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平成２８年度 第２回中央区区政会議 会議録 

 

１．日 時  平成２８年１２月５日（月）午後６時３１分～午後８時３１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・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・堀井委員・前田委員・松本 （淳）委員・ 

吉野委員・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・齋藤副区長・山下総務課長・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 

（大阪市保健所） 

環境衛生監視課 藤原担当係長・辻田担当係長 

４．議題 

（１）平成２９年度中央区運営方針（素案）について 

  ・官民連携による「にぎわい情報の効果的発信」について（事例紹介）  

  ・地域における高齢者等の課題と今後の方針について  

（２）その他 

  ・民泊にかかる大阪市保健所の取り組みについて  

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】 

皆様こんばんは。本日は大変お忙しい中、平成２８年度第２回目の区政会議にご

出席賜りまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより

区政会議を始めさせていただきたいと思います。私は、本日の司会を担当させていた

だきます総合企画担当課長の小垰でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 それでは早速でございますけれど、開会に先立ちまして柏木中央区長より一言ご挨

拶をさせていただきます。 

【柏木区長】 

 皆さん、こんばんは。ただいまご紹介にあずかりました中央区長の柏木でございま

す。まず、事務連絡的な話で申しわけございませんが、７階と５階のトイレの改修を

させていただいております。そういう意味で若干ご不便をおかけすることになります

が、もし途中でご用という場合がございましたら、６階までおりていただければと思

っております。年末までには工事が終わる予定でございまして、４階に続き、５階、

さらに７階と、洋式化とウォシュレットへの切りかえを進めております。もうしばら

くの間、ご不便をおかけすることをご容赦いただければと思っております。  

 本日の議題は大きく分けまして２つございます。１つ目は、平成２９年度の運営方

針の素案についてでございます。毎年同じベクトルで進めており、それほど大きな差

はございませんが、皆様方に一貫した方向性のもとに進んでいるということをご確認

いただければと考えております。  

この運営方針の中から、さらに詳しく説明をさせていただくということで、本日

は「情報発信」と「高齢化対策」の２点に絞って補足説明をさせていただきます。こ

れが大きな１点目の運営方針の素案についてでございます。  

次に、もう１つは昨今いろいろ話題にもなっておりますし、新聞等にも出ており

お聞きになったことがあると思いますが、１０月３１日に施行されました民泊条例に

つきまして、担当部局でございます大阪市保健所の担当者から説明させていただきま
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す。皆様方は地域にお住まいか、または事業所をお持ちの方がほとんどでございます

ので、制度がわからなかったり、ご不安に思っていらっしゃる部分があるかと思いま

す。その部分につきまして、まずは、担当の保健所よりご説明をさせていただきまし

て、意見交換なり、質疑応答等をさせていただきたいと考えております。  

本日の議題はそういう意味で、大きく分けまして２つございます。１つが先ほど

申し上げました運営方針の素案についての説明及び補足。加えまして、もう一つが、

民泊条例に関する制度・説明と、質疑応答についてという形になっております。本日

は２時間という限られた時間ではございますが、よろしくお願い申し上げたいと思っ

ております。以上でございます。 

【小垰総合企画担当課長】 

 それでは、早速、会議を始めさせていただきたいと思いますけれども、その前にお

手元に本日お配りさせていただいております資料につきまして、順次確認をさせてい

ただきたいと思います。 

 まずはじめに本日の次第でございます。続きまして本日の配付資料の一覧表でござ

います。続きまして、右肩に別紙１と書いております本日の座席表が入っております。

次に、別紙２ということで、中央区区政会議の委員名簿でございます。続きまして、

パワーポイントの資料になりますけれども、Ａ４横長で右肩に資料２と書いておりま

す「にぎわい情報の効果的発信」という資料と、資料３と書いております「地域にお

ける高齢者等の課題と今後の方針」という資料でございます。続きまして、Ａ４、１

枚ものでございます資料４の「民泊にかかる大阪市保健所の取り組みについて」とい

う資料でございます。最後に「大阪ミナミ エンタメガイド」という冊子と、横長の

カラー刷りでございます「まち歩き」事業プラットフォームという資料でございます。 

 以上が本日お配りした資料でございますが、皆様、漏れ等はございませんでしょう

か。大丈夫でしょうか。 

 続きまして、事前に郵便でお送りさせていただきました「中央区運営方針（素案）
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の概要」というＡ３横長の資料と、運営方針素案の本体で３２ページものでございま

す。皆さん、資料のほうは大丈夫でございますか。会議の途中で不足等がございまし

たら、事務局のほうにお申しつけいただきましたら、お届けさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。  

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

開が基本になっております。本日も傍聴と報道機関の取材につきまして許可をさせて

いただいておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

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

ージ等で公表もさせていただいております。ホームページに掲載するため、会議の風

景等の写真撮影や議事内容を録音するためマイクもつけさせていただいております。

この件につきましても、ご了解のほどよろしくお願いいたします。 

 ただいま申しあげましたように各机に設置しておりますマイクは集音用のものでご

ざいます。発言の際は事務局がマイクをお届けしますので、そちらのマイクでご発言

いただきますようにお願いいたします。 

 それでは議事に移らさせていただきます。これより先の進行につきましては、飯野

議長にお願いしたいと存じます。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。前回に引き続きまして、議長をさせていただきます飯野でござ

います。よろしくお願い申し上げます。着席にて議事を進めさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

 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きまして、

出席されている委員は１３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いることをご報告申

し上げます。 

 それでは議題１の平成２９年度中央区運営方針（素案）につきまして、区役所より
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説明をお願いいたします。  

【小垰総合企画担当課長】 

 それでは私のほうから平成２９年度中央区運営方針（素案）の概要につきましてご

説明させていただきたいと思います。着席にて説明させていただきます。 

 まず、資料のほうでございますが、こちらの平成２９年度運営方針（素案）の概要

と記載したＡ３横長の資料をご覧いただけますでしょうか。  

 本日、説明させていただきます運営方針につきましては、施策の選択と集中の全体

像を示す方針ということで、全市的な取組として毎年度策定しているものでございま

す。 

まず、一番上をご覧ください。区の目標を書いております。こちらは３点書かせ

ていただいておりまして、１つ目が、商店会・企業等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。２つ目が、市民との連携協働による安心・安全で明るく

暮らしやすいまちづくりの実現。３つ目が、地域を支援し地域とともに歩む区役所の

実現といたしております。  

 次に、下の左側でございます。経営課題でございますけれども、こちらはただいま

申し上げました区の目標を達成する上での課題を記載させていただいているものでご

ざいます。５点ございます。１点目が人が集い、にぎわうまちづくり。２点目が安

心・安全なまちづくり。３点目がライフステージにあわせたまちづくり。４点目が自

立的な地域運営。５点目が区役所機能の強化ということで、５点の経営課題を設定さ

せていただいてます。 

 次に、その経営課題の右側に記載しておりますのが、戦略と具体的取組でございま

す。こちらが経営課題を解決するための取組内容を、個別に記載させていただいてい

るものでございます。 

 まず、１点目の経営課題であります人が集い、にぎわうまちづくり。これにつきま

しては、にぎわいづくりを戦略といたしまして、ミナミのにぎわい創出などを取組と
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して掲げているところでございます。 

 次に、その下の２つ目の経営課題でございます安心・安全なまちづくり。こちらに

つきましては、地域防災力の向上、街頭における犯罪の削減、快適で魅力ある環境の

創出を戦略といたしまして、地域自主防災組織の強化などの取組を掲げているところ

でございます。 

 次に、３つ目の経営課題でございますライフステージにあ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、学齢期からの体験学習、要援護者の把握・見守り、

地域で暮らす医療・介護の連携を戦略といたしまして、子育てや学習、福祉など、そ

れぞれのライフステージに応じた取組を掲げております。 

 次に、４つ目の経営課題でございます自立的な地域運営につきましては、豊かなコ

ミュニティづくりの推進と、自立的な地域運営の仕組みづくりの支援を戦略といたし

まして、地域コミュニティ活動の推進・支援などの取組を掲げております。 

 最後に、５つ目の経営課題でございます区役所機能の強化につきましては、区の特

性を生かした区政運営の推進と、区民から信頼される利便性の高い区役所づくりを戦

略といたしまして、区政会議の開催などの取組を掲げているところでございます。 

 以上が、来年度の運営方針（素案）の概要となっております。 

 続きまして、本日は時間の関係もございますので、ただいま申し上げました経営課

題１の人が集い、にぎわうまちづくり。それと経営課題３のライフステージにあわせ

たまちづくり。この２点に絞りまして、各課長のほうより具体的な取組内容のご説明

をさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、「にぎわい情報の効果的発信」につきまして、にぎわい創造担当課長

より説明させていただきます。  

【木戸にぎわい創造担当課長】 

 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上げます。  

 私からは平成２７年度の主な事業の１つでございます議題の１つ目、官民連携によ
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る「にぎわい情報の効果的発信」の事例紹介につきまして、ご説明をさせていただき

たいと存じます。着席にて失礼いたします。 

 まず、本日この事業をあえて取り出してご説明をさせていただく理由といたしまし

ては、今小峠課長がふれましたけれども、運営方針の区の目標の１つでございます商

店会・企業等との連携、協働による人が集い、にぎわうまちづくりの実現に向け、大

きく２つの視点で進めてございます。まず、１つ目の理由といたしましては、にぎわ

い創出。いわゆるにぎわいを創っていくこと。それから、２つ目の理由といたしまし

ては、その創ったにぎわいを広く発信していくということでございます。中央区は観

光・商業・歴史・文化などといった多くの資源が蓄積された魅力的なまちでございま

す。また、新聞等で話題にもなりましたが、米国の旅行会社Ａｉｒｂｎｂによります

と２０１６年に訪れるべき世界の１６地域の中で、何と大阪市中央区が世界第一位を

獲得いたしました。バンコクやアテネ、バリ島、ハワイのオアフ島などといった世界

強豪観光地を押しのけ、第一位に選ばれました。このように今、世界的に注目されて

おります大阪市中央区の魅力や地域の誇りを国内はもとより、海外にも強力にＰＲし

ていく必要があると考えております。そういうことで、本日は官民連携して取り行っ

ております情報発信に焦点をあてまして、ご説明をさせていただきたいと存じます。

資料につきましては、この紙資料の資料番号２、もしくはスクリーンでも画像を映し

ますので、いずれかをご覧いただければと存じます。  

 まず、①の背景でございますが、中央区の現状といたしまして、繰り返しになりま

すが、アといたしまして、中央区は歴史・文化・観光・商業の集積地であり、様々な

魅力あふれる大阪の中心都市でございます。また、イといたしまして、外国人観光客

の増加ということで、今年は１，０００万人に近い外国人観光客が大阪に来られるの

ではと言われているほど、近年は外国人観光客が年々増加傾向にございます。そのよ

うな状況の中、本事業につきましては、人が集い、にぎわうまちづくりを実現し、さ

らには、中央区の魅力を国内外に発信することを目的として実施しており、平成２３
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年１１月に中央区の観光やイベント情報を配信するＷｅｂサイト「大阪中心」を開設

いたしました。本事業の２９年度、来年度の予算算定額でございますが、５３３万５，

０００円を計上いたしてございます。  

 次のページからは、「大阪中心」の現状についてご説明をさせていただきます。②

といたしまして、「大阪中心」は現在、ホームページを中心に多彩なメディアにより

情報発信をしております。まず、代表的なものとしてホームページによる発信がござ

います。また、メジャーなコミュニケーションツールでございますフェイスブックや

ツイッター、さらには最近、巷で流行りつつあります画像による情報発信ツールでご

ざいますピンタレストやインスタグラムといった様々なメディアにより国内外に発信

をしております。 

 次のページ③でございます。これは、ホームページのイメージ画像でございます。 

 次のページ④でございます。この表はホームページでのアクセスについて、平成２

３年度の開設当初から本年１０月までの推移を表したものでございます。２４年度か

ら２７年度は１年間のカウント数を記載しておりますが、開設当初の平成２３年度は

４か月分、それから本年度は７か月分のカウント数となってございます。また、下段

に各年度の月平均のカウント数を記載しております。訪問者数を月平均で見ますと、

開設当初の２３年度は約８００件であったものが、本年度は約１５，０００件と１８．

５倍に。さらに見られたページ数、いわゆるページビュー数ですが、これについては

開設当初は約２，６００件であったものが、本年度は約６０，０００件と２２．８倍

となっております。訪問者数は昨年度から若干伸び悩んでいる状況ではございますが、

見られたページ数は年々大幅な増加となっております。  

 次のページ⑤でございます。ここでは今ご説明させていただきましたホームページ

への訪問者数と見られたページ数をグラフでお示ししたものでございます。右肩上が

りで増加していることがおわかりいただけると思います。ちなみに右上の四角囲みに

も記載をさせていただいておりますように、２８年度の見られたページ数は今現在７
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カ月を経過した時点で、昨年度の約９割近く８６％まで達してございます。 

 次のページ⑥でございます。これはホームページの国別アクセスの状況をお示しし

たものでございます。この表では２つのポイントがございます。まず１つ目は、ホー

ムページへのアクセスは圧倒的に日本人が多いことがおわかりいただけると思います。

一番右上の数字、ちょっと小さくて申し訳ございませんが、今年度は９４．４％のア

クセスがあり、毎年日本人のアクセスが９割を超えており、日本人に対するアプロー

チはホームページが非常に有効であると言えます。２つ目といたしましては、四角囲

みでも記載がございますように、ここ２・３年でアジア圏を中心に、新たな国々から

のアクセスが飛躍的に伸びてきております。まだまだアクセス数としては少ない状況

ではございますが、平成２６年度からはフィリピン、インドネシア、ミャンマーなど

といった国々、さらには今年度からは左のほうで赤色で表示をしておりますインド、

モンゴル、カナダといった国々から新たにアクセスがされていることがおわかりいた

だけるかと思います。このようにアクセス数としてはまだまだ少ないですが、アクセ

スする国が固定化されず、多くの国の方々がご覧いただいていることが伺えます。 

 次のページ、⑦でございます。これは、今ご説明しました国別アクセスの状況をグ

ラフ化したものでございます。ホームページへのアクセスは圧倒的に日本人が多いこ

とがおわかりいただけるかと思います。  

 次のページ⑧でございます。これは、ホームページへの機器別アクセスをお示した

ものでございます。一番上の行のパソコンによるアクセスをご覧ください。開設当初

の平成２３年度では９７．２％とほぼ全員がパソコンによりアクセスされていました

が、今年度では４１．８％と半数を割っている状況にございます。その一方で、携帯

とスマホをご覧いただきますと、開設当初の２３年度は全体のたったの１．４％に過

ぎなかったものが、今年度では５０．６％と半数を超える状況と変わりつつございま

す。 

 次のページ⑨をご覧ください。これは今ご説明いたしました機器別アクセスの状況
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をグラフ化したものでございます。開設からここ５年間での変化がよくおわかりいた

だけると思います。携帯やスマホ、それからタブレットによるアクセスが５０％を超

えるまで増加してきているということは、移動しながら見るというニーズが増えてき

ているものといえます。 

 次のページ⑩をご覧ください。これまではホームページに関する説明をさせていた

だきましたが、ここからはフェイスブックに関する説明をさせていただきます。まず

は、フェイスブックのイメージ画像でございます。  

 次のページ⑪をご覧ください。フェイスブックを開始いたしました平成２４年７月

からの「大阪中心」のファン数（いいね！数）の変遷をグラフ化したものでございま

す。開設して１年後の平成２５年８月に１万人に達して以降、右肩上がりに増加傾向

にあり、本年５月には５万人を超えることができました。引き続き多くのファンを獲

得するために、コンテンツの拡充等に取り組んでまいりたいと考えております。  

 次のページ⑫をご覧ください。これはフェイスブックの国別のファン比率をお示し

したものでございます。従来から多かったインドネシアのファン比率が平成２８年１

０月には６割を超える状況でございまして、次いでベトナムの１５．６％となってお

ります。日本は３番目ではありますが、全体の３．４％と非常に低い比率となってお

ります。冒頭にもご説明させていただきましたが、日本ではホームページでのアプロ

ーチが圧倒的に支持されておりますが、東南アジアのほうではフェイスブックが非常

に有効であると言えます。ちなみに、中国がここの中にも出てこないですが、それは

中国国内ではフェイスブックが禁止されているからとのことでございます。 

 次のページ⑬をご覧ください。これは、フェイスブックの「いいね！数」を基に旅

行やツアー、観光といったジャンルでの人気順としてランキングをお示ししたもので

ございます。１位、２位の近畿日本ツーリストやＨ .Ｉ.Ｓ.ジャパンといった大手ツ

アー会社の「いいね！数」とは桁違いではございますが、今のところ第５位に位置づ

けがなされております。 
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 次のページ⑭をご覧ください。これは、フェイスブックの主な自治体比較をお示し

したものでございます。ファン数では人気のゆるキャラで有名な熊本の「くまもん」

や彦根の「ひこにゃん」には及ばないものの、他都市と比較してもファン数が多いこ

とが伺えます。 

 次のページ⑮をご覧ください。これまではフェイスブックに関する説明をさせてい

ただきましたが、ここからはツイッターに関する説明をさせていただきます。これは、

ツイッターのイメージ画像でございます。 

 続きまして⑯をご覧ください。これは、ツイッターのフォロワー数を主な自治体比

較でお示ししたものでございます。平成２５年１２月から開始をいたしましたツイッ

ターのフォロワー数は、平成２８年１０月時点で１，４９４となってございます。ツ

イッターに関しては、他の自治体には及びませんが、半年前から見ますと約１．５倍

と伸びてきております。引き続き、タイムリーなイベント告知やリアルタイムな情報

発信を小まめに行うことでフォロワー数、情報拡散力のアップに努めてまいりたいと

考えてございます。 

 次のページ⑰をご覧ください。本年１１月、先月でございますが、より見やすく、

使いやすいを目ざしまして、「大阪中心」のホームページのリニューアルを行いまし

た。主に３つございます。まず１つ目は、今回新たに設けました「パンフレットギャ

ラリー」というコーナーでございます。小さくて申し訳ございませんが、右側が実際

の画面になります。このコーナーには、各種イベントのチラシや観光ガイドブックな

どを掲載しておりまして、ダウンロードが可能となってございます。 

 次のページ⑱をご覧ください。こちらも今回のリニューアルにより、充実・追加し

た機能でございます。２つ目として動画コンテンツの充実でございますが、多くの臨

場感ある動画をアップすることによりまして、中央区の魅力をより実感していただき

たいと考えてございます。また、毎年夏に開催しております中央区役所の主催事業で

ございます「にぎわいスクエア」、さらには「船場まつり」、「中央区民まつり」な
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どの動画も配信しております。そして、３つ目として多言語対応につきましては、従

来は日本語、英語、中国語、ハングルの４カ国語対応でしたが、グーグル翻訳の導入

によりまして１００を超える言語にも対応可能となりました。これによりまして、

様々な国の方にも中央区の情報をリアルタイムに提供できるようになりました。  

 こういった取り組みによりまして冒頭にも申し上げましたが、運営方針の目標の１

つでございます「商店会・企業等との連携、協働による人が集い、にぎわうまちづく

りの実現」に向け、引き続きこの「大阪中心」を通じて中央区の魅力や地域の誇りを

広く発信してまいりたいと考えてございます。  

 以上でございます。ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 ただいま、にぎわい情報の効果的発信につきまして、木戸課長さんよりご説明があ

りました。にぎわいづくりに関しましては、皆さんご存じのように、隣にいらっしゃ

います千田副議長さんが中央区商店会連合会の会長をされております。千田会長さん

から今のにぎわいづくりに関しまして何かあれば、説明などよろしくお願い申し上げ

ます。 

【千田副議長】 

 皆様のお手元に「大阪ミナミ  エンタメガイド」、それと、もう１つは「まち歩

き」事業プラットフォームをお配りしております。この２つにつきまして、少しお話

させていただきたいと思います。先ほど、木戸課長のほうから背景という形で中央区

の現状を説明していただきました。それだけ中央区にはすばらしいものがあるという

ことを、国内の方々に知っていただけたらと思っております。中を開けていただいた

らわかりますように、ミナミの歴史・文化を入れさせていただいております。これは、

ホテルとか旅館、案内所など、いろんなところに置かせていただいております。春・

夏また秋・冬というような形で年２回、大阪のイベントを全て載せさせていただいて

おります。来年度は、多言語で入れさせていただくというような形で。これは大阪商
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工会議所の中央支部さんが予算をつけていただいて、お互いでやっている事業でござ

います。それから、２つ目が「まち歩き」でございます。現在、価値観が変わってき

たように思います。旅行者が物を買うだけでなくて、歴史・文化・体験もというよう

な形で、興味を示してこられました。大阪、特に中央区には多くの資源があり、その

資源を資産に変えていきたい。ということで「まち歩き」特化型のウェブサイトをつ

くらせていただき、１時間から４時間ぐらいの観光コースを内外の人に観光していた

だくというような形をとっていきたいな思っております。今から立ち上げていくとこ

ろですので、よろしくお願いいたします。  

 それから、２年後を目ざして、北浜、船場、道頓堀をあわせながら、単独で日本遺

産として申請する準備をしているところです。まち歩きをしていただいて、こんない

いものがあると知っていただく。１年半くらいかけて「まち歩き」の準備をさせてい

ただきます。以上です。ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 質問やご意見等は全ての説明が終わってからということで。千田会長のご説明も本

当によかったんですが、このエンタメガイドというのを見させていただいて、こうい

うのがあったのかというイメージでございます。議長が勝手にしゃべるのもなんです

が、最初の１ページ、道頓堀筋が狭い感じがします。これは、お店が出店を道路に出

しているんですかね。道頓堀筋が広がったわけじゃないでしょうしね。今は、もっと

広い感じがしますけど。 

本当に貴重な説明をいただいておりますが、にぎわい情報の効果的な発信に関し

ましては以上とさせていただきます。引き続き次第にもございますように区役所より

地域における高齢者等の課題と今後の方針に関しまして説明をお願いいたします。  

【吉村保健福祉課長】 

 保健福祉課長の吉村でございます。私からは運営方針の経営課題３、ライフステー

ジに合わせたまちづくりにおける具体的取り組みの事例紹介として、資料３にござい
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ます地域における高齢者等の課題と今後の方針についてご説明申し上げます。前の方

にパワーポイントもございますので、ごらんください。では、座って説明させていた

だきます。 

 まず、高齢者の現状について申し上げます。高齢化率と書いてございますが、この

高齢化率とは６５歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合を示すものです。高齢化

率について、ここ６年の推移を見ますと、国は３．６％上昇、大阪市全体では２．

６％上昇しております。およそ４人に１人が高齢者という状況にございます。一方、

中央区の高齢化率はほぼ横ばいでございまして、およそ６人に１人が高齢者という状

況が続いております。これは、高齢者よりも若年層の人口増加が著しいためですが、

高齢者の人数で申し上げますと１３，２５１人であったものが、１５，３７１人と２，

１２０人の増加、率にしますと約１６％も増加しているという状況にございます。  

 次に、中央区の特徴といたしまして、単身の高齢者の割合が国や大阪市全体よりも

常に高い状況にあります。平成１７年から２２年にかけましては、いったん下がりま

したものの、ここ５年間では再び上昇しておりまして、全体の割合は増加傾向にござ

います。 

 ３ページをお願いします。近年の地域社会は、核家族化・少子高齢化、社会的孤立

の広がり、地域コミュニティの衰退、災害発生への不安など、生活課題が複雑化、多

様化、深刻化し、孤独死等を生み出しやすい状況にあります。高齢化が進んでいく中、

真に支援が必要な高齢者をいかに把握し、支えるかということが課題となってまいり

ます。 

 ４ページをお願いします。高齢者を地域で支える仕組みづくりを進めていくために

は、地域に埋もれている要援護者を把握すること、要援護者の安否を確認すること、

要援護者を適切な支援につなげ孤立死を防止すること、徘回等に対する地域内での協

力者を開拓することが必要でございます。  

 大阪市では、平成２７年度から要援護者の状況を可能な限り把握するとともに、孤
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立死を防ぐなど、要援護者の見守りの強化を図るため、地域における要援護者の見守

りネットワーク強化事業に取り組んでおります。この事業は、区社会福祉協議会に

「見守り相談室」を設置し、そこに福祉専門職のワーカーと調査員を配置し、要援護

者名簿にかかる同意確認・名簿の整備、孤立世帯等への専門的対応、認知症高齢者等

の行方不明者の早期発見、この３つの機能によりまして、地域におけるきめ細やかな

見守りネットワークの実現を目ざすものでございます。 

 まず機能①ですが、行政情報から抽出した要援護対象者の中に、地域で見守り活動

を実施している民生委員等にご自身の情報を提供してもよいかの同意確認を行いまし

て、同意確認が取れた方の名薄を作成して、それを民生委員等に提供し、見守り活動

に生かしていくというというものでございます。  

 同意確認などの進捗状況でございますが、平成２７年度は、要介護３以上または要

介護２以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以下のいずれかに当てはまる高齢者を

対象に、１，７３３人に同意確認書を送付し、７１６人の方から同意をいただきまし

た。平成２８年度は、要介護３以上になったなどの理由により新たに対象となった高

齢者に、身体障がい者１級及び２級の方を加え、１０月末までに計９９７人に同意確

認書を送付し、４２６人の方から同意をいただいております。平成２９年度は、新た

に対象になるであろうと見込まれる高齢者や身体障がい者に知的障がいＡ、精神障が

い１級、視覚障がい・聴覚障がい３・４級、音声・言語機能障がい３級、肢体不自由

３級の方や、難病患者を加えた計６７５人の方を対象者として見込んでおります。  

 ８ページに移ってください。機能②は孤立世帯等への専門的対応でございます。地

域の見守り活動団体への名簿の提供に関する同意・不同意の意思をいただけない方や、

支援を拒否されていても本当は支援が必要だと思われる方に対し、見守り支援ワーカ

ーが自宅訪問し、粘り強く事業の説明を行って、地域と協力して見守りを行いますと

ともに地域に埋もれている要援護対象者を把握し、支援につなげていくというもので

ございます。また、ライフライン事業者から通報があった際にも対応し、見守りを行
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います。 

 機能③は認知症高齢者等の行方不明者の早期発見の取り組みです。事前に徘回のお

それのある方のご家族から見守り相談室へ登録を行っていただきます。万一、行方不

明となり、警察への届け出後、見守り相談室に発見協力の依頼があった場合は、発見

協力者として登録いただいている民生委員や関係団体に対して行方不明者の情報をメ

ール配信して、早期発見につなげるというものです。１０月末現在、中央区内の事前

登録者は１０人、協力者の登録は１２０人となっております。  

 ９ページをお願いします。中央区では従前のネットワーク委員事業を改組し、平成

２５年度から地域福祉見守り活動事業を実施しております。この事業は、高齢者等が

地域で安心して暮らすことができるよう地域社会福祉協議会の地域単位とした相談窓

口を１７カ所開設し、そこに地域事情に詳しい地域福祉コーディネーターをそれぞれ

配置し、要援護者世帯の実態把握やニーズ把握に努め、定期的に自宅を訪問したり、

電話するなどの見守りと相談業務を行うことで、高齢者等が安心して暮らせる地域づ

くりに取り組んでおります。地域福祉コーディネーターの相談件数は平成２５年度が

１，６６９件、２６年度が３，６７４件、２７年度が４，６５１件と毎年増えてきて

おります。今年度につきましては９月末現在で３，０４３件となっております。  

 １０ページをお願いします。地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

では、見守り相談室で把握した要援護者の方々を地域福祉コーディネーターと民生委

員が連携して見守りを行っていただくこととなっております。この見守りを行う中で、

何らかの支援が必要であるということになった場合には、見守り相談室と連絡を取り、

見守り相談室がさまざまな相談支援機関と調整し、適切な支援につなげるということ

になっております。各地域の皆様には、従前からそれぞれの地域において要援護者の

方々に対する見守りや支援を行っていただいているところですが、この地域における

要援護者の見守りネットワークを活用していただくことで、支援を必要とする方々を

必要と思われる支援先へより迅速につなげることができます。  



－17－ 

 最後のページです。今後とも平時から災害時の支援までも見据えた要援護者名簿の

整備・充実を図っていくとともに、地域福祉コーディネーター等を中心とした見守り

活動を継続して実施していくことにより、互いにつながり、支え合いながら、誰もが

住みなれた地域で安心して暮らせる地域社会の実現を目ざしてまいりますので、引き

続きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。私からは以上でございます。  

【飯野議長】 

 地域における高齢者等の課題と今後の方針について、吉村課長より説明をいただき

ました。 

 恐縮ではございますが、引き続きまして、議題（２）その他の、民泊に係る大阪市

保健所の取り組みについて、保健所からご説明をよろしくお願いいたします。 

【大阪市保健所：藤原担当係長】 

 皆さん、こんばんは。先ほど紹介いただきました大阪市保健所の環境衛生監視課で

担当係長をしております藤原と申します。平素は本市環境衛生行政へのご理解、ご協

力をいただき、まことにありがとうございます。私どもは大阪市全域の民泊施設に関

する担当部署としまして、１０月から職員を増員した形で業務に従事しております。

本日は私どもの業務の内容につきまして、簡単ですがご説明させていただきます。よ

ろしくお願いします。座って説明させていただきます。  

 お配りしている資料で右肩に資料４と書いている１枚ものの資料をごらんいただき

たいと思うんですけども、１番上に「民泊にかかる大阪市保健所の取り組みについ

て」と記載させていただいております。私どもの業務は大きく２つに分かれておりま

して、１つは資料表面に記載しております特区民泊にかかる認定事務。そして、もう

１つは裏面に記載しております違法民泊施設に対する取り組み。この２つの業務がご

ざいます。私のほうから表面の特区民泊にかかる認定事務について、説明させていた

だきまして、その後、裏面の違法民泊施設に対する取り組みにつきまして、直接担当

しております隣の辻田のほうから、続いて説明をさせていただきます。よろしくお願
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いします。 

 それでは、資料の表面をごらんいただけますでしょうか。１番の「特区民泊にかか

る認定事務」と記載しておりまして、そこから下に大きい四角の枠で囲っている４つ

の項目があると思いますが、この４つの項目について上から順番に説明をさせていた

だきます。 

 まず、民泊とか民泊サービスと言われているものは何を指しているのかというとこ

ろから、簡単に説明させていただきますので、１つ目の項目の部分をごらんください。

ざっくりいうと、「民泊サービス」とは資料に書いてありますように、住宅を活用し

て宿泊させることを言います。「民泊サービス」というものに法令上の定めはござい

ませんが、戸建住宅や共同住宅などの建物の全部、または一部を使って宿泊させるこ

とを指すのが一般的です。また、住宅を活用した民泊であっても、宿泊料を受けて人

を宿泊させる営業を行う場合は旅館業法に基づく許可、営業許可が必要になります。

ですので、民泊だから許可が要らないということはございません。 

 次に、２つ目の項目について、説明をさせていただきます。私ども保健所では、民

泊の中でも特区民泊といわれるものに対して、認定を出す事務をしております。特区

民泊とはどういう民泊なのかということについて、２つ目の項目に記載しているんで

すけども、特区民泊というものは国家戦略特別区域法という法律に基づくものになり

ます。この法律で、規定される国家戦略特別区域という区域におきまして認定を受け

て行う民泊事業のことをいわゆる特区民泊といいます。それから、特区民泊の正式名

称は資料にもありますとおり、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」という

名称なんですけども、かなり長い名称なので短く特区民泊という表現が使われていま

す。大阪市域も関西圏という枠でこの国家戦略特別区域に指定されております。大阪

市域であれば、大阪市長が特区民泊の認定を行うということになっておりまして、そ

の事務を、私ども保健所のほうで行っているということになります。それから、先ほ

ど１つ目の項目の部分で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は、旅館業法の許可が



－19－ 

必要だというふうに申し上げたんですけども、認定を受けて特区民泊を行う場合は、

本来必要である旅館業法上の許可は不要となります。したがって、現在、宿泊料を受

けて人を宿泊させる営業を行う場合は、旅館業法に基づく許可もしくは国家戦略特別

区域法に基づく認定、これのどちらかを取得する必要があるということになっており

ます。 

 続いて、３つ目の項目について説明させていただきます。３つ目の大きい四角の中

で「特区民泊の認定を受けるためには要件を満たす必要がある」というふうに記載し

ております。認定を受けるためには、先ほどの説明にも出ました国家戦略特別区域法

やそれに関連する大阪市の条例等で定める認定の要件に適合する必要がございます。

資料に主な認定要件を記載させていただいております。この場では、要件の細かい説

明は割愛させていただきますけども、例えば小さい黒丸の上から３つ目あたりで、一

居室の床面積は２５㎡以上であるとか、居室に対する要件があったり、地域住民の方

の不安を取り除くための要件ということで、下の２つのような要件もございます。下

から２つ目、読み上げさせていただくんですけども、施設の周辺地域の住民に対し事

前説明が行われていること。それから、１番下に書いてます要件ですけども、苦情及

び問い合わせに対する適切かつ迅速な処理が行われること。こういう要件が認定を出

すときの要件としてございます。１番下の苦情とか問い合わせに対する対応というと

ころなんですけども、事業者として２４時間対応できる苦情相談窓口というものを設

置するというところの規定もございます。このようにいろいろな規定がございますけ

ども、これらの法令で定められている要件を全て満たさなければ、特区民泊の認定を

受けることができないというものになっております。また、資料に記載している主な

要件の上から２つ目の項目なんですけども、使用させる期間についての要件もござい

ます。資料には使用させる期間は６泊７日以上であることという規定になっているん

ですけども、この使用させる期間については大阪市の条例で６泊７日以上と定めてお

るんですけども、外国人滞在者の多くは同じ場所で６泊もしないという意見が多くあ
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りまして、６泊７日以上というのは民泊の利用実態に合わないということから、現在

６泊７日以上というのを２泊３日以上に緩和する条例改正案を議会のほうに提案させ

ていただいております。２泊３日以上に改正されれば、利用実態に合うということで、

現在認定を受けずに民泊事業をしている事業者の方も認定を取得しようというふうに

考えて、結果的に先ほどの認定要件を満たした適法な民泊施設がふえてくるのではな

いかというふうに考えております。  

 最後、１番下の４つ目の項目について説明させていただきます。特区民泊の認定を

受けるために保健所に認定申請をしていただくことになっております。その申請を保

健所として受け付けさせてもらいまして、書類の確認であるとか現地調査をさせても

らって、問題がないかという審査をさせていただきます。その申請先及び認定申請に

関する問い合わせ先として私どもが所属している担当課名や所在地、それから連絡先

をこの資料に記載させていただいております。 

 私からの認定事務にかかる説明は、以上となります。  

【大阪市保健所：辻田担当係長】 

 続きまして、違法民泊に関する取り組みの強化ということで、同じく大阪市保健所

環境衛生監視課の辻田より説明させていただきます。着席させていただきます。  

 まず、違法民泊に関する相談窓口ということで、真ん中より下の部分で、大阪市保

健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）のほうにおいて、電話による受付とファ

ックスによる受付、メールによる受付というのを行っております。実際の取り締まり

の流れといたしましては、まず通報の受付をしまして、現地調査を行います。その際

に、営業者が判明した場合に当たりましては営業者への聞き取り調査を行いまして、

違反ということが確定すれば、営業中止の指導。許可または認定への取得の誘導とい

うことで、許可というのはこの場合は旅館、先ほども説明しましたとおり旅館業務の

許可の取得。そちらへの誘導という形になります。改善されない場合については、引

き続き指導を重ねて行いまして、その上で悪質業者については警察等の関係機関と協
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議・連携し、対応を検討しまして、最終的に必要に応じて告発等の対応を行うという

形になります。現地調査を行いまして、営業者が不明である場合については、保健所

に連絡するよう書類をポストに投函させていただきます。その際に、近隣住民の方へ

の聞き取りなどの実態調査も行っているところでございます。現状としましては、現

地調査を行った際に不在の場合が多いことから、施設が特定できるような、できる限

り詳細な情報をお寄せいただければと思っております。実態が確認できれば、営業者

の特定に至るということもございます。実際に住んでおられる方の生の声というのが

一番大事だと思っておりますので、通報いただく際は具体的な情報を提供いただきた

いと思います。やはり実際に住んでおられる方から情報を提供いただくと、住人であ

ればこそわかるといった情報も多くなっております。そういった観点から詳細な情報

を提供いただければ、営業者の指導に結びつけられるのではないかと思っております。

こちらだけではなかなか限界がありますので、市民の方と協働して違法民泊に対し取

り組んでまいりたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

【飯野議長】 

 ただいま、議題（１）及び議題（２）につきまして、区役所及び保健所のほうから

説明をお受けいたしました。これらの件につきまして、委員の皆様方からご意見やご

質問等をお伺いしたいと思います。どうぞご発言していただきたいと思います。  

大阪ガスの久保さん、どうですか。  

【久保委員】 

 大阪ガスの久保でございます。「にぎわい情報の効果的発信」についての質問とい

うか、コメントでございますけれど、ホームページのご説明を受けまして、非常にき

れいですし、内容も充実しています。英語も併記されているということで、工夫され

ているところが随所に見られたというふうに思います。ただ課題としては外国人の方

のアクセス数が少ないということがあり、これから民泊対応するときに、ここに何と

か力を入れていかないといけないのかなと思っております。そういう意味では来年度
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の取り組みとして５ページに、この「にぎわい情報の効果的発信」のところに「海外

からの来街者が訪問前に知っておきたい情報の掲載」ということが書かれています。

先ほど国によって大分違うということもあったので、どういうアプリを使って情報を

仕入れているかということを調べられて、どういう方法で情報を仕入れているかとい

うことをつかむことが非常に大事なんじゃないかと思っております。そういう意味で

は、観光客が来られて必ず使うアプリといいますか、方法というのは、やっぱり食で

す。レストランはどこがいいのかというのを多分調べられると思うんです。そういう

意味で、民間のサイトでは自動翻訳機で、すぐに英語とか中国語に変えるというシス

テムを開発されています。ワンストップサービスということで、レストラン情報だけ

でなく、イベントや観光地情報なんかも入り口にして、いろんな情報をみんなが見ら

れるようにしているとお聞きしました。ホームページにいきなりたどり着くことは、

なかなか難しいと思うので、そういう食のアプリであるとか、外国人観光客がたくさ

ん使うアプリから、こちらに導くような方法も考えられてはというふうに思います。  

【飯野議長】 

 ただいまのご意見に関しましても、一問一答で、お考え等あれば。 

【木戸にぎわい創造担当課長】 

 ご意見ありがとうございます。かなりアクセス数も伸びてきておりますが、まだま

だ発展途上の段階でございますので、久保委員さんおっしゃっていただいたようにぐ

るなびの内容も参考にしながら、今後もさらに外国人観光客も含めまして、多くの方

に見ていただける人気サイトに成長するよう、引き続き頑張ってまいりたいと思いま

す。また、何か良いアドバイスがございましたら、ぜひお聞かせいただければと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

【飯野議長】 

 久保委員、いいですか。では、ほかどうぞ。 

【中島委員】 
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 中島でございます。民生の関係で、今日の資料の「地域における高齢者等の課題と

今後の方針」のところで、機能③の認知症高齢者等の行方不明者の早期発見について

ですが、今ほとんどの民生委員に見守りということで、中央区の見守り相談室からパ

ソコンなどに情報が入ってきます。行方不明者の名前とか、歳とか、出て行ったとき

の服装とか、いろいろな情報が入ってくるわけでございます。その際、協力依頼も来

るんですけども、二、三日したら「発見しました」なり、「ありがとうございまし

た」というような連絡も来ております。また、中央区だけでなしに淀川区とか西成区

というところからも入ってきております。それを全部こちらで記録しているわけでは

ないんで、大阪で大体どれくらいの行方不明者の協力依頼があって、どれくらい見つ

かったという率とかわかったら、教えていただきたいんです。よろしくお願いします。  

【飯野議長】 

 いいですか。お返事いただけますか。  

【吉村保健福祉課長】 

 保健福祉課長の吉村でございます。民生委員の皆様にはいつも見守り活動にご協力

いただきまして、ありがとうございます。  

 ただいまご質問のありました８ページの協力者へのメール配信というものの件数が

どうなのかというお尋ねでございますが、今年の４月から１０月までの７か月分のデ

ータということでご紹介させていただきますと、行方不明になったということで大阪

市内だけでなく他都市も含めまして７か月間で６６件の捜索の依頼がございました。

そのうち、中央区で発見したというわけではないんですけども、何らかの形で発見に

つながったというホッとするご連絡をいただいたのが４５件ということで、率にしま

すと６８．２％ということでございます。ちなみに、この６６件の依頼のうち２件が

中央区でございまして、中央区在住の方については２件捜索依頼があったんですが、

２件とも発見ということで、１００％。そのほか大阪市内、よその区に在住の方につ

いては、先ほど６６件のうち２５件ありまして、発見につながったのが１９件で７
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６％。他都市から大阪の中心部に来ているんじゃないかという依頼もございますが、

これが３９件で、発見が２４件ということで、率にしますと６１．５％ということで、

やはり近いところでこういう依頼がありますと、発見の可能性も高まっているのかと

いうふうに分析しております。以上でございます。  

【飯野議長】 

 中島委員、いいですか。  

【中島委員】 

 はい。ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 何かほかに、ご質問等あれば。どうぞ。 

【千田副議長】 

 保健所さんに、ご質問させてください。民泊について、違反に対する罰則はどんな

ものがあるのかと。それから「知らせていただきたい」と言われますけど、マンショ

ンからトランクを持った人たちがほとんど朝に出て行きます。それを知らすよりも、

いろんなところから情報が入っているからわかっていると思うんで、一度自分たちで

朝８時ごろから立っていただいたらわかると思うんですけども。それについてはどう

考えているんですか。教えてください。  

【大阪市保健所 辻田担当係長】 

 保健所の辻田ですけど、罰則のほうについては６月以下の懲役と３万円以下の罰金

という形で、今旅館業法の違反という形になりますので、そういった形になってます。

こちらとしても相手方と接触できるよう、ご指摘の点も含め調査の時間帯について対

応を検討させていただきます。  

【千田副議長】 

 言っている意味がもう一つわからないんですが。例えば、マンションの家主さんが

いますね。それと、マンションの部屋を借りてあっせん業を行う方がいるんです。そ
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の方たちが民泊をやっている場合は、誰が悪くなるんですか。  

【大阪市保健所 辻田担当係長】 

 その使用状況によりますので一概にはいえませんが、違法民泊を実際に営業されて

いる方は旅館業法違反に当たることとなります。また、あっせん業者が旅館業法違反

の幇助
ほうじょ

をしている場合には旅館業法違反の幇助
ほうじょ

という形に該当する可能性があるかと

思います。そういった事例で、東京のほうで書類送検された事例もありますので、最

終的には警察が対応されることとなりますが、どういった関与の仕方をされているの

かによるものと考えております。  

【千田副議長】 

 そしたら、マンションのオーナーの責任というのはどんなものですか。  

【大阪市保健所 辻田担当係長】 

 マンションのオーナーが違法民泊の経営に関与されているのであれば、そういった

責任を問われる可能性があるかと思います。そういった案件につきましては、マンシ

ョンのオーナーが実際にどういう形で経営に携わっているのかによりますので、警察

とも連携しながら実際に営業されている方に対する調査を行っていくしかないと考え

ております。 

【飯野議長】 

 私も、ちょっとだけ質問。いろんなケースがあると思いますが、バーとかスナック

での「ぼったくり」ございますよね。インバウンドで泊まられたお客さんから、苦情

が出て、あそこで「ぼったくられた」とか。非常に迷惑がかかったとか。そういった

利用された方からの直接的なクレームというのがまずあったかどうか。というのは、

大阪などにインバウンドで来る方のいわゆる評判が一番大事。なんか長くなって申し

わけないんですが、条例で決められた議員の方もいらっしゃいますけど、大体、普通

の旅館だったら１泊でもいいわけですよね。旅館では５泊も６泊もしないといけない

というのは何もないわけですよね。特区民泊は６泊７日とか、常識で考えられないよ
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うな。それが２泊３日になるかもしれない。それもちょっと異常だなと。というのは、

旅館は１泊で当然いいわけですから、特区民泊で１泊をなぜ許さないのか。条例で決

めた。条例というのは法律と同じですから、今おっしゃってるように違反があれば罰

則があるというのは当たり前なんです。結局、泊まった方から用心が悪いとか、ぼっ

たくられたというような事例が出てきたんですか。それをお尋ねしたい。なかったら、

問題にする必要はないのでは。 

【大阪市保健所 辻田担当係長】 

 今現状、こちらのほう違法民泊の通報窓口ができてからはそういった案件で旅行者

からこちらのほうに直接きたという案件はないんです。  

【千田副議長】 

 ちょっと議長と違うんですけど、私の言いたいのはマンションに住んでいる人が迷

惑をこうむっているというような形で発言をさせていただいているんです。例えば、

７階建てのマンションで各階に何室かを民泊として使っている。そういうことで、マ

ンションで住んでいる方が迷惑をこうむっているということです。夜中までしゃべる

とか、音をたてるとか、どんな人が来ているかもわからない。そういう面で皆さんが

困ってますよということです。そういうところは違反をしているのは間違いないです

から、罰則をどうするんですかと聞いている。場所を教えてくれというんだったら、

そこの場所を教えますから一回行ってください。見渡す限り罰則を適用しないといけ

ないところばっかりですよ。それをなぜ保健所さんが聞いてくるのか不思議で質問し

ているところです。ここにおられる方も、そんなことはわかっているはずです。 

【大阪市保健所 辻田担当係長】 

 こちらのほうとしても、今現状、通報窓口ができて、具体的に先ほどおっしゃられ

ましたようにこういう形で中央区で数多く通報を受けて、今現状、順次調査はさせて

いただいてまして、その中には指導させていただいて改善されている事例とかもござ

いますので、こちらのほうとしては引き続き調査のほうはお伺いさせてもらって、ま
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た具体的な案件について情報提供いただければ、対応はさせていただきますので、現

状そういう形では対応はさせていただいてますので、ご理解いただければと思います。 

【飯野議長】 

 できるだけの説明はされているようですので。ほか何かご質問等。どうぞ。 

【三味委員】 

 三味です。失礼します。２点お聞きしたいんですけれども。１つは今の民泊のこと

なんですけれども、民泊の取り組みに対して保健所さんが扱っていらっしゃるってこ

とを全然存じ上げなくて。周知が足りないから問い合わせもないし、通報も少ないの

ではないかと思うんです。私の感覚ではマンションとかで民泊なさってトラブルがあ

ったら、やっぱり警察のほうに通報なさるんじゃないかな。そこで、警察と保健所さ

んとの連携がどのようにとられているのかということが聞きたい。それと、保健所さ

んのほうでもっと周知される必要があるのではないかということです。もう１つは、

先ほどの認知症の方の行方不明者に関することなんですけれども、中央区の中で問い

合わせが２件あって、２件とも無事見つかられた。それは、どなたが見つけられたの

か。家族が探している中で見つけられたのか。民生委員さんの方が協力してその辺を

探してくださったのか。警察が探してくださったのか。どなたが発見してくださった

のかということを知りたいです。  

【飯野議長】 

 じゃあ２点お願いいたします。 

【大阪市保健所 辻田担当係長】 

 まず先ほどの質問についての警察との連携ということなんですけども、こちらのほ

う警察のほうからも通報を受けてまして、そういった形をファックス等で情報提供い

ただいて、施設の情報とかをいただいて、そういった部分についても調査を行ってい

るという形になってます。周知の部分なんですけど、今現状、１０月３１日にこちら

違法民泊の通報窓口として設置することが報道発表を、少し前ですけどされまして、
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市長の会見でも取り上げられてまして、新聞紙とかにも結構掲載はされてまして、そ

こら辺の部分、それ以降こちら市としての周知の部分がない部分がありました。今現

状、お配りさせていただいた分で大阪掲示板の部分です。２４区の広報紙でこういう

窓口を設置したということで、周知はさせていただいてますので、今後も今、お言葉

がありましたので、そういった対応というのをまたあげていければと思っております

ので。 

【吉村保健福祉課長】 

 ２つ目のご質問ということで、先ほど数を紹介させていただいたんですが、メール

が来ましてこういう方がいなくなりましたのでというような特徴が記載されてやって

くるんですけども、見つかった時には「発見しました。無事見つかりました。保護さ

れました。」という形で報告があがってきまして、どなたが見つけられたというとこ

ろまでは正直入ってないんですけども、中央区の事例はどうやったのかなというのは、

２件ですので聞き取りするなりして調べておきたいと思いますので、今日のところは

そういう状況でございます。 

【三味委員】 

 済みません。もう一つ、民泊のことで忘れてました。違法民泊か、きちんと許可を

受けていらっしゃる民泊なのかというのは、入口とかに「ここは許可を受けていると

ころです」という営業マークか何かあるんですか。 

【大阪市保健所 藤原担当係長】 

 建物の入口にそういうマークがあるかどうかというご質問なんですけども、特区民

泊の認定をお出しするための要件として、建物の出入口にその施設であることが容易

にわかる表示をしないといけないという規定と、建物の出入口のほかに施設の出入口

に先ほどと同じように施設であることが容易にわかる内容と責任者、苦情等の対応を

する責任者の氏名と連絡先。これを表示するという規定がございます。ただマークと

いうものについては、そういうものはございませんでして、先ほど申し上げた内容に
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ついて書いておれば、規定は満たしているということになります。  

【飯野議長】 

 三味さん、いいですか。  

【三味委員】 

 はい、結構です。 

【飯野議長】 

 では、前田さん。 

【前田委員】 

 前田と申します。また、保健所さんに質問で申しわけないんですが、今大阪ではホ

テルが建設ラッシュでたくさん建ってきているんです。民泊をさせないといけないよ

うな状態がそんなに続かない。料金を幾らか払えばちゃんと泊まれる施設があるのに、

そういう狭いところにたくさん入ると言うと語弊があるかもしれませんけど。さっき

千田会長もおっしゃいましたけど、あんな所にホテルないのになと思いながら見てい

ると、５、６人の方がガラガラ押しながら出てきているんですね。これは時限立法的

にいつまでの間というのではなくって、未来永劫にこの特区民泊を認めていくという

ことなのでしょうか。 

 それとマンションの管理組合では、今こういう特区民泊は許しませんという管理組

合の規定を結構おいておられます。管理組合にそういった情報も入っているのかどう

か。ここを特に特区民泊で貸しますというときには当然、管理組合の許可ももらって

いただくようになっているんでしょうか。やっぱり安いからそういうものを利用され

るんだと思うんです。それを２泊３日にもうちょっと条件を緩くしていくということ

は周りに住んでる人にとってはあんまり、ありがたくないことだと思うんです。だか

ら、これから先ずっとこれを続けていくのかどうかをお聞きしたいんですけど。  

【大阪市保健所 藤原担当係長】 

 ご質問ありがとうございます。まず１つ目のご質問で、時限立法なのかどうか、未
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来永劫続く法律なのかというお話なんですけども、今の法律でいつまでという規定は

ございませんので、特区民泊については今後も続いていく制度、法律だということに

なります。あと、管理組合の規約の件なんですけども、特区民泊の認定の要件として、

申請をしていただく際に添付書類をつくっていただく中で分譲マンション個人所有の

場合は、管理規約の中にその民泊をしてもいいよという記載があるかどうかというの

を確認をしていただいてます。もし、その規約の中に民泊いいですよとかいう記載が

なければ、管理組合のほうから管理規約に違反していないという書類を事業者として

もらってくださいという話をさせていただいてますので、申請を受け付ける際にそう

いう書類がなければ受付をすることができないということになってます。  

 あと６泊７日以上が２泊３日以上になるというお話なんですけども、実際に今認定

を取ろうと考えてらっしゃる事業者さんから、６泊７日というのが先ほどの説明にも

させてもらったんですけど、利用実態に合わないので、認定取ろうとしても取る必要

ないというふうに考えてらっしゃる事業者の方も多いという話は聞いているんです。

なので、まずは利用実態に合わせて２泊３日以上にすることで、適法な施設として運

用していこうというふうに考えていただく事業者の方をもうちょっとふやしていくと

いうところから始めて、相談の中で「こういう要件がありますので、こういうものは

守ってください。」という話をそういう方に対してさせていただくことで、今違法民

泊を経営している方が適法な民泊を経営するという方向にもっていけたらと考えてお

ります。 

【前田委員】 

 ありがとうございます。ただ、大阪市民の意見として、いつまでもずっとこれを続

けるというのは受け入れがたいところもあります。旅館業法に適合した旅館をつくる

のは非常に難しい点があって大変なんですけど。民泊は、そこのところを簡単に取れ

るような気もしますので。施設が足りるようになったときは、この民泊はやめさすん

だというような方向を一度考えていただきたいと思います。  
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【飯野議長】 

 次、何か。どなたか、どうぞ。 

【大西委員】 

 大西でございます。よろしくお願いします。 

 先ほどの民泊のことに関して１件と、あと、にぎわい情報の発信について２点お伺

いしたいんですが。まず、民泊の件なんですけれども、私どもの地域の近くにも民泊

ではないかという施設があるんです。騒ぎ声が聞こえてきたりとか、朝方のごみの出

し方とか。そういったものに気づいた場合には、私どもは環境局さんの担当部署に連

絡して、指導を仰ぐようにしているんです。環境局さんとの連携はどうされているの

かをお伺いしたいのですが。 

【大阪市保健所 辻田担当係長】 

 今日も環境局の担当者の方とは話はしてたんですけど、ごみの問題が絡む違法民泊

の通報については、そちらのほうとも協働して調査のほう行うような形で連携してい

ければという形では考えておりますので、そういった部分、情報提供いただければ、

環境局は環境局の方で指導を行いますという形の回答は得ておりますので、そういっ

た部分で情報共有して連携して対応していければと思っておりますので。  

【大西委員】 

 もう１件は、にぎわい情報の発信についてなんですけれども、「大阪中心」のホー

ムページのリンクに関しては基本的にフリーという形なのか、認可制というか、申請

して許可を得ていただくという形になるのかというのが１点と、インバウンドの方む

けのホームページという形になるかと思うんですけれども、外国人の観光客の方、見

ててマナー的なところを、お声掛けしたいというような、そういう方が中にはいらっ

しゃるんです。例えば、大阪を訪れる場合には、大阪はこういう習慣があります。こ

ういうマナーを守っていきましょう。街中の真ん中で堂々と写真を撮るのではなくて、

ちょっと端に寄りましょう。自転車とか歩行者の往来には気をつけましょうとか。そ
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ういうようなマナーなどについて、コンテンツを後々入れていく検討とかの予定は特

にないのでしょうか。 

【木戸にぎわい創造担当課長】 

 にぎわい創造担当課長の木戸でございます。ご意見ありがとうございます。  

 にぎわい情報の関係でまず１点目、リンクに関してですが、特に申請といった手続

を踏んでいただく必要は今のところございません。ただ、お声をいただいて、どうい

った内容とリンクするかということを教えていただき、こちらで確認をさせていただ

いた上で、可能であればリンクを貼っていただいているというのが、今のところの状

況でございます。勝手に貼っていただくというのは、問題があるので、必ず声はかけ

ていただいております。 

 それと、２点目の外国人観光客のマナーに関する周知については、特に今のところ

何も考えてはおりませんが、自転車の走行マナーとか自転車の駐輪問題に着目し、最

近、外国人観光客も自転車をお借りになられて、結構多くの方が市内・区内を走って

おられるということを聞いております。よって、自転車の走行マナーとか、駐輪マナ

ーといった視点からも、今後検討してまいりたいと思います。 

【飯野議長】 

 ありがとうございます。大西委員、いいですか。  

【大西委員】 

 はい。 

【飯野議長】 

ほか。どなたか。 

【石井委員】 

 老人会の石井でございます。高齢者問題でお聞きします。先ほど説明のあったよう

に単身高齢者の割合は国や大阪市全体より、中央区が多いということをお伺いしまし

たけど、中央区は本当に住みよい街なわけです。交通の便利もいいし、病院も近くに
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たくさんあるし、今後高齢者がどんどん増えていくと思うんですけど。高齢者の８割

ぐらいは元気な高齢者で、残り２割ぐらいの方が要援護者となります。区役所として

も、要援護者の見守りネットワーク強化事業でいろいろご苦労されていることはよく

わかります。地域に非常に詳しいコーディネーターですか、集英地区なんかは非常に

立派な人がついておられて、成績を上げていると思うんですけども。問題は特別養護

老人ホームです。前回も質問しましたけど、中央区には１件しかなくて、待機児童じ

ゃないけど１６０人ぐらいが順番を待っていると聞きました。そういう場合、中央区

以外の区へあっせんするとか、大阪市全体の特別養護老人ホームの事情を教えてもら

いたいと思います。以上です。  

【吉村保健福祉課長】 

 保健福祉課長の吉村でございます。今、中央区は特養が「さくら」の１カ所しかな

い状態で、大阪市全体ではどういう取り組みをしているのかということをまずご紹介

させていただきたいと思うんですが、大阪市では平成２７年度から２９年度の３カ年

を計画期間といたします第６期の大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画とい

うものがございまして、この中で特養の整備目標の具体的な数字を掲げております。

平成２７年の３月末現在では、特養全体の定員というものが１０，８３８人分でござ

いました。これを３年間たった平成３０年３月末までにプラス２，７６２人分を整備

しまして、合計１３，６００人分を確保しようと、そういう内容でございます。今の

時点で、まだできてませんけど、これからつくりましょうという協議中のものを含め

まして、定員は先ほどの１３，６００人分のうち、１３，４７１人分がもう確保され

る見通しとなっておりまして、目標数値まで１２９人分というような形で、一応整備

目標のとおり順調にはいっております。ホームページで調べてみたんですが、本年１

１月１日現在の特養の整備予定一覧表を拝見しますと、平成３０年６月開設予定の分

まで含めまして、市内全体では２１カ所、定員に直しますと１，４７７人分が整備さ

れる予定となっております。この２１カ所を区別で見ますと、平野区が６カ所、西淀
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川区が２カ所、東淀川区が２カ所、生野区が２カ所ということで、それ以外が１カ所

ずつなんですけども、残念ながらその中に中央区は含まれていないと、そういう状況

でございます。以上でございます。  

【飯野議長】 

 いいですか。 

【石井委員】 

 中央区で満杯の場合、ほかの区へあっせんするということもやっておられるんです

か。 

【齋藤副区長】 

 副区長の齋藤でございます。座らせていただきます。特別養護老人ホームの入所に

ついて、設置区に居住していないと入所が難しいということはありません。ご存知の

ように、中央区にただ一つだけある「さくら」にも、区外にお住まいになっていた

方々が入所されています。  

 入所については、希望される方の介護度とともに、ご家族の介護の状況から、どの

程度入所の必要性があるかということで優先順位を施設が判断されています。また、

区役所が入所をあっせんするという制度はありませんが、特別養護老人ホームがどこ

にあるとか、新たにどこにできる予定であるとかの紹介をさせてはいただきます。  

 なお、これから設置される特別養護老人ホームが周辺区に多いのは、地価の関係で、

設置する社会福祉法人の経営にもかかわってくるので、結果的に中央区での設置の可

能性が低いことになります。  

【飯野議長】 

 ほか。ご質問等ある方、どうぞ。もし、ないようでしたら、いわゆる民泊の問題等

で条例の問題とかもございます。市会議員のお二人に来ていただいておりますので、

先に助言をお願いしたいと思います。 

また、時間があれば、ご質問等をお受けしたいと思います。 
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 では、有本議員からよろしくお願いいたします。  

【有本議員】 

 １時間半を過ぎましたけれども、活発なご審議ありがとうございます。やはり予想

していたとおり、民泊に対するご意見を皆さんいっぱいお持ちだと思います。実は昨

年、この民泊条例というのが出てきたときに大変危惧したんです。というのも、中央

区は特に違法民泊がはびこっている現状でしたので、その違法民泊の取り締まりをど

うするんだと。それをほっといたままで民泊条例をつくっていいのかなという思いが

ありました。今年の１０月３１日から、この民泊条例が施行されました。７回説明会

があって、７４０人お見えになったらしいんですが、今現在、正式に申請して民泊を

やっておられるところはたったの２件です。あと５件が今認可待ちということなんで

す。これはやっぱり６泊７日というハードルがあったりとか、近所の人の了解を得な

いといけないとか、いろんな制約があるわけですから、なかなかしんどいのかなと。

違法でやっている人、いっぱい本当にいます。うちの地域では分譲住宅で、持ち主は

東京の方です。投資目的で持っている物件を、なかなか賃貸では借りてもらえないか

ら、民泊として出した。取っかえ引っかえ来るんですキャリーバッグ引っ張って。鍵

の受け渡しは隣のビルとの間のキーボックスにひっかけてるんです。分譲マンション

の入居者の皆さんにしてみれば、管理規約の中には不特定多数の人が入ったらあかん

となってるにもかかわらず、やっちゃうわけです。オーナーに対して「やめてくださ

い。管理規約違反です。」といろいろ言っても、オーナーは素知らぬ顔です。「裁判

でも何でもやったらいい。」みたいな感じですごく困られたという件があります。そ

の時は保健所とかに相談に行かれたんです。保健所もオーナーに連絡とったりするん

ですが、なかなかこれといった決め手がなくて、解決できなかったという例があるん

です。 

もう１点、民泊については、保健所さんにばっかり言うの本当にかわいそうなん

です。これは観光施策でもあるし、消防法のこともある、環境局のごみの問題もある。
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防犯や防火など、全てに関わってくることなんです。私たちは市に対して、この民泊

に関わる問題は局横断の部会をつくり、そこで対応するようにしてくださいと言って

きました。その結果、民泊対応部会というのができました。これは観光を担当する経

済戦略局と、健康局、消防局、それから市民局、環境局、これらの局が入って発足を

いたしました。 

また、もう１個、受入環境整備部会というのもできているんです。さっき、保健

所さんの説明にもありましたけど、営業者不明の場合、郵便ポストに入れたって、東

京のオーナーであれば、ポストの中の郵便物を見るわけないですよね。だから、登記

簿謄本をあげてくればいいんですよ。私はそれが早いと思います。本当の持ち主を特

定しようと思えば、謄本あげたらわかるじゃないですか。それともう１点は、税務申

告だと思っています。これ、不動産所得ですよね。貸してお金を得るんだから。だけ

ど、本当にきちんと申告しているのかといったら、すごくわからない世界かなと。だ

から、これは税金開示とかお願いしないといけませんけど。この２点から攻めていく

のも１つのやり方かなというふうに思っています。 

先日、区の広報紙に、違法民泊の通報窓口について出ていましたので、皆さんか

ら情報をまめにいただいて、ちょっとずついい方向にいけばと思っております。また、

ご意見いただけましたらと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

【飯野議長】 

 どうもありがとうございました。不破議員、お願いします。  

【不破議員】 

 本当にたくさんのご意見をいただきました。有本先生からのお話しもありましたの

で、私のほうからは実働的なお話しをさせていただきます。私の事務所にも、民泊に

関わって「これ、おかしいんちゃうか。」という通報は結構来ているんです。そのた

びに現地に行かせていただいております。先ほど有本先生からもありましたように、

キーボックスがあります。その番号を携帯電話で聞いて、開ければ中に鍵が入ってい
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ます。そういった状況が、路地裏の民家にも出てきているんですよね。場所は言いま

せんけど。そういう現状があるということは、保健所のほうにも通報を入れておりま

す。実際のところ、中央区内でも２件、退去してもらったところもあります。そうい

ったことで、我々も皆さんの生の意見をお聞きした上で活動をこれからもやっていき

たいと思っております。それと、ワンルームマンション１棟をホテル営業という形で

やっているところも実際にあります。そういったところはフロントが確かにあるんで

す。これもこれから保健所のほうとも連携して調査していきます。 

皆さん、ささいな情報でも結構ですから、今日、区役所からいただいた資料に書

いてある保健所のほうに電話していただければと考えております。  

今日、保健所のほうに電話をしたんですけど、抜き打ちというのも一つやらない

といけないという話をさせていただいています。言われたから行きます。行って調べ

ますじゃなく、抜き打ちするのも一つの効果的な手段であるというふうに思っており

ます。こういった小さな活動にはなると思いますけども、それが大きく実を結べるよ

うにやっていきたいと思います。 

それと、話が民泊ばっかりになっているんですが、今日説明のあった安心・安全

の地域防災のことで一言と、ＰＲ２つほどお話させていただきます。地域防災につい

てですが、大阪市の交通局のほうで総合訓練というのをやっております。火災訓練と

か、終電が終わってからの訓練というのを実際にやっているんです。その中でブライ

ンド型の訓練というのがあります。それは何かといいましたら、どこどこで電車が火

災に遭いましたという想定。そっから先が何も見えてない訓練をするんです。各地域

で防災訓練というのは２回、３回やっておられる。多いところで５回くらいやってお

られるところもあるのかな。そういった訓練は皆さんやってなれておられる。次のス

テップをそろそろやっていかないと。公助というのは、ほとんど期待できないです。

自助、共助という部分においては、今後ブラインド型の訓練を取り上げていっていた

だいて、皆さんが、皆さん同士で協力し合って訓練をやっていく。助け合うというこ
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とも、今後必要ではないかなというふうに思っております。  

それと、来年の６月２５日に、大阪城の中でトライアスロンをするという。非常

に冒険をするなあと。私も実際聞いたときはびっくりしたんですけど、昔ラグビー場

のあった大阪城の外堀ですね、そこで水泳。玉造筋で自転車競技。非常に観光客が輻

輳している中でのチャレンジになってくるんですけども。そういったことも、にぎわ

いの中で一つあります。 

それと、来年、御堂筋開通８０周年ということで、準備委員会も始まっておりま

して、柏木区長もメンバーに入っています。といったことで、これから本当に中央区

はいろんなイベントがあります。皆さんのご協力も賜りまして、やっていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。今日はどうもありがとうございま

す。 

【飯野議長】 

 どうもありがとうございました。ご意見あれば、どうぞ。 

【吉野委員】 

 一つだけご意見させていただきたいと思います。にぎわい情報の効果的発信。ホー

ムページ関係で、５００万規模の予算をかけられて、この５年間で飛躍的なアクセス

増がありました。これは非常にいいことだし、多分今年５、６０万いくんだろうとい

うことなんですが、日本人だけを相手にしたホームページというのは、これはもう一

定達成されてきているのかな。私は来年度以降、同じ予算の中で、英語で入っていけ

るＳＮＳでも、ホームページでもいいですけど、スマホ対応のコンテンツをつくられ

たらどうかというふうに思います。この６ページの表を見てますと、余りにも外国に

対しての効果が少ない。日本人でこういうＳＮＳとかホームページで行動に移ってい

くのは、実はそれほど多くないんです。そういう意味では、むしろこの手のメディア

は外国人にきくということが常識ですので、そこを頑張っていただきたいと思います。 

特にインバウンドは先般も会議でこの問題やったんですが、完全にインバウンド
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の潮目が変わっておりまして、これまでの爆買いモードが全くなくなりました。これ

からは何かという話なんですが、我々で議論しているのは日本のブランドとか、日本

らしさとか日本文化とか。日本を見に来る。日本を買いに来る。体験する。そういう

ところに来るので、大阪でいうと中央区がその資源を持っているんじゃないか。大阪

城を初め、もちろん今日見せていただいたミナミのすばらしいエンターテインメント

の集積とか。船場の近代建築、あるいは水都の北浜とか八軒家とかですね、上町台地

も含めて。打ち出すべき中身はすごくあるんだけれども、それがまだ十分に知らされ

ていないのかなというふうに思います。中央区は、これから特に情報発信やれること

がたくさんあると思います。ぜひ来年度頑張っていただきたいと思います。以上です。 

【千田副議長】 

 今の件につきまして。「大阪中心」を立ち上げて、私、今、委員長をやっておりま

す。５年という歳月の中で、これだけのものができたという自己満足もありますけれ

ども、来年度からは多言語というような形で、特に英語で発信をするということを決

めております。それと動画サイト。この両方で海外からの訪日外国人に対してアピー

ルをしていきたいということで、今、取り組んでおります。ありがとうございます。 

【飯野議長】 

 松本先生、何かご意見は。 

【松本（淳）委員】 

 「地域における高齢者等の課題と今後の方針」の資料を眺めておりまして、平成２

８年度を振り返ってみますと、地域包括ケアシステムの構築は中央区においても順調

に進んでいると思っております。過日、区長も出席していただきましたけども、第６

回の中央区のケア研修会というのも開催されまして、現場は非常に熱気にあふれたも

のになっておりました。平成２９年度の運営方針につきましても、平成２８年度を引

き継いだものとなっております。平成２８年度にできなかったことを、先ほど一問一

答であった難しい事例等について解決していくという方向でやっていただきたいと思
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っております。よろしくお願いします。  

【飯野議長】 

 ありがとうございました。あと、もう少し時間ございます。委員さんの中で何かご

意見あれば、お願いしたいと思います。どうぞ。  

【千田副議長】 

 実はですね。中央区の若い奥さん方によく言われているんですけれども。子供の遊

び場がないということで、公園とかそういうものを中央区として、また大阪市として、

どう考えているのか。他都市へ行かないと遊べないというようなことで、かなり苦情

が入っております。「子供が喜べるような中央区を考えていただきたい」ということ

を言われているんですけどれも。どんなもんでしょう。  

【飯野議長】 

 区長、何か、どうぞ。 

【柏木区長】 

 公園に関しましては、大阪市全体として確かに少ないというのがご指摘のとおりで

ございまして、本当に公園を増やしていかなければならないという問題がございます。 

現在ある公園をこれ以上減らすようなことはあり得ませんので、それはまずご安心い

ただきたいポイントです。それと、確かに公園で遊べるというのが理想なんですけれ

ども、例えば、先ほどお話があったかもしれませんが、御堂筋をもうちょっと散策で

きる、お散歩できる。そういうようなことも大きな切り口になっていくのかなと。い

わゆる密集都市といわれる大阪市というのは、他の都市とはちょっと違いますので、

その弱みをどうやって強みに変えていくのかということで、例えば、御堂筋側道の緩

速車線。現在車が通っているところを歩道に変えていったり、自転車が通れるような

空間づくりを進めております。また、ミナミに関しましては、この前社会実験をやり

ましたけれども、難波高島屋前を車が通れないような形にして、オープンなスペース

をつくっていこうということもあります。そういう意味で、これからは人が中心にな
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って、歩けるような、遊べるようなエリアを、公園に合わせてつくっていくというの

が一つの切り口になっていると思います。また、学校の校庭開放なども今までどおり

やっておりますし、そういうものを活用していくという切り口もございます。 

さらに大阪城のトライアスロンはいきなり子供さんにはというのはありますけれ

ども。ああいう都市空間の遊べるような場所で、いろんな行事やイベントをやって、

来ていただく。それで実際こんなにおもしろいんだと思っていただいて、例えば、あ

の周りでマラソンをやったりするお子様方も結構いらっしゃいます。そういう意味で

中央区にある資産をどんどんと回転させていくという発想でしか、今の段階ではなか

なか難しいかなと思っております。そういう感じで頑張りますので。 

【飯野議長】 

 どうぞ。 

【坂野委員】 

 体育厚生協会の坂野でございます。今、ちょうど区長さんのほうからマラソンとい

う言葉が出ましたので。ファミリージョギング大会を毎年２月にさせていただいてい

るんですけれども、昨今の現状は大阪城公園内を走るというのがすごく難しい状態に

なっているんです。以前までは、マラソンコースというのがありまして。今もまだ古

くなったマラソンコースを表示はされているんですけども、実際に走るのはとても難

しいです。というのは、観光客が増えているということもありますし、今ちょうど自

動車が走っているんですよね。観光自動車が。日曜日にファミリージョギングの下見

に行ってきたんですけれども、森之宮の入り口の噴水のところから、観光のバスがず

っと走っておりますので、あそこはもうジョギングできないという形になりました。

それで、去年からコースを変えまして、森の中を走ったりしているんですけれども、

やっぱり長距離がなかなか取れない。今まででしたら、公園１周させていただいて、

３キロぐらいあったんですけど、森の中を６周も回るんです。区長さんもいつも来て

くださってますので、私たちの苦労もちょっとわかっていただいていると思いますが、
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ぜひぜひマラソンコースというか、そういうジョギングコースも整備していただきた

いと思っております。よろしくお願いします。 

【柏木区長】 

 観光の部分と、いろいろな部分がございますので、そこは共生できるような形で担

当の部署としっかり相談させてもらいます。ありがとうございます。 

【坂野委員】 

 子供たちの健康と運動能力を伸ばすためにも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。  

【飯野議長】 

 ちょうど時間となってきました。いいですか。何か。どうぞ。  

【阿部委員】 

 もう時間があれなんで、どうしようかなと思ったんですけど。子供の安全のことに

ついて今日一つだけ言いたかったのが、本町通りのところに自転車が通る青い線が引

かれているんですけど。車が止まっているところは当然、車道側に膨れてしまってす

ごく危なくて。でも、あれが書いてあると矢印みたいになってるし、子供はやっぱり

そっちを走ってるのを見かけます。すごく危険な感じがして、何とかならないものか

なというふうに。今日はこれだけは伝えたいなと。 

【齋藤副区長】 

 松屋町筋から東側の本町通りの自転車通行レーンについては、道路幅が狭いことか

ら、これまで設置について否定的なご意見を伺ったことがあります。 

 大阪府警としては本町通りの自転車専用通行レーンをモデルケースとして考えてお

り、御堂筋から松屋町筋さらに東に延伸することになったわけです。  

 いずれにせよ、駐車違反の取り締まりは警察業務にもなりますので、所轄の東署に

取り締まりの強化について訴えていきたいと考えております。  

【飯野議長】 

 では、いいですか。せっかくの機会でございますから。何かあれば。 
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【吉村委員】 

 皆さんのご意見拝聴させていただきましたので、今日は結構です。 

【飯野議長】 

 次がありますしね。来年の２月でしたかね。そういたしましたら、本当に委員並び

に市会議員の皆様、長時間にわたり、熱心なご議論、本当にありがとうございました。 

 これをもちまして、本日の区政会議は終了とさせていただきます。ありがとうござ

いました。それでは、事務局お返しいたします。  

【小垰総合企画担当課長】 

 皆さん、長時間にわたりまして熱心なご議論本当にありがとうございました。ちょ

うど時間となりましたので、以上をもちまして平成２８年度の第２回目の区政会議を

終了させていただきたいと存じます。お帰りの際は、エレベータを降りられて、通用

口からと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。 

閉会 午後８時３１分 


