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平成28年度 第１回 中央区区政会議 会議録 

                       

１．日時 平成28年８月９日（火）午後６時30分～午後８時34分 

２．場所 中央区役所 ７階 ７０４会議室 

３．出席者 

  （区政会議委員） 

阿部委員・飯野委員・石井委員・浦野委員・大西委員・久保委員・坂野委員・ 

三味委員・塩谷委員・千田委員・中島委員・原野委員・堀井委員・前田委員・ 

松谷委員・松本（孝）委員・吉村委員 

（市会議員） 

有本議員・不破議員 

（中央区役所） 

柏木区長・山下総務課長・太田総務課長代理・小垰総合企画担当課長・ 

森本市民協働課長・木戸にぎわい創造担当課長・堀田市民活動支援担当課長・  

宮沢窓口サービス課長・松井国保収納担当課長・吉村保健福祉課長・  

楠保健担当課長 

４．議題 

（１）平成27年度中央区運営方針の振り返りについて  

（２）その他 

   ・熊本震災避難所運営支援報告について 

５．会議次第 

  （１）開会（柏木区長あいさつ）  

（２）議事 
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【小垰総合企画担当課長】 

 皆さん、こんばんは。本日は大変お忙しい中、平成２８年度第１回目の区政会議に

ご出席賜り、誠にありがとうございます。  

 定刻になりましたので、只今より区政会議を始めさせていただきます。  

 私は、本日司会を担当いたます総合企画担当課長の小垰と申します。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、開会に先立ちまして、柏木中央区長よりご挨拶申しあげます。 

【柏木区長】 

 皆様、こんばんは。大変夕刻のお忙しい時間でございますが、ご足労をいただきま

して、ありがとうございます。平成２８年度第１回目の区政会議を開催させていただ

きます。 

 まず私ども区役所の職員ですが、みんなこの青い服を着ています。皆様方ご存じだ

と思いますけれども、私ども、夏はこういう制服で統一感を大切にして業務をやって

いこうと意識しております。どうかラフな格好ではございますがご理解をいただきた

いと思っております。 

 今日は、二つ議題がございまして、一つ目は、平成２７年度の中央区運営方針の振

り返りをさせていただきたいと思っております。予算主義だと市長は言われています

ので、実際に施策がどういうふうな形になっているのかというのを、レビューさせて

いただきたいと考えております。また、それにあわせまして、皆様方から、いろいろ

なコメントを頂戴することができればと考えております。  

 そして、もう一つの議題は熊本震災の避難所運営を、私どもの区の職員も参加して

まいりましたので、その報告会という形で、皆様方との情報共有の観点からプレゼン

をさせていただきたいと考えております。 

 いろいろな分野の中で、皆様方が防災に取り組んでいらっしゃると思いますが、実

際に現地で学んできた気づきという部分につきまして、皆様と情報交換をしながら、
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また情報共有をさせていただきながら、今後どのような形で防災の取り組みをやって

いくべきかということを、委員の皆様と共有させていただきたいと考えております。  

 今日はその２点。一つ目が平成２７年度の運営方針の振り返り、２点目が熊本震災

の避難所サポートの活動の中からの気づきという２点につきまして、皆様方にご報告

をさせていただいて、議論させていただければと思っております。  

 以前にもご指摘いただきましたけれども、役所の説明がわかりにくいとか。資料が

わかりづらいということがございましたので、今回は大分見やすくなるように工夫し

てやってみたところでございます。委員の皆様からすれば、まだまだという部分もあ

るかとは思いますが、そのあたりの体裁も含めまして、皆様方からご指導、ご鞭撻を

いただけましたらと思っております。よろしくお願い申しあげます。以上でございま

す。 

【小垰総合企画担当課長】 

 それでは議事に移ります前に、委員の変更につきまして、ご報告をさせていただき

ます。区長推薦委員としてお願いしておりました篠原委員より辞任の申し出がござい

ましたので、本年４月１日付をもちまして、後任の委員として久保委員にご就任いた

だいております。本日、ご出席いただいておりますので、ご紹介させていただきたい

と存じます。 

 久保委員でございます。  

【久保委員】 

 大阪ガスの久保でございます。よろしくお願いいたします。  

【小垰総合企画担当課長】 

よろしくお願いいたします。それでは、本日お手元にお配りさせていただいてお

ります資料につきまして、順番にご確認させていただきます。  

 まずはじめに、クリップどめしています、本日の次第、次に配付資料一覧表、座席

表と名簿でございます。この４枚をクリップどめして、お手元にお配りさせていただ
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いております。 

 続きまして、資料２と書いております「運営方針に関わる自己評価（説明資料）」

という横長のＡ４の資料でございます。それともう一つございますのが、「熊本地震

への派遣からわかったこと」というパワーポイントの資料でございます。こちらを資

料３としてお配りさせていただいております。こちらの資料はございますでしょうか。

大丈夫でしょうか。 

 続きまして、事前にお送りさせていただいておりました、平成２７年度の中央区運

営方針の自己評価の資料でございます。こちらのＡ３横長の資料ですが、皆さんござ

いますでしょうか。大丈夫でしょうか。  

 それともう一つが、運営方針の本体でございますので、そちらもご参照いただけれ

ばと考えております。 

 資料は皆さん大丈夫でしょうか。また途中で何かございましたら、事務局まで、お

申しつけください。以上が本日の会議の資料となっております。  

 次に、区政会議についての連絡事項でございます。区政会議につきましては、公開

が基本となっております。本日も傍聴と報道機関の取材を許可しておりますので、よ

ろしくお願いします。 

 また、発言者の氏名及び発言内容を記載しました会議録を作成いたしまして、ホー

ムページ等で公表することにもなっております。会議録の作成等の関係で、会議の風

景等の撮影や会議内容の録音等もさせていただくことになりますので、そちらもご了

解よろしくお願いいたします。 

 また、机の上にございますマイクは集音用のマイクになっておりまして、こちらで

は音が出ない仕組みになっています。事務局がマイクをお持ちいたしますので、そち

らのマイクをお使いいただきまして、ご発言いただければと考えております。  

 次に、報道機関の方にお願いでございます。議事に入りましたら、傍聴要領に基づ

きまして、写真撮影、録音等についてはできなくなっていますので、よろしくお願い



－5－ 

いたします。 

 それでは議事に移らせていただきます。  

 まず、本会議の議長、副議長につきましてご報告をさせていただきます。３月に開

催いたしました前回の区政会議におきまして、議長につきましては飯野委員に、副議

長につきましては千田委員にお願いするということで決定がなされたところでござい

ます。本日の議事進行につきましても飯野議長、千田副議長にお願いすることになっ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 それでは早速でございますけれども、議事の進行につきまして、飯野議長よろしく

お願いいたします。 

【飯野議長】 

 恐縮でございます。今、司会の課長さんがおっしゃられましたように、前回の平成

２８年３月２日の区政会議におきまして、私が中央区の地域振興会の会長、それから

千田さんが商店会の中央区の会長、そして今現在、大阪市の商店会の会長もされてい

るという関係で、私が議長、そして副議長に千田さんということになりました。引き

続いて議長の職をさせていただきますので、よろしくお願い申しあげます。 

 まず、本日の区政会議につきましては、委員定数２０名のうち現時点における出席

者は１６名でございます。条例第７条に基づく定足数でございます２分の１以上を満

たしておりますので、本会議は有効に成立しておりますことをご報告申しあげます。 

 それでは、着席にて議事を進行させていただきますので、よろしくご了承のほどお

願い申しあげます。 

 まず、議題１の平成２７年度中央区運営方針の振り返りにつきまして、区より説明

をお願いします。 

【小垰総合企画担当課長】 

 総合企画担当課長の小垰でございます。引き続き私から、平成２７年度の中央区運

営方針の振り返りのご説明をさせていただきたいと思います。着席にてさせていただ
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きますので、よろしくお願いいたします。  

 また、資料でございますけれども、本日ご説明させていただきますのは、こちらの

横長の資料でございます。Ａ３横長の「平成２７年度中央区運営方針に関する自己評

価結果の概要」と書いた資料です。皆さん、よろしいでしょうか。 

 本日、ご説明させていただきます運営方針の自己評価は、戦略の有効性等を評価す

ることを通じまして、より実効性のあるＰＤＣＡサイクルを構築することを目的とし

て実施しているものでございます。 

 まず、一番上にございます総括の部分でございますけども、平成２７年度の運営方

針に関わる取り組みについては、概ね順調に進捗したと認識しているところでござい

ます。また、戦略の有効性につきましては、後ほど戦略ごとにご説明させていただこ

うと思いますけども、下のほうに「戦略」というところがございます。「にぎわいづ

くり」から順次１２項目の戦略がございまして、その戦略１２項目の中で１１項目が

有効であり、継続して推進となっているところでございます。なお、１項目につきま

しては有効でないため、手法を再構築してまいりたいと考えております。こちらの点

につきましても後ほど改めて具体的なご説明をさせていただきます。 

 続きまして、下の欄でございますけども、各経営課題ごとの評価結果のご説明をさ

せていただきます。 

 まず、経営課題１の人が集い、にぎわうまちづくりにつきましては、にぎわいづく

りを戦略として取り組んでまいりました。このにぎわいづくりにつきましては、後ほ

ど木戸課長より具体的取り組みの一例として、にぎわいスクエアのご報告をさせてい

ただきますけれども、商店会や企業等との連携・協働を通じまして、にぎわうまちづ

くりを創出することができ、戦略としては有効であり継続して推進してまいりたいと

考えているところでございます。  

 次に、経営課題２の安心・安全なまちづくりにつきましては、地域防災力の向上を

はじめ３項目の戦略に取り組んでまいりました。地域防災力の向上につきましては、
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小中学校の土曜授業と共催で実施いたしました避難所開設・運営訓練等により、地域

自主防災力の強化は着実に進んでいるところでございます。また、防犯カメラを１１

０台整備するなどの取り組みを進めることによりまして、街頭における犯罪が減少す

るなど、戦略としては有効であり、継続して推進してまいりたいと考えております。  

 次に、経営課題３のライフステージに合わせたまちづくりにつきましては、乳幼児

期の子育て支援をはじめ４項目の戦略に取り組んでまいりました。子育て支援や要援

護者の見守りなどの取り組みにつきましては順調に進んでおり、継続して推進してま

いりたいと考えております。  

 なお、学齢期からの体験・学習についてでございますけれども、その右にございま

すように、有効でないため手法を再構築してまいりたいと考えております。この内容

につきまして、少し詳しくご説明をさせていただきたいと思います。恐れ入りますが、

前方のスクリーンにも映しておりますし、こちらの運営方針に関わる自己評価の説明

資料の１枚めくってもらった裏側にも同じパワーポイントの資料がございます。見や

すいほうでご確認いただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 学齢期からの体験・学習の自己評価といたしまして、具体的取組と実績からご説明

をさせていただきます。 

 まず①の中央区英語交流事業は、参加者６０名で実施いたしました。応募者数は２

１２名に上り、関心の高さがうかがえたところでございます。  

 ②の校庭等の芝生化は、中大江小学校で実施しております。地域の方々による実行

委員会が維持管理作業を１１回、延べ３２名の方が取り組んでくださいました。  

 ③の青少年健全育成では、地域でさまざまな事業が実施されました。参加者数は延

べ３，２７４名となっております。 

 ④の区の歴史・文化を活かした生涯学習には、７９５名が参加されました。応募者

は１，４５０名となっております。こちらも非常に興味・関心が高いということがう

かがえるところでございます。  
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 これらの事業につきまして、その右側の２の参加者の評価でございますが、参加者

の満足度は７２．２％から９３．３％であり、いずれの事業も参加者の満足度は高い

結果となっております。 

 しかしながら、その右側にございます３の区民アンケートの評価でございますけれ

ども、アンケートによりますと区民の満足度は平成２７年度が３４．１％でございま

した。平成２６年度が３７．２％ということで３．１％低下をしております。  

 自己評価につきましては、このアンケート結果を前年度と比較することによりまし

て判断するということになっている関係上、有効でないという自己評価をしたところ

でございます。 

 これらを受けまして、４の手法の見直しでございますけども、より多くの区民の皆

様に興味・関心を持ってもらうため、事前の募集広報に加えまして、実施後の広報の

充実を図ることにより、手法を再構築してまいりたいと考えております。  

 以上が学齢期からの体験・学習にかかわる自己評価の概要となっております。  

 続きまして、経営課題４の自律的な地域運営に、説明を戻らせていただきたいと思

います。こちらのＡ３の資料に戻らせていただいてよろしいでしょうか。 

 下から２番目でございます。自律的な地域運営についてでございますけれども、こ

ちらの経営課題につきましては、豊かなコミュニティづくりの推進をはじめ２項目の

戦略に取り組んでまいりました。地域コミュニティの再生に向けまして、地域のさま

ざまな活動団体で構成されております地域活動協議会を支援してきた結果、自律的な

地域活動が徐々に進んできており、戦略として有効であり、継続して推進してまいり

たいと考えているところでございます。  

 最後に、経営課題５の区役所機能の強化につきましては、区の特性を活かした区政

運営の推進をはじめ２項目の戦略に取り組んでまいりました。これらの取り組みを進

めていくためには、区民の皆様の多様なニーズを的確に把握する必要がございます。

区政会議や「市民の声」制度などを通じまして、区政運営にかかわる多様な意見を伺
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うことができ、戦略として有効であり、継続して推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 このように全体で、１２項目の戦略があるわけでございますけれども、１１項目は

取り組みが順調に進んでおり、総括といたしましては平成２７年度の運営方針に係る

自己評価としては、概ね順調に進捗したと認識しているところでございます。  

 続きまして、運営方針に関わる具体的な取り組み内容のご報告をさせていただきた

いと思います。 

 本日は時間の関係もございますので、戦略の一番上にございます、にぎわいづくり

につきまして、木戸担当課長からご説明をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

【木戸にぎわい創造担当課長】 

 代わりまして、にぎわい創造担当課長の木戸でございます。どうぞよろしくお願い

申しあげます。 

 本日の区政会議の議題につきましては、平成２７年度の中央区運営方針の振り返り

となってございますが、今からご説明させていただく事業につきましては、２８年度

事業として、もう既に事業を終えておりますので、最新の状況について、この場でご

報告をさせていただきたいと思っております。  

 それでは、平成２８年度の主な事業の一つでございます、とんぼりリバーウォーク

にぎわい事業「にぎわいスクエア」につきまして、ご説明をさせていただきます。  

 本来でございましたら、本日ご出席賜っております大阪市中央区の商店会連合会の

会長でございます千田副議長からご説明をいただいたほうが包括的なご説明をいただ

けるわけでございますが、にぎわいスクエアにつきましては当区役所の事業でもござ

いますことから、僣越ではございますが、私からご説明をさせていただきまして、も

しよろしければ後ほど千田副議長から補足を賜ればと存じます。よろしくお願いいた

します。 
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 それでは、以降、着席にて失礼いたします。  

 資料は３／２９ページということで、とんぼりリバーウォークにぎわい事業【にぎ

わいスクエア】について、説明をさせていただきます。後ろのスクリーンにも画面を

映させていただいてますので、もしよろしければ、そちらもご覧いただければと思い

ます。 

 まず、１．背景でございます。とんぼりリバーウォークは、他都市ではあまり見ら

れない都会の中にある貴重な親水空間でございますが、その魅力を十分に生かしきれ

ていなかった。また、リバーウォークでは、地元商店会などが主体となってさまざま

な集客イベントが開催されています。ただ、個別に開催されるなど、一体的に取り組

まれていませんでした。 

 そのような状況を踏まえまして、地元の商店会や企業などと連携してイベントを開

催することにより、国内外から注目されている大阪、その大阪の中心であるミナミを

代表するシンボリックなエリアの一つでございます、とんぼりリバーウォークのにぎ

わいを創出することといたしました。  

 次に、２．これまでの取組でございます。にぎわいスクエアは、中央区役所の主催

イベントとして、中央区の祭りやイベントなどの情報発信、ネットワーク化を図るこ

となどを目的として、平成２３年度から、とんぼりリバーウォークにおいて毎年開催

しており、今回で第６回目の開催となりました。  

 各年度の集客状況を記載しておりますが、平成２３年度から２５年度につきまして

は、区役所の単独開催であったことから、認知度の低さや、さらには開催日数が１日

といったことから、おおむね３，０００名から６，０００名にとどまっていた状況で

ございます。 

 一方、平成２６年度からは地元商店会や企業等で構成する大阪ミナミ４００年祭実

行委員会と連携開催をさせていただきまして、そうしたことによりまして、これまで

以上にコンテンツが拡充され、さらには２日間の開催となり、その結果、大幅増の約
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２万４，０００名の集客を得ることができました。  

 そして昨年、平成２７年度は“道頓堀川開削４００年のシンボルイヤー”でござい

ました。大阪ミナミ４００年祭実行委員会と連携し、「大阪ミナミ４００年祭・本祭

＆にぎわいスクエア」の名称で開催をいたしました。その結果、２日間で約４万２，

０００名もの集客があり、大いに盛り上がった次第でございます。  

 次に、３．平成２８年度の取組結果でございます。さらなる大阪ミナミのにぎわい

を創出するため、①引き続き、地元商店会や企業等で構成する「大阪ミナミ４００年

祭実行委員会」から名称変更がされました「大阪活性化事業２０１６実行委員会」と

連携をさせていただきました。  

 ②に記載のとおり、先月の７月１６日、１７日の２日間、両日とも朝の１１時から

夜の８時までの時間帯、「大阪ミナミ夏祭り２０１６＆にぎわいスクエア」の名称で

開催をさせていただきました。  

 ③、昨年度、大阪ミナミ４００年祭実行委員会によって作成されました共通ロゴマ

ークを今年度も継続して活用したことにより、そのロゴマークの下に商店会、そして

企業、行政が集結をいたしました。このロゴマークも２年目ということで、認知度も

随分、浸透してきたように感じております。  

 ④、２６年度からご参加いただいておりますが、大阪ミナミに魅力を感じていただ

いた鳥取県境港市や北栄町に加えて、新たに三重県伊賀市の地元団体からの参加もご

ざいました。 

 ⑤、そういった鳥取県や三重県の地元団体をはじめ、中央消防署や南警察署、そし

て大阪商工会議所中央支部からもブースを出展いただくなど、９５団体のご協力をい

ただきました。 

 その結果、⑥といたしまして、本年度は２日間で約３万８，０００名の集客がござ

いました。さすがに昨年の「道頓堀川開削４００年のシンボルイヤー」の４万２，０

００名の来場者には及びませんでしたが、今年も多くの来場者のもと、地元商店会が
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中心に官民一体となって、ミナミのまちを盛り上げていただいた結果であると認識い

たしております。 

 最後に４．にぎわい事業の効果ということでございます。  

 ①台船を使用したステージなど、とんぼりリバーウォークの効果的な使い方の見本

を少しでもお示しできたのではないかと考えております。  

 ②とんぼりリバーウォーク管理事務所によりますと、とんぼりリバーウォークでの

年間イベント件数が２７年度、昨年度ですが１１０件となっており、２４年度の６０

件から３年間で約１．８倍増、約２倍弱のイベントを誘致できたとのことでございま

す。 

 このように、３年間で２倍近い件数のイベントを誘致できたことは、ひとえに地元

の関係各位のご尽力により、リバーウォークが認知されたものと考えております。中

央区役所といたしましても、こうしたロールアウトモデル、いわゆる見本を引き続き

お示ししてまいりたいと考えております。  

 最後になりますが、このような事業を通じまして、中央区運営方針にも掲げており

ます「商店会、企業などとの連携・協働による、人が集いにぎわうまちづくりの実

現」を目指してまいります。以上でございます。  

 続きまして、今年開催しましたイベントの様子の一部を写真でご紹介をさせていた

だきたいと思います。 

 道頓堀川の上に台船を浮かべ、ステージを設けました。そのステージでのオープニ

ング式典の様子でございます。  

 まず、千田実行委員長からご挨拶をいただきました。続きまして柏木区長の挨拶で

す。今年も出演いただきましたアイドルグループＳＯ．ＯＮ  ｐｒｏｊｅｃｔでござ

います。キッズダンスの様子でございます。中央区マスコットキャラクターの「ゆめ

まるくん」をはじめ、地元商店会や企業のご協力によりまして、多くのマスコットキ

ャラクターの出演をしていただきました。三重県伊賀市のＰＲの様子です。前列中央
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の方が伊賀市長さんでございます。今年も鳥取県北栄町からコナン君も駆けつけてく

れました。観客とのじゃんけん大会で大いに盛り上げていただきました。よさこい踊

りの様子でございます。南岸の様子でございます。多くの方がご来場いただきました。

北岸の行政ブースエリアでございます。大阪商工会議所中央支部や南警察署からもご

協力をいただきました。中央区フィランソロピー懇談会、いわゆるＣＦＫさんからも

ご参加をいただきました。これはステージ側から見た観客の様子でございます。鳥取

県境港市からは、今年も鬼太郎とねこ娘がやってきてくれました。今年で３回目の登

場でございます。中央区役所からもブースを出展いたしました。売上金の全額を熊本

の被災地へ寄附をさせていただきました。夕暮れ時の道頓堀川の様子でございます。

多くの地元商店会の結集によりまして、毎年７月１日から８月３１日まで実施され、

ミナミの真夏の夜を彩る風物詩として知られております道頓堀川万灯祭、１，３００

個以上もの提灯により、水の都大阪らしい川の風情を楽しませていただいております。 

 このような民の手でつくりあげていただいた風情ある舞台で行政のイベントを開催

させていただけるのも、官民連携の象徴的なものだと感じております。  

 次に、本イベントを開催するにあたりまして、広報の取り組みについても一部、ご

紹介をさせていただきます。市交通局にご協力をいただきまして、地下鉄構内にポス

ターを掲示いたしました。近鉄さんにもご協力をいただきまして、大阪難波駅と日本

橋駅にポスターを掲示させていただきました。今年もタクシー会社にご協力をいただ

きました。後方ガラスにこのような広告を貼っていただきまして、街中をＰＲしてい

ただきました。産経新聞にも大きく取りあげていただきました。写真にはちょっと掲

載はございませんでしたが、相愛大学の学生さんにもスタッフとしてご協力を賜りま

した。 

 このように、さまざまな企業様などにもご協力をいただいたおかげで、今年も多く

の来場者のもと、盛大に開催することができました。この場をお借りいたしまして、

厚くお礼申しあげます。ありがとうございました。  
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 以上でございます。ご清聴ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 それでは、議題１の平成２７年度中央区運営方針の振り返りということで説明をい

ただきました。委員の皆様方から今の説明に関しまして、ご意見、ご質問等をお受け

したいと思います。まず、ご質問、ご意見等おありの方は、挙手して発言をお願いし

たいと思います。 

 どうぞ、大西さんでございますね。 

【大西委員】 

 公募委員の大西です。よろしくお願いします。  

 まず、学齢期からの体験・学習というところでちょっと気になったんですが、具体

的取組と実績のところの④の区の歴史・文化を活かした生涯学習ということで、私自

身も家族で講座に出させていただいたことがあるんです。学齢期というよりは未就学

児の方から小学生の高学年まで、非常に対象年齢が幅広いなという印象を受けたんで

す。その生涯学習の講座に関する年齢の細分化というのは、具体的に何か検討されて

いるのかということと、また、そういう生涯学習の事業に関して、２４区の中で成功

事例を持たれた区があった場合に、その区との意見交換ですとか情報共有というのは、

どのように取り組まれているのかというのを教えていただきたいんですけど。  

【飯野議長】 

 ご質問の方、たくさんいらっしゃいますかね。今、様子を見ていると少ないように

思います。逐次でのご回答でいきたいと思います。お願いします。  

【堀田市民活動支援担当課長】 

 市民活動支援担当課長の堀田と申します。よろしくお願いいたします。  

 まず１点目のご質問でございました対象年齢の細分化についてでございます。年度

年度によって事業の中身、それに合った年齢層というものを考えておりまして、おお

むね、やはり親子で来ていただけるということを考えておりますので、学齢期であっ
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ても大概は小学校の低学年までのお子さん、３歳児ぐらいのお子さんからも一緒にご

兄弟なんかで来ていただいても楽しめるような内容というふうに考えております。  

 昨日も８月１日に中央会館で、落語あるいは太神楽を楽しむ、そういった講座をさ

せていただきまして、年齢制限は特に設けてございませんでしたが、やはり来られて

いる方は小学校低学年までの児童の方が多かったのが実態でございます。  

 ２点目の２４区成功事例などの情報共有をどのようにしているのかということでご

ざいますが、大阪市のほうでは２４区の生涯学習を担当しております課長会、また係

長会というものを設けておりまして、その中でそれぞれどういった事業をやっている

かということについても、情報共有させていただいております。  

 ちなみに、中央区の事業は結構評判がよくて、よその区からもこの事業ってどうい

うふうにやったのとか、いろいろ聞いていただいているような状況でございます。  

 以上でございます。 

【飯野議長】 

 大西委員、いいですか。それでは、ほかに何か質問等があればどうぞ。  

 どうぞ久保委員。 

【久保委員】 

 初参加ですので背景とか余り知らずにしゃべっているかもしれませんが、その辺は

ご容赦いただきたいと思います。  

 中央区の運営方針、いろんな活動を読ませていただきまして、非常に幅広い、すば

らしい活動をしているなというのが第一印象です。その中で、課題の優先順位１、２

番にあげておられます、にぎわいづくりと安全・安心、この辺は非常に大事なところ

なので、その二つにつきまして、ご質問をさせていただきたいと思います。  

 まず、にぎわいづくりですが、今日ご説明がありましたようなにぎわいスクエア、

すごくたくさんの人が集まって、大盛況だなというふうに思っておりますけども、さ

らに発展させようとしたときに、中央区役所だけでやるよりも、例えば大阪観光局と
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か、今、作成中の大阪都市魅力創造戦略との連携とか、そういうのを多分やられてい

るんだと思うんですけれども、積極的にやられればもっと活性化するんじゃないかな

というのが一つございます。  

 もう一つは安全・安心で、後ほど熊本地震の話のときにも話題に出るかもしれない

んですけども、地区の防災計画をいろいろと立てられているというふうに拝見したん

ですけれども、まだ地区の防災計画が成立しているところが数区しかないというふう

に印象を受けたんですけれども、やはり熊本地震もありましたので、その地区の防災

計画というのを、今よりも積極的にご支援をされて、早くつくられたほうが、区民の

方々にも喜ばれると思いますので、ぜひとも防災計画の加速をよろしくお願いしたい

と思います。以上です。 

【木戸にぎわい創造担当課長】 

 まず１点目のにぎわいづくりにつきまして、ご回答させていただきます。  

 先ほど説明させていただきましたように、事業開始当初のにぎわいづくりは区役所

だけで単独で開催をさせていただいて、先ほどの集客の結果だったんですけど、３年

前から地元の商店会や企業さんと連携させていただいて、集客数がかなりの増加とい

う結果になってきておりますので、今後、おっしゃっていただいております大阪観光

局とか大阪府市都市魅力戦略推進会議の関係する部署とも連携をさせていただいて、

今後の、さらなるにぎわいづくりのためにも検討させていただきたいというふうに思

います。 

【森本市民協働課長】 

 市民協働課長の森本でございます。ただいまの防災計画についてのご質問について、

回答させていただきます。  

 大阪市におきましては、まず市全体の地域防災計画として、大阪市防災計画がござ

いまして、その下で各区が防災計画をつくるということになっております。  

 中央区におきましても防災計画を策定しておりまして、直近でいいますと２７年３
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月に、これは東日本大震災の被害状況を踏まえまして、市全体の防災計画が改正され

たことに伴って、区の防災計画も改正をしております。  

 中身が大量になっておりますので、新たに昨年度、概要版を作成しまして、地域の

避難所訓練でありますとか防災訓練とか、あるいは防災リーダーさんの訓練、講習会、

そういったところで配付をさせていただいて、啓発に努めているところでございます。 

【飯野議長】 

 久保委員、いいですか。もし何かあれば。 

【久保委員】 

 その区の防災計画の細分化というのは、地区の防災計画も今つくられているんでし

ょうか。そちらのほうの進行が少し遅れぎみじゃないかなというふうに思ったんです

が。 

【森本市民協働課長】 

 地区防災計画については、まだ区内の地域で進んでいない状況ですけれども、昨年

度、地区防災計画のひな形的なものと、それと防災計画をつくるための手引きをつく

りまして、各地域のほうに策定をお願いしているところでございます。  

 あくまで地域の皆さんがつくっていただくものですけれども、私どもの思いとしま

しては、今年度中に全ての地域で策定されるように、支援をさせていただこうと思っ

ております。 

【飯野議長】 

 今、久保委員さんのおっしゃる地区とは、中央区全体であるのかと。地区というの

は、私らでいう連合単位のことをおっしゃっているんですかね。  

【森本市民協働課長】 

 そうですね、そのようにお考えいただけましたら。  

【飯野議長】 

 連合単位でしたら、私の道仁連合では年に一度してますし、こんなこと言うと非常
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にあれなんですけど、連合によってはしてないところもあるんじゃないかなと。だか

ら、そういうところに関しましては、地区での防災訓練とかをしてもらう。現実にお

いては私の道仁自治連合会というところでしたら、年に一度、実地訓練とか図上訓練

をしているわけですね。だからそういうことなんでしょうね。  

【森本市民協働課長】 

 そうですね、訓練につきましても、地域によって形は違うんですけれども、今の段

階で全ての地域でしていただいていますので、これを今後も継続・発展していただけ

るように、区役所としてもいろんなサポートをさせていただきたいと思っております。 

【飯野議長】 

 基本的には地区でやっていこうということも、行政でそういうふうな方向づけをし

てはります。では、ほかに何かご質問等どうぞ。中島委員、どうぞ。 

【中島委員】 

 私、民生委員ですので、この運営方針の３番のライフステージに合わせたまちづく

りの要援護者の把握・見守りということについてですが、民生委員は要援護者の見守

り活動を、地域のコーディネーターさんと一緒にやっている最中でございます。要援

護者を含めて、今、介護保険の認定を受けておられる方がどれぐらいおられるかとい

うことをお聞きしたいのと、もう一つ、１５ページに待機児童解消ということを書か

れておりますけれども、これは去年も一昨年も出ておりますけれども、待機児童に関

して、現在どのくらいの状況というか、数というのを教えていただきたいし、その解

消に向けてどのようなことをされているかということを、お聞きしたいと思うんです。

よろしくお願いします。 

【吉村保健福祉課長】 

 保健福祉課長の吉村でございます。座って説明させていただきます。  

 まず、介護保険の認定を受けている方がどれぐらいおられるかというご質問でござ

います。要介護認定を受けている方の人数は、大阪市全体で４年前の平成２４年３月
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末には１３万４，４３８人でございましたが、本年３月末には１６万２，２７６人と

なっており、人数で２万７，８３８人、率にして２０．７％増加しております。  

 一方、中央区におきましては、平成２４年３月末に２，７２２人であったものが、

平成２８年３月末には３，２３１人となっており、人数で５０９人、率にして１８．

７％増加しているといったような状況でございます。  

 続きまして、中央区におけます待機児童の状況と、待機児童解消に向けた取り組み

についてですが、この待機児童の問題は、皆様の特に関心の高い項目の一つかと存じ

ますので、待機児童を取り巻く状況を含めまして、少しお時間をいただきましてご説

明申しあげたいと思います。 

 まず、中央区の人口の推移について申しあげます。平成２３年３月末現在で７万５，

０２５名であったものが、この５年間では２万７７５名ふえまして、本年３月末現在

では９万５，８００名となり、率にしますと２７．７％増と、２４区中第１位の増加

率でございます。このうち就学前児童の数は、この５年間で３，３３０名から１，２

９６名ふえまして４，６２６名となり、率にしますと３８．９％増と、人口全体を上

回る伸びを示しております。  

 次に、認可保育所の定員等の推移について申しあげます。大阪市では、認可保育所

や小規模保育施設の設置に積極的に取り組んでおり、中央区におきましても、この５

年間で認可保育所が６カ所ふえて計１２カ所、小規模保育施設が純増で計５カ所開設

されております。認可保育定員数で申しあげますと６４６名増加し、平成２８年４月

現在で計１，２６５名と、５年前と比べてほぼ倍増となっております。  

 このように中央区では、近年、認可保育所や小規模保育施設が増設され、入所枠も

拡大してきておりますが、区内の人口増加により新たに利用を申し込まれる方の人数

も増加しておりますため、結果として保育所等の利用が保留となる児童数の減少には

至っておりません。 

 ちなみに、平成２８年４月現在の利用保留児童数は計１６２名でございます。内訳
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を理由別で申しあげますと、一番多い方が、ほかに利用可能な保育所等があるにもか

かわらず特定の保育所等を希望されている方で、８８名と半数以上を占めております。

続きまして、４月１日現在、育休中の方が３７名、現在利用している保育所等から第

１希望である他の保育所等への転所を希望されている方が２４名、一時預かりを実施

している幼稚園に通っている方が１名、そして残りが厚生労働省の定義する待機児童

で１２名となっております。  

 また、利用保留児童数１６２名を年齢別に見ますと、０歳児が１１名、１歳児が８

６名、２歳児が４９名、３歳児が１４名、４歳児が１名、５歳児も１名と、中央区で

は特に１・２歳児の占める割合が高くなっております。  

 最後に、待機児童解消に向けた今後の取り組みですが、中央区では幸いなことに、

保育所等の新設につきましては、募集枠を上回る民間事業者からの応募がございます。

したがいまして、まずは引き続きこども青少年局と協議を進めながら、保育所等の新

設について、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。  

【飯野議長】 

 説明をいただきましたが、いいですか。具体的にはまだ大変やということなんです

ね。 

 他に何かご質問等があれば。ないようでしたら、私から一つだけ。  

 今回こういうふうに平成２７年度中央区運営方針の振り返りをしていただいており

ます。例えば防犯カメラなんですが、先ほどの説明では１１０台で、予算的には当初

予算では３，０００万円。これはもう全部終わってしまったんですか。それとも、こ

れは当初予算であって、大体限度に達したとしても、振り返りをするということは、

要望も聞こうかなということもあるかもわからんので。ちょっとぐらい考えてもええ

というアナウンスもあるんでしょうかね。どうでしょう。 

【森本市民協働課長】 

 市民協働課長の森本でございます。２８年度につきましては、新たに２５台設置す
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るということで、今年度予算を確保して事業をしております。この分につきましては、

申しわけございませんが既に申請を締め切っておりまして、警察とも協議をしまして、

今、具体の設置箇所を詰めているところです。 

 ただ、これは区役所の予算でやっている事業ですが、別途、大阪市市民局のほうで

重点予算をとりまして、子供さんのための見守りカメラということで、別途、今年度

３５０台を全市でつけていくという事業をやっております。そちらにつきましては、

今年度２０台、中央区内に割り当てが来そうですので、区の予算でつけます２５台と

別途２０台、これは公園に設置していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【飯野議長】 

 今それだけできる可能性があるということですね。  

【森本市民協働課長】 

 はい、そうです。 

【飯野議長】 

 まだ地域から申し込めるんですか。 

【森本市民協働課長】 

 もう今年度はできないんです。市民局のほうでつけます２０台につきましては、も

ちろん区役所も意見は言えますが、基本は局と警察のほうで設置場所を決めています。 

【飯野議長】 

 それはもう中央区へ申し込んでも全然関係ないんですね。  

【森本市民協働課長】 

 そうですね。 

【飯野議長】 

 ちょっと最初、皮肉ったんですけど、振り返りって何やということでございまして。  

 はい、では質問ですかね、どうぞ。 

【原野委員】 
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 にぎわいづくりは結構なんですけれども、人の出入りが多くなるわけで、その場合

に、バリアフリーの進捗状況がどうなっているかというのを一番知りたいです。特に

物理的なバリアフリーですね。  

【飯野議長】 

 バリアフリーについて、どうなっているかというご質問ですけど。 

【小垰総合企画担当課長】 

 総合企画担当課長の小垰でございます。今、原野委員から物理的なバリアフリーと

いうお話をいただいたところでございますけども、バリアフリーと申しましてもいろ

いろな場所がございまして、例えば駅でございましたら駅にエレベーターを設置した

りとかいうことは進んでいると思うんですけども、そういうふうなお話でよろしいで

しょうか。 

【原野委員】 

 いえいえ、そうじゃなくて、例えば道頓堀川の角っこの場所に、二重三重に停車し

て困ることが多いんですね。それとか人がたくさん出入りするために、混雑して困る

というふうなこともある。そういうふうなものを含めてです。  

【柏木区長】 

 区長の柏木でございます。原野委員におかれましては、いつもご参加いただきまし

て、本当にありがとうございます。  

 いつもよく、いろんな会合でお話ししておりますので、委員のおっしゃることは大

体、私はよくわかっております。どちらかというと行政の組織そのものがやっていく

ものに加えまして、社会全体がいわゆるバリアフリー化というのを、どこまで進めて

いけるのかという部分も、大変大きな課題だと考えております。  

 例えば交通局さん、これは我々の市の局ですけれども、地下鉄におきましては、ご

存じのとおりエレベーターがついております。今回は谷町４丁目に追加で一つエレベ

ーターがついておりますので、そういう形で、人が集積する部分、中央区の場合はど
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うしてもにぎわいという部分で人が来る。またはいろんな方がここを通って、また違

うところに行かれるというのもございます。バリアフリーに関しましては、やはりあ

る程度、利用頻度が高いエリアから、重点的に公共交通機関などにおいて、実施して

いただいているというのが現状でございます。谷町４丁目については、そういう理由

でございますので、そのあたり我々にとっては一つ、アドバンテージというかプラス

の部分でございます。 

 それと、学校ですとか区役所、こういう行政の機関におきましても、いろんな方々

からのご意見もいただきまして、バリアフリーを進めております。例えば、区役所の

バリアフリーでいいますと、今回４階のトイレをまず改修して、これから順次、外の

フロアーも改修していく予定となっております。そのトイレの利用もしやすいように

という形で、いろいろとバリアフリー化と、いわゆるリノベーションという刷新を順

次やっていこうということで、予算をとっておりますので、我々区役所の中でも一応

そういうことはしていると。  

 また、バリアフリーということになりますと、ファシリティーのみならず、ある意

味、精神的というかメンタリティーの部分も重要かなと思っております。区役所でご

ざいますと、いわゆる黄色の点字ゾーンがありますけれども、そこに自転車をルール

をわからずに置く人がおりまして、私ども職員も気づいたら、必ず黄色のゾーンはよ

けるようにしています。また、フロアマネジャーという４名、実は制服を着て、いつ

も来庁者の方々をサポートしている職員がいるんですけれども、そういう臨時職員に

対しましても、そのあたりを徹底しております。少なくとも区役所庁舎内におきまし

ては、ご不便をおかけしないようにということで、基本的な部分をしっかりとまずや

っていこうということ。区役所のレベル、そして、公共的なレベルという部分は、あ

る程度はやっていただいているのかなと。  

 あとは、民間企業さんのそれぞれの分野の中で、最近は大分、理解は進んできてい

るのかなというふうに感じている部分もありまして、このあたりがどんどんと進んで
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いけば、それぞれの点と点がつながって線になり、また線が面になっていくというこ

とでございます。先ほど、にぎわいづくりの見本をお示しするという話をさせていた

だいたんですけれども、バリアフリーにつきましても、私ども行政で、しっかりと職

員が目線の部分でまず見本を見せる。それと、庁舎内の管理の部分でしっかりと見本

を見せるような形でやっていきたいなというふうに考えております。  

 加えまして、これから防災の話をするんですけれども、防災訓練におきましても、

いろんな障がいをお持ちの方のサポートを行っております。車椅子の方が来た場合は

車椅子が段差を越えて通れるようにと、いわゆるつなぎの部分を用意するなど。また

は目のご不自由な方の場合でしたら、やはり必ずサポートをしていくというような形

で。防災訓練に関しましては、今のところだんだんとレベルアップをしていっている

という状況でございます。まだ完全なレベルには達していませんので、いろんな意味

でこれからも、我々教えていただくということが大切なことかなと思っております。

委員におかれましても、これからぜひ訓練に参加していただければなと思っておりま

すので、よろしくお願い申しあげます。以上でございます。  

【飯野議長】 

 原野委員いいですか。それでは次に、時間も約１時間過ぎましたので、その他の熊

本震災避難所運営支援につきまして報告をお願いします。 

【柏木区長】 

 熊本震災報告でございますが、出だしだけ私から一言申しあげたいと思っておりま

す。 

 皆様方もご存じのとおり、４カ月前になりますけれども、４月１４日、そして４月

１６日に熊本で大地震が発生しました。熊本市も１回目のときはあれだったんですけ

ども２回目のときに、さすがにこれはまずいということで、政令指定都市の市長会の

行動計画というのがございまして、これに基づいて、支援を頼むという話がまいりま

した。これを受けまして、大阪市から１９５人の消防隊員が派遣され、医療チームや
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水道復旧などもさらに追加で送り込みました。 

 区役所に関しましては、この派遣とは別に１０２名を三つのチームに分け、３週間

に分けて派遣されたということでございます。この１０２名が派遣されたのは、水道

復旧とかというものではなくて、避難所のいわゆる運営支援を行ってきてくれという

ふうに言われました。区役所にそれぞれ人数の割り振りがございまして、当中央区役

所からは４名が参加する形になりました。 

 通常でございますと、若くて元気な方を派遣するんですけれども、うちの区役所に

おきましては、今から報告するような内容もございましたので、それとは真逆の行動

をとりまして、逆に管理職の方に行ってもらいました。 

 これは戦略的にそういう選択をさせていただきまして、区役所の職員に、ただ手伝

いに行っていただくんではなくて、実際に私どもが同じ状況に直面したときに、マネ

ジメントできますかという視点で派遣しました。  

 ということで、当区からは急用で別途対応しており、本日欠席させていただいてお

ります齋藤副区長、それと藤野課長代理、そして太田課長代理、藤木課長代理で、基

本、管理職で固めて行っていただいて、現地でどのようなオペレーション、マネジメ

ントをすべきかということで、現地の問題点、そしてそれを踏まえてどのような形で

中央区で運営すればいいのかという視点で、一つ二つ上の視点から見てきてもらおう

ということで、特別にうちだけはこういう形でやっていこうということを決断しまし

て、派遣したという次第でございます。  

 今日はそういう観点から、この熊本地震の派遣の中で実際に我々のいわゆる上級管

理職が、見てきたこと、気づいてきたこと、そのオペレーション、運用マネジメント

の部分から、いろんな観点、学びがありましたので、その学びや気づきにつきまして、

皆様方と共有することができればと思い、このような勉強会のようなものをしつらえ

させていただいたという次第でございます。  

 それでは、１０分から１５分ぐらいでございますので、よろしくお願い申しあげま
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す。以上でございます。 

【太田総務課長代理】 

 皆さん、こんばんは。私は総務課長代理の太田と申します。本日はよろしくお願い

申しあげます。 

 今、区長からありましたように、今回、大地震における避難所運営に関しまして、

貴重な体験をしてまいりましたので、皆様にお伝えし、共有してまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。  

 それでは早速ですけれども、熊本市における支援の様子について、ご報告申しあげ

ます。着席してご説明させていただきます。失礼いたします。  

 資料のほうをお手元に用意しておりますけれども、スクリーンのほうではカラーで

紹介しておりますので、あわせてごらんいただければと思います。よろしくお願い申

しあげます。 

 まず初めに、今回の地震を振り返りますと、４月１４日の午後９時２６分ごろ、益

城町で震度７の大地震が発生しました。そして、翌々日の１６日午前１時２５分ごろ

に、再び震度７、マグニチュード７．３の大地震が発生いたしました。４月下旬、５

月上旬ごろは体に感じる震度３から４の地震が頻繁に発生していました。こうしたこ

とから現地では、夜、寝ているときに、また大きな地震が起きるのではとの恐怖心か

ら、車の中で寝泊まりする被災者の方が多くいらっしゃいました。  

 今般の熊本地震では、私たちがこれまでに経験したことのない大きな特徴が二つあ

りました。一つは震度７の巨大地震が続けて２度も発生したこと。二つ目は、震度３

から４の体に感じる余震が長期間にわたり頻繁に続いたことであります。  

 ここで、甚大な被害を受けた益城町の様子をご紹介いたします。この写真には１階

が大きく崩れてしまった家が写っていますが、２階の屋根瓦は崩れた様子がありませ

ん。大きな地震では屋根瓦が崩れ落ちて１階部分が押し潰されるということが多いの

ですが、比較的新しい耐震基準で建てられた家屋が崩れているのではないかと推測さ
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れる写真でございます。 

 こちらの家屋は１階が押し潰されたというより２階部分がごろんと横に倒れてしま

っています。この地域を襲った大地震の揺れの大きさが感じられる写真でございます。  

 こちらは１階が鉄骨の家屋です。隣に寄りかかるようにようやく耐えていますが、

鉄骨であっても大きく崩れている家屋がたくさんございまして、地震の強さがうかが

えます。 

 こちらは古い日本家屋が崩れている様子です。恐らく耐震基準ができる以前に建て

られた家屋ではないかと思われ、大きくひしゃげるように崩れていました。  

 こちらは地域の神社の様子です。社殿や鳥居が大きく崩れてしまっています。  

 こちらの画面は、熊本市周辺図です。右下に、今、説明申しあげた益城町の役場が

ありますが、私どもが支援させていただきました熊本市は、今ごらんいただいた益城

町のすぐ西隣にありまして、人口は約７４万人、面積は３９０キロ平方メートルとい

う都市でございます。面積で申しますと大阪市の約１．８倍ぐらいの大きさで、人口

は４分の１ぐらいです。九州では３番目、全国では２０番目の政令指定都市でありま

す。 

 熊本市には、北、南、東、西それから中央区の五つの行政区があるのですが、政令

市間の取り決めによりまして、私たち大阪市の職員は東区を支援することになりまし

た。大きく楕円でくくっているところが東区の地域でございます。  

 そして、こちらは東区の拡大図でございます。東区は熊本市内で最も人口の多い区

で、約１９万人、我が中央区のおよそ２倍の人口でございます。２階建ての家屋が建

ち並び、田園風景が広がる落ちついた住宅地でありました。  

 東区には小学校を中心に９カ所の避難所がありまして、私たち中央区の職員は、そ

のほぼ中央に色づけであります山ノ内小学校に開設された避難所を支援してまいりま

した。 

 こちらは、その山ノ内小学校の近隣の様子であります。屋根瓦が崩れ、ブルーシー
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トで覆っている家屋が多く見られました。こちらは、その山ノ内小学校の正門、大き

なケヤキの木が植えられ、立派な門構えの小学校でありました。面積は約２ヘクター

ルで、中央区の小学校の五つから六つ分の大きさの広さでございました。  

 こちらは校舎の平面図です。向かって左側が１階部分、右側が２階、３階部分を示

しています。私たちが支援に入りました４月下旬ごろは、校舎の１階の五つの部屋が

避難所として使用されていました。避難者は約３０名でありました。  

 左上に体育館とありますけれども、こちらの小学校では、この時点では使用不可と

いうふうになっておりました。震災直後は多くの被災者が体育館に避難されていたと

のことでしたが、私どもが行った時点では、点検・診断の結果、危険判定が出まして、

教室に移ってもらったということを聞きました。  

 こちらが避難所となっていました教室の様子です。こちらは運動場に駐車している

車の様子です。私たちが支援に入った時点では数台だけになっていましたけれども、

震災当初はこの小学校でも多くの方が校庭で車中泊されていて、１００人ぐらいの方

が車で過ごされたというふうに聞いております。  

 この表にありますように、支援当初の４月２７日というのは、五つの教室に約３０

名の方が避難され、朝・昼に用意する食数が約１５０食、夕食は約３００食でありま

した。避難者数に比べまして配食数が多いのは、この小学校の特徴でありまして、体

育館が使えなくなったこともあってか、やむを得ず自宅で避難している被災者の方々

が多く、近隣から配食を受けにこられていたという状況でありました。  

 こちらは健康相談のために市民病院の医療チームの方々が巡回に来られている様子

です。こちらは手話・筆談チームの皆さんです。やはり各避難所を巡回されていると

のことでした。 

 こちらは配食をしている様子です。配食は朝７時の朝食、昼は１２時、そして夕食

は１８時と、毎日３回行いました。主な品目はパンや缶詰、レトルト食品、カップ麺、

水、野菜ジュースなどであります。  
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 この写真は、配食のお手伝いをしてくれていた在校生の子供たちです。大いに活躍

してくださいました。 

 こちらは、ホワイトボードに食料品などの支援物資を書き込んでいる様子です。品

目や数量を記入して在庫管理をしていました。  

 私たちの避難所での支援活動の一つには、必要な物資や食料を調達し、不公平のな

いように適切に配布をすることでした。また、避難所の安全管理も役割の一つで、夜

中の見回りなど、２４時間体制で支援活動を行いました。食料品などの支援物資は、

廊下や下足室のスペースを利用して保管していました。  

 避難所には携帯電話会社の協力で、スマホ、携帯電話の充電器が設置されていまし

た。また、無料のＷｉ－Ｆｉも設置されていて、避難者の情報環境が整えられていま

した。電気は１日で復旧していたところが多かったそうです。  

 こちらは、避難所運営にとても活躍いただいた地域ボランティアの皆さんと私たち

区職員との写真です。皆さんは民生委員の家族を中心とした方々で、自主的にお手伝

いをしてくださっていました。  

 熊本市のマニュアルでは、住民を主体とする避難所運営委員会を設置し、運営に当

たることになっているのですが、マニュアルどおりに避難所運営ができていない様子

でした。聞いたところ、熊本市では避難所運営のための訓練は特にしていなかったそ

うです。 

 ここで、山ノ内小学校以外の避難所も少し紹介したいと思います。こちらの画面の

色のついた四つの避難所を紹介したいと思います。  

 こちらは桜木東小学校の様子です。こちらの小学校では体育館を避難所として使用

し、よく見かける避難所の風景であります。間仕切りのないオープンな運営になって

おりました。 

 こちらは尾ノ上小学校の様子です。こちらも体育館を利用した避難所です。こちら

の小学校では校長先生が先頭に立って避難所を取り仕切っていたそうです。  
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 こちらはまた別の小学校で、月出小学校というところの様子です。この小学校では

段ボールできっちりと区画をし、プライバシーの保護に力点を置いた運営がなされて

いました。 

 避難所の居住スペースに関しては、プライバシーの保護の観点から、しっかり間仕

切ったほうがいいという声と、顔が見えなくなるのはやはり不安だという声もあって、

いろいろな意見があったそうです。居住スペースを一つとっても、避難者の方々の声

は多様でありまして、避難所の運営責任者には高い調整力が求められるのだなと感じ

たところでございます。また、グラウンドには自衛隊の炊き出し車が常駐しており、

ご飯や汁物の炊き出しをしておりました。  

 そして、こちらは５月９日付の現地の新聞でございます。翌日１０日からの学校再

開に向け、１６０カ所ほどあった避難所のうち５８カ所を閉鎖して集約化を図るとい

う記事でございます。４月１４日が初めの地震ですから、地震発生後約１カ月弱ほど

で学校が再開されるということを伝えています。  

 子供たちにとっては喜ばしい面もありますけれども、避難者にとっては困惑する面、

この両面を伝えているのではないかと思います。子供たちの学習環境の確保と身近な

避難所の確保との両方のバランスをとらなければならない悩ましい局面だと感じます。  

 私たち中央区の職員が担当していた山ノ内小学校も、先ほどの記事にありましたよ

うに、この時期に避難所としては閉鎖となりましたので、私たちは新たに開設された

拠点避難所での支援に担当が変わりました。こちらがその新たに開設された拠点避難

所の一つであります東部在宅福祉センターであります。  

 こちらでは、多目的ホールや和室、大広間などを避難場所として使用し、この写真

は畳のある和室の様子でございます。手前に車椅子が見えますが、この部屋には足の

不自由なご老人がおられ、常駐をしている看護師や私たち職員が見守りなどの支援を

行いました。 

 こちらの拠点避難所では、車椅子用のトイレがあったりエアコンなどの空調が整っ
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ていたりと、学校に比べましてバリアフリーの設備は充実しておりました。また、運

営は熊本市職員とこの施設の指定管理の職員とが中心になって行われていました。 

 こちらは多目的室での様子です。警視庁の職員が巡回に来られ、生活上の心配事を

聞いているところでございます。  

 多目的ホールにテーブルを設置し、食料品を並べている様子です。こちらの避難所

では決まった時間での配食ではなく、各自好きな時間に持っていってもらうような方

式でありました。写真の奥のほうにポットや電子レンジが見えます。これらを使って

各自、カップ麺やレトルト食品を食べられるようになっていました。食料品にはパン

やソーセージ、缶詰のほか甘栗やゼリーなどの嗜好品もありました。  

 これまで幾つかの避難所をごらんいただきましたとおり、避難所の形態や運営方法

はさまざまでありました。体育館を使用しているところや教室を活用しているところ、

そして学校など身近な避難所や設備の整った拠点避難所など、形態もさまざまであり

ました。 

 また、運営方法にも担い手にも違いがございまして、地域主体のところもあれば学

校主体のところ、地域、学校、行政が連携し、スムーズに運営しているところなど、

いろいろでございました。  

 こうした実情を見聞きし、避難所の支援を通じて改めてわかったことを三つにまと

めてみました。 

 一つ目は、やはり実践的な避難所訓練が必要だということでございます。現地の状

況としまして、大地震に備え防災計画や避難所マニュアルが整えられてはいたのです

が、思うように運用がされていませんでした。そこで再認識したのは、避難所の開

設・運営マニュアルを生かすためにも、実地の訓練が必要ということです。やはりマ

ニュアル等は大切なことなのですけれども、使えなければ意味がない、描いた餅にな

りますので、やはり実践も大事だと改めて感じた次第でございます。そういった意味

で実践的な避難所訓練が必要と気づいたところでございます。 
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 二つ目は、地域、学校、行政の連携が重要ということです。現地の状況としまして、

地域、学校、行政の三者の連携がとれている避難所は運営がスムーズでございました。

再認識したことは、防災訓練を初めさまざまな活動をこの三者が協力して取り組むこ

とが重要ということでございます。そういった意味で地域、学校、行政の連携が重要

というふうに感じた次第でございます。  

 その次に最後、三つ目でございますが、日ごろからの地域活動は役に立つというこ

とでございます。現地の状況としまして、避難所では炊き出しや配食など、さまざま

な場面で、地域住民のつながりが重要な役割を果たしていました。ここで再認識した

ことは、餅つきやあるいはふれあいマーケットといったような地域行事を通じて顔見

知りになっていることが、いざというときに役に立つということでございます。やは

り地震があって皆さんが不安な気持ちの状態にあるときには、知らない者同士ですと、

どうしてもいざこざが起こりがちです。顔見知りの方が多いほど人間関係がスムーズ

でトラブルが少ないということを聞いてきました。そういった意味で、日ごろからの

地域活動、地域コミュニケーションが力になると感じた次第でございます。  

 以上、熊本での支援の様子と、改めてわかったこと、感じたことを三つにまとめ申

しあげまして、私からのご報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございまし

た。 

【飯野議長】 

 ありがとうございました。ただいまの熊本震災等に関する区からの報告に関しまし

て、委員の皆さんからご意見、感想等、何かあれば発言をお願いいたします。  

 はい、どうぞ、三味さん。  

【三味委員】 

 太田代理、本当にお疲れさまでした。ちょうど齋藤副区長が出発なさるときに、た

またま私、エレベーターに乗ってまして、副区長がすっごい大きなリュックを背負っ

ていらっしゃるので、どうしたんですかと言ったら、ちょうど、今から行くんですと
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おっしゃってて、すごいなと思ってたんですけれども、４人の方が行かれたというこ

とで、本当にすごい経験をしてきていただいたと思います。  

 たまたまですけれども、先日、東北の大地震の写真集を見る機会がありまして、そ

れを見ていたときに、あのときの映像がいろいろよみがえってきたんですけれども、

写真を改めて見ていると、真っ黒い津波が押し寄せてきているときの、写真なのに何

かにおいとか音とか、そういうのまで何か感じてしまうような思いがしました。  

 そして、その後のいろんな被害を受けた地域の写真とかもたくさん見せていただい

て、あまりあのときに話題になっていなかった北海道も、これだけの被害を受けてら

っしゃるんだ。東北とかもすごい被害を受けて、その中に私が何かぼう然と立ち尽く

すような思いがしたんですね。  

 実際に、ここ中央区でそういう被害があったときに、まず精神的にどうしたらいい

のか、わけがわからなくなってしまうなという、そういうところから、皆さんはすご

く力強く復興に向かって頑張ってらっしゃるというのを思ったんですけど、私がそこ

まで本当に精神的に強く自分自身を持つことができるかという不安と、今、地域でも

実際に訓練に参加させていただいているんですけれども、そこでやっていることが本

当に甘いなという、写真を見た時点で思ってしまいました。  

 だから、今日のお話を伺って、本当に実践的なことをしなければならない。それと、

やっぱり運営する側の意識を高めて協力していかなければならないというのを、改め

て強く思いましたので、また今年度の防災訓練で、それを少しでも活かしていければ

いいなと思います。 

 あと、一つだけ気になったのが、最近、電線が地下に埋設されて、まちの美観とい

うことを言われているんですけれども、先ほどもありましたし、阪神・淡路大震災の

ときにも、電柱が上にあるからこそ電線の復旧が早かったんですね。ガスとかはもう

本当に１ヵ月、２ヵ月、なかなか復旧しなかったのが、電気だけは電線をつなげばい

いので。だから今、進められている地下の埋設化がどう影響するのかなというのが、
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私はちょっと心配になりましたので、その点を教えていただきたいです。  

【飯野議長】 

 はい、埋設の関係。区役所レベルではどうですか。 

【森本市民協働課長】 

 市民協働課長の森本です。今のご指摘ですけども、具体に復旧がどれほど長引くよ

うになるかとか、そのあたり、まだちょっと具体なデータとして存じあげませんで、

関係先にも確認をしまして、調べていきたいと思います。 

【飯野議長】 

 それは市会議員の方がおられるから、大所高所に立って後で言っていただいてもと

思います。博学を披露していただきたいと思って。ご意見があればということで、最

後のほうで議員の方に。他に何かご意見等。 

【塩谷委員】 

 塩谷でございます。こんばんは。私は北大江の地区ですけれども、実は先日、防災

訓練がありまして、ちょっと私はさぼってしまいましたので、今年は行ってない。も

う非常に申しわけないと思いまして、今の太田さんのお話が本当にすごく身にしみて

よくわかりましたし、本当に震災は地域も違うし状況も違うし、全ての災害って全部

そこによって違うんだなというのは本当に思いました。  

 それと、避難された避難所の運営とかも、同じ地区でも小学校によって違うという

のも本当にわかりまして、ああ、なるほどなというのをすごく思い知らされた次第で

した。ありがとうございます。  

 北大江のほうは実は大手前高校と中央高校の二つが避難所に指定されているんです

けれども、昨年、私が参りました中央高校は、バリアフリーの話が先ほどありました

けれども、車椅子の方にも来ていただきまして、実際どのように使えるのかというこ

とを見ていただいたんですけれども、中央高校のほうは残念ながら、１階に全くトイ

レもないですし、２階に上がる手段、それもないというようなことをお聞きしまして、
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バリアフリーとして全く使えないので、車椅子の方から、ここには避難できませんと

いうふうに言われたんですよね。  

 その避難所を指定するというのは、都会の中ですので限りはあると思うんですけれ

ども、これからやっぱりそういう指定されたところは、学校側も含めて、もう少し施

設を何とかうまくしていただけたらなというふうに思います。  

 それと、私はそういう自分の地域のことと、あと南大江のほうに少し参加させてい

ただいたことがあるんですけれども、それ以外の地域のことは全く知りませんので、

お互いに中央区内でも地域ごとに、飯野さんのところでもいろいろされているとおっ

しゃっていましたので、そういった情報を共有というか、そういったことができるよ

うな場があればいいのかなというふうに。お互いにアイデアとか、うちはこういうこ

とで困りましたとか、そういったこともちょっとお聞きできたらなというふうに思っ

ております。 

【飯野議長】 

 行政として何かありますか。  

【森本市民協働課長】 

 今の北大江の訓練のお話をお聞かせいただきまして、今年度につきましては、８月

４日に、中央高校で訓練をさせていただきまして、今、塩谷委員がご指摘いただきま

したように、今年度につきましても車椅子の方も来られてましたし、外国籍の日本語

学校の方も来られてまして、言葉の壁というのが、具体に避難所でどういう問題があ

るかというのを検証されていました。  

 ハード面につきましては、ここのトイレは１階にないので使えないということをお

っしゃられてまして、区としましても、避難所に指定した以上は、できるだけ言葉の

壁とか、あるいは障がいの壁とか、そういったものをなくして、全ての方が安心して

利用していただけるようにしたいとは思っております。何分いろいろハード的な限界

とかもございますけれども、区としてはそういう形で安心してお使いいただけるよう
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に、働きかけはしていきたいと思っています。  

 それから、２点目の各避難所の運営状況ですけれども、こちらにつきましても、何

年か全地域でやってきておりまして、いろいろ好事例とかもございますので、今年度

につきましては何らかの形で、各地域の皆さんで情報共有を図れるように考えてまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

【飯野議長】 

 はい、ではいいですね。では阿部委員。  

【阿部委員】 

 熊本の地震のときにすごく不安に感じていたことを１回聞きたいなと思っていたの

で、今の避難所の様子もそうなんですけど、防災訓練を確かに実施してるんですけど、

その日だけで終わることって絶対ないと思うんです。避難所開設は、地域、学校と行

政の連携が重要となっていますけど、避難所を開設した当日の受け付けとか食事の準

備とか、そういうことに関しては訓練できているかと思うんですけど、それ以降、日

がたったときに、テレビでしか見てないですけど、熊本の様子を見ていると、物資が

１カ所に届いててもちゃんと回らへんとか、食事も毎日のことやから、それがどんな

ふうな形で毎日、上手に配れるかとか、そういうような準備も行政中心でやっていた

だけてるのかなというのが一つです。  

 もう一つは、これはもしかしたらうわさかもわかりませんが、区役所の耐震は大丈

夫なんかというのを、前ちょっと話がありまして、断層が近くを走っているような話

も聞いたので、その辺を教えてほしいです。  

【森本市民協働課長】 

 市民協働課長の森本でございます。まず前段の部分につきまして、まず全く訓練を

しないよりも年１回でもやっていただいたほうが、ゼロよりも１のほうがいいだろう

ということで、まずは第一歩を踏み出してくださいということで地域にお願いをしま

して、訓練をしていただいております。  
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 それから、先ほど地区防災計画の話もありましたけれども、各地域の皆さんで地区

防災計画や避難所運営マニュアルをつくっていただきまして、あとは地域のほうで日

ごろの取り組みを強化していただきたいというのが、私どもの願いです。 

 といいますのは、これもいつも言われていることですが、実際、災害が起きますと、

なかなか消防、警察、あるいは役所も、いわゆる公の支援というのはなかなか届きに

くいと思いますので、やはり最初はご自身、家族での自助、そして地域での共助の部

分が大事になりますので、そういったことを十分ご理解いただきまして、まず第一歩

を踏み出す支援は区としてもさせていただきますので、あとは地域のほうで頑張って

いただきたいというところが正直なところでございます。 

【山下総務課長】 

 総務課長の山下でございます。座ってご説明申しあげます。 

 ただいま区役所の耐震は大丈夫ですかというご質問をいただきましたので、庁舎管

理の立場から、お答えをさせていただきます。 

 確かに上町断層の上に建っておりますので、また直下型等の地震がありましたら、

大きな揺れがこの中央区役所そのものを襲うということでございますので、全市的な

耐震基準の取り組みに基づきまして、順次、施設建築物の耐震の整備を進めておりま

す。 

 中央区役所におきましては、平成２７年度にいわゆるつり天井というのがございま

したので、中央区役所１階のロビー、それと区民センターホールの天井を、いわゆる

つり天井の構造から耐震基準を満たした構造に取りかえたところでございます。  

 あと、いわゆる自家発電装置を３日間は稼働させる必要があるのですが、何分２８

年経った建物と設備でございますので、設備の不備の指摘がございますので、これは

全市的な予算の関係で、来年度以降の整備にはなりますが、順次取り組んでまいりま

して、何か事が起こりましたら、防災拠点といいますか、司令塔としての機能を十分

果たすべく、整備をしているところでございます。  
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【飯野議長】 

 いいですか。今の震災に関しまして。もしなければ、ほかの件に関しまして、まだ

しゃべってない方で。堀井さんですかね。 

【堀井委員】 

 堀井でございます。私のところは東中学校という校区がありまして、そこで去年で

ございますけれども、小学校ではなくて初めて中学校で防災訓練をさせていただきま

した。何分、中学校は皆さん入ったことがないもんですから、やはりなじみがないと

いうことで、場所がどこにあるのかわからず、最初の取り組みが大変でございました。 

 小学校は常に毎年やっておりますので、なれておりますけれども、やはり拠点を移

しましたときに、初めてということは非常に取り組みが大変だなということがわかり

ました。 

 だから、同じ地域であっても、南のほうでやるとか、いろんなところで交換という

形で。やはり近隣の場所でいろいろやっておかなければ、上町断層の上でございます

ので、いざというとき、そこの何々小学校が使えない場合がありますし、そういう公

的な機関でいつでもできるような状態で取り組みをさせていただきたいなと思ってお

ります。 

 それから、熊本へ区役所の皆様４人。齋藤副区長様をはじめ行かれたとのこと、本

当にご苦労さまでございました。この中で、医療チームが巡回をしたということでご

ざいますけども、中央区は東医師会とか南医師会ですか、そういうところとは連携を

しているのでしょうか。ちょっとご質問をさせていただきたいと思います。  

【森本市民協働課長】 

 市民協働課長の森本です。連携しているかというご質問ですが、しております。そ

れぞれ医師会さんのほうにも、防災用の行政無線も置かせていただいておりますので、

連絡をとりながら必要に応じて医師の派遣をお願いする体制になってございます。  

【飯野議長】 
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 ほかなければ前田委員、何かあれば。 

【前田委員】 

 先ほどの説明で、最後に地域のコミュニティが非常に大切であるということを言わ

れておられましたけど、実質、昔から住んでいる方とか、ふれあい喫茶等に出てくる

方は、いろいろな行事に出てくるんですが、それ以外のマンション住民は、ほとんど

出てきません。 

 そして、豊かなコミュニティづくりでも周知できているかという回答は８０％から

９０％できているという評価が出ているんですけど。そしたら知っておられるのにな

ぜ出てこないのかという、ここのところをもう少し突き詰めて、いただきたい。渥美、

芦池で９，０００人ぐらい住んでいても、実質出てくるのが２０人ぐらいという。も

う少し皆さんが、防災訓練なりに出てくるような方策をもう少し、当然住んでいる私

たちがやらないかんのでしょうけど、何かいい方策をもっと考えないかんのじゃない

かなという気がしております。以上です。  

【飯野議長】 

 一応全員の方に。松本委員、何かあれば。  

【松本（孝）委員】 

 商工会議所で最近話題になっていることは、非常に女性の方の発言がしやすくなっ

たと。思いもかけない、いろんないい案を話してくれましたということが役員会のと

きに出てました。日本というのは不思議な国で、特に大阪というのは、私は全部は知

りませんけれども、知っている限りでは、本当に女性の方がもっともっと発言できる

ような、そういう土壌というものをどんどんつくっていったらどうだろう。 

 あるいはまた、さらに一歩前進し、こんなことができるんじゃないですかというよ

うな、そんな提案が女性の皆さん方から積極的に出るようになれば、大阪というのは

もっとぴかっと光るんじゃないかなといつも言うんですけれども。 

それが大阪府を、国をよくしていくと。同じように家庭をよくしているんだなと
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いうようなことを思いますので。どうぞ皆さん方も一歩前進していただきまして、女

性の方の意見、あるいはそういう考え方というのを、どんどん出してほしいなと。そ

ういう気持ちを最近、商工会議所なんかを通じまして、感じています。 

【飯野議長】 

 ありがとうございます。それでは何かあれば、手短によろしくお願いします。  

【千田副議長】 

 派遣からわかったことということの中で。今、訪日外国人がたくさん来られていま

すけども、その人たちの対応をどうするかと。東北の大震災のような大きな地震が起

こったらということで、一つだけ感じたことがあるんですけども、２回炊き出しに行

かせていただきました。２週間ごと、大体２ヵ月後ぐらいだったんですかね。２ヵ月

後のときに感じたのは、精神的にまいった人がものすごく多かった。そのフォローを

おこなう組織もつくる必要があるんではないかなという思いがありますので、よろし

くお願いします。 

【飯野議長】 

 石井委員、何かあれば。  

【石井委員】 

 老人クラブの石井です。最近、高齢化が叫ばれてますし、事実、中央区でもひとり

暮らしの高齢者が多いですけどね。だからひとり暮らしの高齢者を抱えた家族の人が

心配してはるのが養護老人ホームです。  

 中央区では特別養護老人ホームは１件しかないし、それがいつも満員と聞いてます。

１００人待ちというようなことも聞いてますけど、実際、収容人員が何名で、実際何

人ぐらい待機児童じゃないけど待機老人がいてはるのか。  

 それと、満員だから入れないんだが、有料老人ホームが中央区にも大分できている

ようですけども、その辺の収容人員とか、どこにどういうふうにというのを聞きたい

です。 
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【飯野議長】 

 では次、浦野委員さん、お願いします。  

【浦野委員】 

 生活困窮者自立支援事業なんですけど、昨年でしたかね、始まったのは。今どれぐ

らいの件数があるか、教えてほしい。  

【飯野議長】 

 後でまとめて答えていただきます。坂野委員さん。  

【坂野委員】 

 私は待機児童が気になったんですけど、先ほどのご質問でお答えいただいた待機児

童がまだまだたくさんいらっしゃるみたいですけれども、その人たち、私も身近にそ

ういう子供さんが近所にいらっしゃるんですけれども、やっぱり民間に頼らないとい

けないということをおっしゃっているんですね。  

 その場合、民間に対して行政からの指導とか管理とか、今マスコミのほうで、何か

いろんな問題をいろいろ聞きますので、そういうところも心配ですので、そういうと

ころはどうなっているのか、お聞かせいただけたらと思います。  

【飯野議長】 

 一応、委員さん全員にご意見をいろいろと、いただきました。行政のほうからお答

えをいただき、後でまた議員さんから少し時間がオーバーするかわかりませんが、お

願いしたいと思います。 

【吉村保健福祉課長】 

 保健福祉課の吉村です。まず、特養のさくらの定員は１３４名で、現在満室です。

待機者数はこれに対してどのぐらいいるのかということですが、この前たまたま聞き

ましたところ、１６７名もいらっしゃるというのが実態でございます。  

 あと、中央区内にある有料老人ホームの状況ということですが、５月１日現在のデ

ータですが４カ所ございます。内訳ですが、まず住宅型の有料老人ホームというのが
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２カ所ございまして、平成２５年３月に開設されたハートライフ心斎橋、ここは定員

１５名に対して入居者数が１２名、２８年３月に開設されましたグリーン・ハウス黒

門というところは定員２０名で満室でございます。最後に、介護つきの有料老人ホー

ムが２カ所ございまして、平成１９年１月に開設されました花咲心斎橋、ここは定員

１５５名に対して、あきがありまして、５５名しか入居しておりません。それから、

２５年２月に開設されましたルーブル道頓堀、ここは定員８８名で満室となっており

ます。以上でございます。 

 続きまして、生活困窮者自立支援事業の相談件数というお尋ねでございます。平成

２７年度には２０４名の方が相談に来られております。相談内容として一番多いもの

は収入や生活費についてでございまして、家賃やローンの支払いのこと、住まいにつ

いての相談がそれに次いで多くなっています。  

 相談に来られた方に対しましては、お話をお聞きした上で、必要に応じて就職に向

けたお手伝いをさせていただくこともありますし、また生活保護が必要なケースにつ

きましては、生活保護の担当者につなぐこともございます。昨年度、相談を受けて就

労につながった方は２２名おられます。以上でございます。 

 それから、待機児童の関係ですが、民間の事業者に対して、中央区への保育所等の

設置を募集しているわけですが、募集枠を上回る応募がある一方で、通っているとこ

ろが逆に募集枠よりも少ないというようなところで、厳しく選定しているというよう

な状況でございます。以上です。  

【森本市民協働課長】 

市民協働課長の森本でございます。前田委員からご指摘のございました防災訓練、

もっと出てきてほしいというご指摘ですけれども、区役所としましては、広報活動に

努めているところでして、ちょうど今月の広報紙、８月の「広報ちゅうおう」の１面、

トップページにも日程を載せさせていただいておりますし、６月にも１度、日程案内

もさせていただいているところです。  
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 また、中央区のまちづくりセンターがいろんな支援ということで、ポスターやパン

フレットをつくったりとかいうようなこともさせております。 

 広報活動が中心になってしまいますけれども、今後も地域の避難所開設・運営訓練

にたくさんの方にご参加いただけるように、サポートさせていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。  

 それから、千田委員のご指摘、訪日外国人の対策、災害時にどうするんだというこ

となんですけれども、基本的なお話になってしまいますけれども、日本を訪れている

外国人の方につきましては、災害が起きたときには宿泊施設に戻ってください。ある

いは施設にいらっしゃる方は、その施設にとどまってくださいというような形でお願

いをしているところでございます。  

 それから、精神的なフォローということですけれども、こちらにつきましても大阪

市全体としては、保健所やこころの健康センターのほうから、精神保健福祉の保健師

等も派遣もできますし、場合によっては区役所の保健福祉センターのほうからも派遣

は可能かと思いますが、こちらも基本的なところは避難所、それも避難所運営委員会

を中心に、地域のほうで対策を立てていただくというようなお願いをさせていただい

ているところでございます。以上でございます。  

【飯野議長】 

 質問された方、全部答えていただきましたかね。 

 では、まず有本市会議員さんからご助言のほうをよろしくお願いいたします。  

【有本議員】 

 皆様、長時間にわたって熱心なご議論、本当にお疲れさまでございます。また、中

央区役所の管理職の４名の皆さん、本当に被災地支援、お疲れさまでございました。  

 お話を聞いてますと、防災マニュアルや地域防災計画も私たちはつくったりしてる

んですけども、どの時点においても完成品にはならないなという思いがしております。  

 我が国においては、平成７年の阪神・淡路大震災に始まって、平成２３年の東日本
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大震災、今年の熊本地震と、２０年の間で三つも大きな地震が起き、そしてそれぞれ

が違う形で違う問題があったということ。そこから私たちは貴重な経験として問題点

を探り出して、それを自分たちの地域へ落とし込んでいくということをしていかなけ

ればいけないなと思います。  

 今、防災意識がだんだん高まってきて、地域におきましても年１回の避難所開設訓

練をやっていただいております。確かに実態に即しているかというと、実際は平常な

中でやることですから、なかなか緊迫感とかそういうところまでは意識してできない

のかなと思うんですけれども。何よりも自然災害に対する危機感を常に持って防災意

識を向上していくこと。これにはつながっていくのかなというふうに思います。  

 そして、大阪市においてもいろんな業種の方々、さきほど医師会等と連携をとって

いますとおっしゃっていましたけれども、防災協定という形で、例えば行政書士会さ

んとやってみたり、あるいはコンビニエンスストアさんとも協定を結んだり、いろん

なところと、こういう協定を結んでいくことが裾野の広がりにつながるのかなという

ふうに思います。 

 私が心配するのは、中央区特有の問題なんですけれども、正直皆さんもおわかりだ

と思いますけど。避難所の数、学校が減りましたよね。合区したときに１４校あった

小学校が７校に減ってるんです。ということは避難所が七つ減ったというのと同じこ

となんですよね。それでどんどん人口が増えてるとなったときに、本当に今の数で充

足できるのかといったら、とっても無理です。  

 先ほど来、ご意見が出ていた中にもありますように、インバウンドのお客さんも多

いですし、昼間人口が多いところです。働きに来られる方もたくさんいらっしゃる。

そうした方々に対する対応も、各地域の避難所でできるかと言ったら、まずできない

です。だからその場合は行政としてどういうことを考えるのかということを、一定や

っぱり指針をつくっといていただかないとあかんのかなという思いがしております。  

 中央区は地下街もたくさんあります。この間も国土交通省の近畿地方整備局が台風
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のときの想定ということで大変な数を出してきました。１４１の駅が浸水するとか、

あるいは６４万人が孤立するんじゃないかなということも言っておられます。  

 私も１度質疑したことがあるんですけど、雨がたくさん出たときに地下街はどうす

るんやと。防水板を全部建てれるんですか。建てたとしてもそれがちゃんと、例えば

交通局であれば、地下鉄の駅周辺の自分の管轄の出入り口の番号についてはやるかも

わからないけれども、そこに地下街の商店街がつながっているわけですよね。だから

１カ所でもあいてたら、そこから水が入っちゃうわけですから、全部閉めるのが不可

能なのであれば、まず人的な被害にならないような避難ということも要るでしょうし、

しっかりとどういうふうにしたら少しでも、必要最小限度の被害で終わるんやという

ところでないと。１００％はないと思うんですね、防災対策って。だからそれぞれの

意識がまず大事、だから自助ですね。それと互いに助け合う共助。公助っていうのは、

本当に後から追いかけてくるぐらいの感覚でいないとあかんのかなというふうに思っ

ておりますので。また行政の側におかれましては、考えられる想定内のいろんな対策

を考えていただくようによろしくお願いいたします。  

【飯野議長】 

 次に、不破市会議員。 

【不破議員】 

 お疲れさまでございました。本当にありがとうございます。市会議員の不破でござ

います。 

 有本先生からは防災のことについてお話しされておられましたので、私のほうから

は先日ありました、にぎわいスクエアのことで一言。それと、いろんな観光面のこと

についても、お話させていただきたいと思います。 

 先日、７月１６日、１７日にありました、にぎわいスクエアについて、私もオープ

ニングセレモニーに行かせていただきまして、会場も見せていただきました。たくさ

んの方が来られておりまして、行政が最初にやったときには３，２００名ぐらいの参
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加者ということであったんですけど、千田会長をはじめ皆さんの力のおかげで１０倍

に膨れあがる人が来られたというのは、本当にありがたい。また観光都市を目指す大

阪として、本当に地域の商店会、組合様に頭が下がる思いでございます。本当にあり

がとうございます。 

 今後とも皆さんにご協力賜るようにお願いしたいなと思います。これが吉村市長が

新たに策定しました市政改革プラン２．０にもうたわれております官民連携の推進に

当てはまるのではないかなと思います。とはいいましても、本当に行政の力というの

は小さいもので、地域の皆様方のお力添えがないと、何もできないというのが現状で

ありますので、今後とも皆様のご協力を賜りますように重ねてお願い申しあげたいと

思います。 

 今回のリバーウォークの事業につきましては、千田会長にご尽力いただきまして、

鳥取県から境港、北栄町、それと大山町からお越しいただきました。また、今年は三

重県の伊賀市からも観光ＰＲということで来ていただきまして、本当ににぎわいを取

り戻したなということで、私も現地を見させていただきまして、非常によかったと思

っております。 

 また、あいにく道頓堀川にちょっと藻が浮いているような状況であったんですけど

も、これは吉村市長が、その直前に私に言ったことがありまして、道頓堀川を徹底的

にきれいにするから、よう見といてやということを、これも明言されました。大阪の、

また、中央区の中心であります道頓堀川をもっときれいにして、たくさんの人を呼び

込めるということを目指してやっていきたいなということでございます。  

 また、先日発表がありましたエアビーアンドビー（Ａｉｒｂｎｂ）の「２０１６年

に訪れるべき世界の１６地域」の１位というのが大阪市中央区という、本当に誇らし

い結果が出ております。２位はタイのバンランプー、これはマーケティングのほうで

すね。それとマレーシアのクアラルンプール、そちらが３位となっております。  

 この理由としましては、大阪城をはじめとする歴史的な遺産、活気ある商店街や食
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い倒れといった地元ならではの体験が旅行者の関心を集めていると。この言葉の中の

「大阪城」というのは大阪市民が寄附で建てた誇らしい建物であります。その後の

「活気のある商店街や食い倒れといった地元ならではの体験が旅行者の関心を集めて

いる」というのは、実は南商連の方、また道具屋筋の方でも、そういう体験学習を入

れてＰＲされており、これはインバウンドの方にもそういうサンドグラスですかね、

つくっていただけるということを私も聞いております。そういった商店街を中心とし

たまちづくりというのも、今後とも考えていかなければならないと思っております。 

 今後、世界中の方だけではなく、日本の方が大阪に来たいという趣旨で、また、中

央区に来ていただきたいということで、今回のミナミの夏祭り２０１６とんぼりリバ

ーウォークを中心に、いわゆる大阪を中心とした発信地として、次の観光地、西日本

のほうに人を呼び込めるという新たな試みであるということを千田会長からも聞いて

おりますので、これからも続けていっていただきたいなと思っております。  

 また、人口につきましては、中央区は７月１日現在では９万５，５１２人というこ

とで、人口の増加率でも実は大阪でナンバー１なんですけれども、ナンバー１といえ

ば大阪の中央区というのは、税収でも大阪市のナンバー１。先ほど言いましたエアビ

ーアンドビーでは、世界のナンバー１ということです。人口の増加率というのは大阪

の中でもナンバー１となっているんですけども、大阪市の中では中心街は人口上昇率

は高いんですけども、外側の中心街じゃないほうは実は人口が減少しているというこ

とで、これが一つの大きな問題にもなりつつあるということでございます。  

 そういう人口減少、超高齢化社会のもと、誰もが安心して暮らせる大阪の実現を目

指していきたいと思うんですけども、そのスタートが大阪南のにぎわいづくりから始

まったということになれば、私ども区選出の市会議員、有本さんと２人おりますけど

も、本当にありがたいなと思っております。  

 これからも同様な取り組みをしていただきたいということで、私の要望とさせてい

ただきますが、最後に、原野会長からありました地下鉄のバリアフリーのことで一言



－48－ 

つけ加えさせていただきます。 

 大阪市の交通局は大体１１０駅あるんですけども、ワンルートのいわゆるバリアフ

リー化、エレベーターはもう設置完了しましたので、次からはツールート目を目指し

てやっております。谷町４丁目とか特例はあるんですけれども、ほかの駅で必要な箇

所はどんどんやっていきたいんですが、大阪市だけの予算では実はできないんですよ

ね。これは国土交通省から予算を補助金という形でいただかないと、この事業はなか

なか進まないので、我々もこういうことに対しても、しっかりとやっていきたいと思

いますので、皆さんのご協力を賜りますようにお願い申しあげまして、私からの最後

のお話とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。  

【飯野議長】 

 市会議員のお二人の方のご助言もいただきました。  

 区側としては別にないですね。それでは、委員並びに市会議員の皆さん、長時間に

わたり本当にありがとうございました。  

 それでは、本日の区政会議を終了とさせていただきます。  

 では、事務局お願いします。  

【小垰総合企画担当課長】 

 本日は飯野議長をはじめ委員の皆様方、大変熱心なご議論ありがとうございました。 

 以上をもちまして第１回目の区政会議を閉会させていただきたいと思います。  

 出口は通用口になりますので、よろしくお願いいたします。  

 本日はどうもありがとうございました。  


