
もっとスムーズなやり取りができていた
はず。区役所が各機関とのハブ的役割を
果たすことで、いろんなことが発展して
いくと考える。

角元委員

〔吉田区長〕
高校との関係についてはご指摘のとおり弱いと考えている。
この４年間、まずは市立の小中学校との連携強化につとめて
きたが、区内の高校、専門学校などとの連携を強化していか
なければならないと考えている。

平成30年10月16日に大正白稜高等学校と大正区役所にお
いて「こどもの学力向上」、「職場体験」、「防災」、「地
域の活性化」について互いに連携・協力することを目的に、
包括連携協定を締結しており、令和３年５月以降学校長と意
見交換できる場を設けるなど、学校の取り組みや抱える課題
などを共有してまいります。引き続き、小・中連携に加え、
小・中・高との連携がより一層強化できるよう努めてまいり
ます。

保健福祉課
（こども教
育）

7

地域活動について、地域活動協議会には
準行政機能があり、これまでの委託事業
から補助金事業に推移してきた。資料の
中に、地域活動協議会が従来の地域行事
への主体から、地域テーマ解決の主体へ
と記載がある。我々地域の人間からする
と、行事を通して住民同士のコミュニ
ケーションを図ることを目的としている
つもりであったが、そうした目的は止め
て、地域課題の解決にかかる取組みをす
るように依頼されているという理解でい
いのか。

川上委員

〔吉田区長〕
地域の皆さま方には、地域交流を密にしていただいていると
考えている。考えを一歩進めて、自分たちのことは自分たち
で決めるという住民自治の観点から考えると、まだそこまで
至っていないという問題意識をもって、資料に表現した。補
助金化を行い、地域住民が自ら得たお金も含め、地域が主体
的に事業を構築することで、こうした総意形成機能が発揮さ
れると考えており、それが住民自治に繋がっていくと考えて
いる。

・各地域におかれましては、地域まちづくり実行委員会が核
となり、準行政的機能･総意形成機能を発揮しながらさまざ
まな地域活動を通じた地域コミュニティの強化に取り組んで
いただいております。
・地域活動協議会補助金事業3年目となる令和３年度も、日
ごろの見守り活動や災害時の支えあいに必要不可欠な身近な
つながりづくりに向けて、新しい生活様式を踏まえた地域活
動に取り組んでいただくとともに、SNS等を導入した広報
やCB（コミュニティビジネス･地域課題を地域住民による
ビジネスの手法で解決すること)を取り入れるなど、地域の
実情に応じて持続可能な地域運営にステップアップできるよ
う支援していきたいと考えております。
・そのためにも、｢地域のことは地域が決める｣という地域
住民が主役の地域運営にむけて、まずは各地域が地域課題を
把握し地域がめざす将来像を共有できるよう、引き続きまち
づくりセンターを活用し支援してまいります。

政策推進課
（地域活動支
援）
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意見内容 委員名 回答 対応 担当課

8

学校協議会のメンバー構成について、過
去、地域の団体から１人ずつというよう
に依頼されたが、現在どうなっているの
か。

川上委員

〔吉田区長〕
これまでの経緯から、地域によっては各団体から一人ずつと
いう風に枠が決まっており、そこに人を当てはめていくとい
う形で学校から依頼があるのではと思っている。それは正し
い形ではないため、来年度以降、仕組みをお示ししたいと考
えている。保護者が中心となるべきであり、地域の意見はも
ちろん重要だが、地域の特定の方の意見に偏ることは避けな
いといけないと考えている。

学校協議会につきましては、大正区役所として、保護者や地
域住民などの学校運営への参加を促進することにより、開か
れた学校運営を実現し、より良い学校教育を推進するため、
また令和４年度より学校協議会が学校運営協議会へ改編され
る予定であることも踏まえ、令和３年度学校協議会委員の構
成については次のとおり定めております。
・委員の人数は、原則として３名～10名
・保護者の割合は、全体の４割以上
・女性の割合は、全体の４割以上
・委員の任期は最長で４年まで
・各学校協議会委員の兼務はしない

保健福祉課
（こども教
育）

9

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成果として挙がって
おり、浸透してきていると感心した。ま
た防災関係についても住民の意識があ
がっており、さらに前進させていければ
いいなと感じた。

木村委員

地域の見守り体制づくりや地域包括ケアシステムの構築に向
け、今後も引き続き取り組みを進めてまいります。
防災については、発災時、地震や津波等からまず身を守って
いただくこと（自助）が必要となり、そこから地域での助け
合い（互助・共助）につながっていくことから、防災意識を
如何にお持ちいただけるかが非常に重要です。令和３年度に
おいて、地区ごとの「（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、これを通じて防災意識の向上につ
なげていきたいと考えています。

保健福祉課
（福祉）
政策推進課
（地域活動支
援）

1
0

大正区においては、健康寿命や検診受診
率の低さが課題になっていると聞いてい
るが、資料に記載の業績のとおり、医師
会との連携や福祉介護との連携などが図
られており、こうした力を活用し引き続
き大正区の健康づくりに取り組んでいた
だくことで、今後大きな成果につながる
と期待している。

木村委員

大正区役所では健康寿命の延伸につなげるための地域活動へ
の支援や、各種がん検診の受診率向上に向け他区に先駆けて
オンライン予約を取り入れ、また区の広報紙で特集号を発行
するなど広報活動に力を入れ実施しているところです。
また、委員からご意見のあった「大正区の健康づくり」に関
する医師会や福祉介護事業者との連携については、これまで
は区民向け啓発事業として「健康展」を共催する等してまい
りましたが、今後は新たな生活様式を取り入れた取り組みが
求められているところであり、実施方法について関係機関と
協議しながら取り組みを進めてまいります。

保健福祉課
（健康づく
り）

1
1

区政委員を務めて１年になる。会議に出
るようになって感じているのが、区役所
と委員の答弁となっており、全体的に建
設的な議論を行うという雰囲気にないの
で、改善の余地があると考えている。ま
た資料に記載の表現や内容が分かりにく
く、もう少しどんな方にもわかりやすく
していただければ、大正区をもっとよく
したいなという人が多く集うと思う。

駒井委員

〔吉田区長〕
この４年間は、区役所の一方的な説明に終始していた会議か
ら、議論が行えるような会議に改善をしてきた。また、それ
でも区役所の執り行う事業・業務は分かりにくく、議論が散
漫になることから、テーマを決めて議論を行うというやり方
をはじめたところである。今後も委員の皆さまが議論しあえ
るような場にバージョンアップしていきたいと考えている。

令和２年度、テーマを決めた議題設定を行い、委員の皆さま
に活発にご議論いただけるように努めてまいりましたが、ま
だまだ改善すべき余地があると考えております。皆さまのご
意見も伺いながら、お示しする資料をより一層見やすく、か
つ、分かりやすくする、あるいはテーマを絞った議題設定を
行っていくなど、よりよい会議運営に努めてまいります。
また、会議開催日前後のみにとらわれることなく、区役所か
ら定期的に区の現状や行政のしくみ等についての情報提供等
に努めていくことにより、委員の皆さまに、区政に関する見
識を更に深めていただき、より活発で建設的なご議論を行っ
ていただけるように取り組んでまいります。

政策推進課
（政策推進）
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【ご意見シート】

意見内容 委員名 回答 対応 担当課

1
2

高校、専門学校との連携は必要であると
考えます。大正区内に通っている学生
を、大正区内で働くきっかけを与えたほ
うが、人口増加にも活性化にもつながる
と思います。

角元委員

大正区役所では「ものづくり、ひとづくり、そして、ゆめづ
くりのまち」をスローガンに、若者や区内企業が大正で得た
チャンスを活かして世界へはばたくこと支援するため、「も
のづくり企業活性化事業」をはじめ、ゆめづくりに資する各
種事業を実施しております。そうした取り組みにより、まち
が活性化し、魅力が向上することをめざしています。
その意味で、委員のご意見のとおり、世界にはばたこうとす
る大正区の企業にあこがれ、働きたいと夢見る学生が多く生
まれることは、とても理想的な将来像です。そのためにも高
校や専門学校との連携は必要であり、今後も取組みを推進し
てまいります。

政策推進課
（政策推進）

1
3

区政会議の前に、自由な意見の場があれ
ばと思います。

角元委員
区政会議において、より活発なご議論を行っていただくため
に、まずは、No11の取組みを推進し、ステップアップして
まいりたいと考えております。

政策推進課
（政策推進）

1
4

児童虐待の成果大きく減少と言われてい
るが、現実は児童相談所で保護されてい
る子供達を知る限り疑問に思うところが
あります。小中学生の虫歯が増加傾向で
苦悩している県も見受けられる昨今、朝
食欠食も同様に虐待に繋がる事もあり得
ると考えます。虐待は幅広く又根が深
く、当事者のみ知る苦痛や加害者との狭
間で悩み、口外していない案件も潜んで
いると思われる。またコロナの影響で虐
待児は増加していると言われています。
各児・家族に沿ったきめ細かいサポート
をお願いします。

宮崎委員

児童虐待の減少につきましては、平成30年度から実施して
いる「こどもサポートネット事業」において、スクリーニン
グシートを用いて全児童生徒の状況を把握し課題解決に向け
た支援につなげてきたことが、児童虐待の未然防止に繋がっ
たことが一つの要因であると考えてます。
　また、新型コロナウイルスによる自粛期間中は関係機関と
連携し、家庭状況の把握に努めてまいりました。
　委員のご意見どおり、児童虐待は幅広く、また、背景には
親の生育歴の影響やDV、親の疾患などの家庭状況の問題、
近隣や親族との関係が持てないなどの社会からの孤立、こど
も自身の問題など、さまざまな要因がありますことから、令
和２年度から実施しております就学前こどもサポートネット
事業や令和３年度から家庭児童相談を拡充し、さらに家庭支
援に努めてまいります。引き続き状況に応じた、きめ細かい
支援を行ってまいります。

保健福祉課
（こども教
育）

1
5

今後も様々な課題を、大正区の為に、ま
た未来ある子どもたちのために役所側・
区民側双方が歩みより一つ一つ解決して
いけることを期待します。意見の相違は
あっても、壁・溝を作らずに互いに議論
し議題をクリアーにしていくことが大正
区の発展に繋がるものと考えます。

駒井委員
委員のご意見のとおり、活発なご議論から生み出される貴重
なご意見を施策に反映することを通して、大正区の発展に繋
げてまいります。

政策推進課
（政策推進）
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意見内容 委員名 回答 対応 担当課

1
6

会議は報告の場ではなく、議論をする場
であり、意思決定する場である。参加者
全員が意見を出し合い、そして決定する
ことが有意義な会議だと考えます。限り
ある時間をいかに有効活用するのか。会
議を効率的に進める為のファシリテー
ションスキルアップも視野に入れて検討
していただければと感じました。

駒井委員

区政会議については、「区政会議の運営の基本となる事項に
関する条例」第３条により、①政策について立案段階から意
見を把握し適宜反映すること、②実績や成果の評価について
意見を聴くことと定められており、この趣旨に沿って運営し
ているところです。
委員ご指摘のとおり、限りある時間で会議を効率的に進める
ためには、まだ工夫の余地があると考えております。そこ
で、事前事後の書面でのやり取りの活用により、当日の議論
の時間を確保していき、進行についても議長と相談のうえ改
善を図ってまいります。そのうえでNo11のような取組みを
合わせて推進することで、よりよい会議運営に向け改善を続
けてまいります。

政策推進課
（政策推進）

1
7

地域活動に若者をいかに引き込むかが大
きな課題と認識している。地域でも試行
錯誤しているが、なかなか良い手立てが
ないのが現状。行政も広報など更なる連
携・協力・支援が必要と考える。

安藤議長

現在は地域団体への加入促進支援として、リーフレットの配
架や広報紙による地域活動の紹介等をおこなっています。今
後はHPやSNSなど若者をターゲットにした広報手段を活用
し、情報発信のご協力もしていきます。地域の皆さまと連携
しながら、若い担い手が参加・参画できる事業の実施を検討
します。区民自らの力で地域を担い、区民による自律的な地
域運営が可能となるよう、情報発信や多様なつながり方の
きっかけづくりの整備などの支援をおこなっていきます。

政策推進課
（地域）

1
8

高齢化が進んでいる中、要援護者の見守
り体制の強化が必要である。要援護者の
情報を地域に提供し、地域の中で見守り
体制の強化ができるよう、出来るだけ早
期に全地域で要援護者支援システムを構
築すべきである。

安藤議長
早期の全地域での要援護者支援システム構築に向けて、大阪
市大正区社会福祉協議会と連携しながら地域説明会やワーク
ショップの開催など支援に引き続き取り組んでまいります。

保健福祉課
（福祉）

1
9

放置自転車のデータは大正駅のことを
言っているのか？また、各バス停の放置
自転車が多くて、先日老人が下車される
際自転車が放置されており、下車する高
齢者が困っていました。

山下委員

放置自転車のデータは、現在区が契約しているサイクルサ
ポーターにより放置自転車禁止区域（大正駅周辺）を中心と
しながら、大正区役所前バス停付近、中央中学校前バス停付
近及び平尾バス停付近について調査を行うとともに自転車を
放置しないよう声掛けをしています。現在、放置自転車禁止
区域（大正駅周辺）以外は即時撤去対象地域ではないことか
ら、対応に苦慮しております。しかし、大正区の特性として
朝夕の通勤時には急行バスが運行していることなどを踏まえ
て、建設局とも連携し、中央中学校前バス停周辺に駐輪場の
設置に向けた調整を行っています。また、地域の皆様にも協
力いただきながら放置自転車撲滅に向けた取り組みを行って
いきたいと考えています。

政策推進課
（地域）
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意見内容 委員名 回答 対応 担当課

2
0

学校協議会の在り方ですが、川上委員か
らあったようにメンバー構成どのように
選出されているのか。

山下委員

学校協議会につきましては、大正区役所として、保護者や地
域住民などの学校運営への参加を促進することにより、開か
れた学校運営を実現し、より良い学校教育を推進するため、
また令和４年度より学校協議会が学校運営協議会へ改編され
る予定であることも踏まえ、令和３年度学校協議会委員の構
成については次のとおり定めております。
・委員の人数は、原則として３名～10名
・保護者の割合は、全体の４割以上
・女性の割合は、全体の４割以上
・委員の任期は最長で４年まで
・各学校協議会委員の兼務はしない

保健福祉課
（こども教
育）

2
1

コロナにより全体事業等見直すチャンス
です。ぜひこの期間に見直してくださ
い。

山下委員

新型コロナウイルスを契機として、再度、事業の目的・趣旨
を再確認し、令和２年度の事業・業務実施内容並びに次年度
事業・業務計画について、多くの見直しを行いました。今後
も事業・業務計画書の策定・評価における過程を通じて、常
に現状に即した最適な事業・業務計画の立案及び執行を行っ
てまいります。

政策推進課
（政策推進）

2
2

大正区版ネウボラについて、未就園の
４，５歳児の把握はすでに完了している
のか。

仲田委員

大正区版ネウボラは、現状十分に把握していない３歳児健康
診査から就学時健康診断までの４・５歳児の健康状態や生活
状況を把握し、課題の発見、支援につなげる事業であり、令
和２年度から実施しております。保育園などに通う就園児
は、区内の保育所（園）・幼稚園との連携により把握を行っ
ております。未就園児につきましては、家庭への訪問を通じ
て、状況等の把握を全件おこなっております。

保健福祉課
（こども教
育）

2
3

「要援護者支援システム」の構築につい
て、２地域が現行動いていると聞いてい
る。ネットワーク委員会が継続中のとこ
ろと、停滞しているところがある。構築
には、ネットワーク委員会が動く方が良
いと思うので、再度立ち上げをしてはど
うか。責任を持って動ける状態でないと
難しいのではないか。

谷田委員

ご意見のありましたネットワーク推進員につきましては、平
成24年度に大阪市として制度廃止しております。
大正区役所では、平成25年度より地域での見守りの機能を
継続するため、災害時要援護者の実情把握の課題とあわせて
新規事業（パイロット事業）として再構築し、大阪市大正区
社会福祉協議会へ委託し、各地域に見守り推進員を配置して
いるところであります。
地域の見守り体制については、各地域で状況が異なると認識
しておりますので、地域まちづくり実行委員会を中心とした
地域の皆様とともに、要援護者支援システムの構築に向け、
地域の実情に合った支援に取り組んでまいります。
また、令和３年度より、小学校区単位で、専門職や地域住民
のみなさまが参加し、地域の困りごとなど新たな地域福祉の
課題を話し合う場である「小学校区福祉委員会（仮称）」の
設置に向けた取り組みを進めてまいります。

保健福祉課
（福祉）
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意見内容 委員名 回答 対応 担当課

2
4

「防災計画の認知度について」、この３
年間あまり変わっていない。是正するひ
とつに、早急に各地域ごとのわかりやす
い各戸配布のリーフレットが必要と思
う。各地域で行っている防災訓練も、工
夫をし地域住民に受け入れられる訓令を
考察して行くことが必要である。

谷田委員

「大正区地域防災計画と各地区地域防災計画が作成されてい
ること」について、その両方又はいずれかを知っている方の
割合は、この3年間で7.9％の伸びとなっています。令和３
年度におきましては、地区ごとの「（仮称）防災リーフレッ
ト」を作成し、全戸配布を計画しており、これを通じて防災
意識の浸透と防災計画の認知度の向上につなげていきたいと
考えています。また、訓練につきまし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が、
自助ガイドラインを基にした訓練や地域における町会単位の
訓練など、多様な訓練の実施に向け支援してまいります。

政策推進課
（地域活動支
援）

2
5

大正中央中バス停付近の放置自転車が増
えてきているので、早期の解決を願いま
す。

谷田委員

中央中学校前バス停付近の放置自転車につきましては、建設
局と連携しながら放置自転車の解消に向け取り組んでいると
ころであります。しかしながら、中央中学校前バス停付近が
放置自転車禁止区域外のため、即時撤去の対象とはなってい
ません。現在、区と契約しているサイクルサポーターに自転
車の放置禁止の声掛けをお願いしておりますが、抜本的な解
消には至っておりません。現在、中央中学校前バス停周辺に
駐輪場の設置に向けた調整を建設局と行っています。今後
も、建設局と引き続き連携しながら、放置自転車の解消を目
指して取り組んでまいります。

政策推進課
（地域）

2
6

「就学前（４・５歳児）こどもサポート
ネット事業」について、令和２年度より
開始した事業であると存じているが、コ
ロナ禍における令和２年度の事業の進捗
と令和３年度の計画について教えてほし
い。

川上委員

就学前（４・５歳児）こどもサポートネット事業につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響で令和２年６月から実施しており
ます。
【令和2年度】
６月から区内保育所（園）、幼稚園に事業説明及び協力依頼し、各
保育所（園）、幼稚園において4・5歳児のスクリーニングを実施
し、９月以降、区役所での事前アセスメントを実施し、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ会
議ⅱを開催し支援方針を決定し、所属園と関係機関で連携し支援。
3月に就学予定校に児童の情報共有を実施。
なお、未就園児についても全戸訪問し状況把握しております。

【令和3年度】
所属園のスクリーニングを経て、スクリーニング会議ⅱを2回
（春、秋）、小学校へつなぐ情報共有会議を1回（1月）の開催を
計画しています。

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

2
7

地域活動における、「従来の地域行事の
主体から、地域テーマ解決の主体へ転じ
るよう、活動内容の見直しが必要」とい
う部分について当日も質問した。地域活
動を地域課題の解決に向けていくという
方向性は理解できるが、従来の地域行事
による交流から生み出されるものもある
と思う。見直しではなくバージョンアッ
プという表現の方がいいのではないか。

川上委員

・各地域におかれましては、地域活動協議会の設立以降、地
域活動や地域行事を通じた「地域コミュニティの育成」に取
り組んで頂いてきたところです。
・令和元年度からは「地域活動協議会補助金」を活用し、近
年多様化･複雑化する地域課題の解決にむけて、各地域がそ
れぞれの実情に即した対応ができるよう、より一層の地域コ
ミュニティの発展をめざして、頂いたご意見のとおり「各地
域の活動内容のバージョンアップ」に向けた支援をまちづく
りセンターを活用し行っているところです。
・今後も、「区民が主役」の地域運営にむけて、区政会議等
で頂いた区民の皆さまのご意見や課題認識を各地域への支援
に反映させていくとともに、項番７で記載しております、｢
地域のことは地域が決める｣という地域住民が主役の地域運
営にむけて、まずは各地域が地域課題を把握し地域がめざす
将来像を共有できるよう、引き続きまちづくりセンターを活
用し支援してまいります。

政策推進課
（地域活動支
援）

【区長発言】

〔会議終了後のあいさつ〕
・時間の関係もあり、充分な時間を取れず、またご発言いただけなかった方もおられる中、会を終了することとなりお詫び申し上げます。ご意見シートに記載
いただければ、すべてのご意見について一覧を作成し、回答、公表まで行うため、忌憚ないご意見をお願いしたい。
・住吉区長として４年８か月、大正区長として４年、皆さまのご協力がなければなしえなかったものばかりで、大変感謝を申し上げます。平成24年に着任して
最初に驚いたことは大都市病にあると感じたこと。結果市民ニーズに合わない施設整備・事務などが執り行われてきていた。市政改革・区政改革の道はまだ半
ばであり、引き続き改革に取り組んでいただいきたいと考えている。
・４月１日付けで、岡本副区長が淀川区長に着任することとなった。また大正区長には古川吉隆氏が着任する。私も引き続き大阪・日本の発展に貢献していき
たいと考えている。
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