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平成２８年度 第３回中央区区政会議 会議録 

 

１．日 時  平成２９年３月６日（月）午後６時３３分～午後８時３３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・千田（忠）委員・千田（守）委員・堀井委員・前田委員・松谷委員・ 

松本（淳）委員・松本（孝）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 

４．議題 

（１）平成２９年度中央区運営方針（案）について  

（２）平成２９年度中央区歳出予算（案）について  

（３）その他 

  ・中央区長の４年７か月を振り返って  

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。若干時間のほうも過ぎましたけれども、ただいまより区政会議を

はじめさせていただきます。本日は大変お忙しい中、平成２８年度の第３回目の区政

会議にご出席賜りまして、まことにありがとうございます。  

 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と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速ではございますけれども、開会に当たりまして、柏木区長のほうより

一言ご挨拶をさせていただきます。 

【柏木区長】 

 皆様こんばんは。突然雨が降ってまいりまして足元の悪い中、ご足労いただきまし

て本当にありがとうございます。今年度、第３回目の区政会議を開催させていただき

たいと思っております。 

お忙しい中ご足労いただきましたこと、改めましてお礼を申しあげますとともに、

皆様方の熱い思いを区政のほうに充実させるということで、私もずっと頑張ってまい

りました。本日は、そういう意味で今までの取り組みも踏まえまして、新年度予算を

どのように使っていくのかという方向性に加えまして、これまでの取り組みの軌跡を

振り返りつつ、また未来につなげていく方向性を皆様とともに考えていければと思っ

ております。今日はそういう観点から、皆様方からの活発なご意見、そしてご指導と

ご鞭撻をいただければと考えておりますので、よろしくお願い申しあげます。以上で

ございます。 

【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

きたいと存じます。民生委員協議会のほうから推薦をいただいておりました中島委員

より辞任の申し出がございましたので、本年１月１日付をもちまして、後任の委員と

して千田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
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紹介させていただきます。 

 千田委員でございます。よろしくお願いします。  

【千田（守）委員】 

 失礼いたします。昨年の１２月１日より、中央区の民生委員児童委員協議会の会長

をさせていただくことになりました千田です。区政会議につきましては、今日初めて

出席させていただくということで、どうぞ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、順番に確認をさせていただきたいと思います。  

 まず、１番上にございますのが、本日の次第でございます。その次にございますの

が、座席表。そして、区政会議委員の名簿でございます。次に横長でございますけど

も、４年７か月を振り返ってと書かれたパワーポイントの資料でございます。最後に

広報ちゅうおう３月号を参考にお配りさせていただいております。今日、お配りさせ

ていただいているものにつきましては、特に不足等はないでしょうか。よろしいでし

ょうか。ありがとうございます。  

次に、事前に送付させていただいておりました運営方針にかかわる資料と歳出予

算にかかわる資料でございますけども、本日お持ちいただいておりますでしょうか。

お持ちでない方いらっしゃいませんしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうござ

います。 

以上が、本日の会議資料となっております。もしも会議の途中で不足等ございま

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しますので、よろしくお

願いいたします。 

 次に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、よろしくお願いいたしま

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させていただきま
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して、ホームページ等で公表することとなっております。会議録作成及びホームペー

ジへの会議風景の掲載などのために、会議内容の録音や写真撮影等をさせていただく

ことにつきましてもご了承のほどよろしくお願いいたしたいと思います。  

 次に、テーブルの上に設置しているマイクにつきましては集音用となっております。

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、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も、議事に移らせていただきます。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ので、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あげます。それでは、議事に入らせていただきます。着

席にてさせていただきます。 

 本日の区政会議につきましては、委員定数２０名のうち、現在１５名の出席でござ

います。そういうことでございまして、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。 

 議題１、議題２に引き続き、議題３の「中央区長の４年７か月を振り返って」につ

きまして、区役所より一括してご説明いただきましてから、皆様のご意見、ご質問等

をお受けしたいと思います。  

 それでは、区役所より議題１の「平成２９年度中央区運営方針（案）」及び議題２

の「平成２９年度中央区歳出予算（案）」並びに恐縮ではございますが、柏木区長よ

り、中央区長の４年７か月を振り返ってということでよろしくお願いします。  

【小垰総合企画担当課長】 

 それでは、私のほうから平成２９年度の運営方針（案）につきましてご説明をさせ
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ていただきます。着席にてさせていただきます。  

 資料のほうでございますけれども、右肩に資料１と書いたＡ３横長の資料をご覧い

ただけますでしょうか。こちらのＡ３横長の資料でございます。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。関係資料につきまし

ては、事前に送付のほうもさせていただいておりまして、既にご確認もいただいてい

るかと存じますので、本日はＡ３横長の概要版に沿いまして、ご説明をさせていただ

きたいと存じます。 

 また、前回の区政会議におきまして運営方針（素案）の説明をさせていただいたと

ころでございますが、一部修正を加えております。修正箇所につきましては、後ほど

個別の取組内容の紹介の際に、あわせてご説明をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

 それでは、一番上の区の目標についてでございますが、こちらは、区役所が何をめ

ざしているのかということを記載させていただいているところでございます。区役所

といたしましては、３項目の目標を掲げておりまして、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、その下にございます経営課題でございますけれども、こちらは区の目標を達

成するうえでの課題を記載しております。５項目ございまして、１つ目が、人が集い、

にぎわうまちづくり。２つ目が、安心・安全なまちづくり。３つ目が、ライフステー

ジに合わせたまちづくり。４つ目が、自律的な地域運営。５つ目が、区役所機能の強

化といたしております。 

 次に、今申しあげましたそれぞれの経営課題の右側にある戦略と具体的取組という

ところございますけども、こちらは経営課題を解決するための取組内容を記載したも
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のでございます。まず１つ目の経営課題でございます人が集い、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いたしましてミナミのにぎわい創出などの

取組を掲げております。 

 次に、２つ目の経営課題でございます安心・安全なまちづくりにつきましては、地

域防災力の向上や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おります。なお、右側のほう

にアンダーラインを引いておりますけれども、こちらの自転車利用の適正化につきま

しては、前回説明させていただきました素案から名称の変更をさせていただいており

ます。素案の段階では、放置自転車対策と記載させていただいておりましたが、自転

車利用のマナー向上に向けた取組も進めていくという観点から、名称を自転車利用の

適正化というふうに変更させていただいたところでございます。  

 次に、その下にまいりまして、３つ目の経営課題でございます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、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律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律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（案）の概要となっております。 

 続きまして、議題２の平成２９年度中央区歳出予算（案）につきまして、引き続き

山下総務課長より説明のほうをさせていただきます。 

【山下総務課長】 
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 よろしくお願いいたします。総務課長の山下でございます。私のほうから、平成２

９年度の歳出予算見込みについてご説明を申しあげます。なお、平成２９年度大阪市

予算案につきましては、現在開会中の大阪市会における議決を経て、内容が確定いた

しますことをあらかじめご承知おき願いまして、本日の区政会議におきましては、そ

の概要をご説明させていただきます。  

 前方のスクリーンでお示ししております資料２をごらんください。なお、お手元の

ほうにスクリーン上と同じ内容の資料を事前にお送りをしております。ただ、こちら

のほうは白黒刷りとなっておりますので、前方のスクリーン上に一応カラー刷りのも

のを映し出してございます。そちらのほうもご参照ください。それでは、着席にてご

説明をさせていただきます。  

 平成２９年度歳出予算案でございますが、事業予算の内訳といたしまして、１ペー

ジの円グラフにおきまして、先ほどの資料１に掲げる経営課題等を踏まえて、予算を

６つのカテゴリーに分類いたしております。  

 まず、経営課題１の人が集い、にぎわうまちづくりの推進に係る事業費といたしま

して、２，１３５万６，０００円を計上いたしております。次に、経営課題２の安

心・安全なまちづくりの推進に係る事業費といたしまして、２，８０６万５，０００

円を計上いたしております。経営課題３のライフステージに合わせたまちづくりの推

進に係る事業費といたしましては、３，３１８万４，０００円を計上いたしておりま

す。経営課題４の市民による自律的な地域運営の推進に係る事業費といたしましては、

７，４８０万９，０００円を計上いたしております。経営課題５の区役所機能の強化

に係る事業費といたしましては２，２４４万２，０００円を計上いたしております。

その他、経営課題に該当しないコミュニティ育成、緑化等に係る事業費といたしまし

て、１，０２０万５，０００円を計上いたしております。これらの事業に係る経費の

ほか、事務管理や庁舎の維持改修等に係る経費として２億３，７１２万７，０００円

を計上しており、あわせて区長自由経費といたしまして中央区長が所管しております
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歳出予算は、概算額として全体で４億２，７１８万８，０００円を見込んでおります。 

 ２ページをごらんください。各カテゴリーにおける具体的取り組みを掲げておりま

す。１の人が集い、にぎわうまちづくりにおける主な具体的取り組みといたしまして

は、商店会、企業等の連携のもと、とんぼりリバーウォークにおいて、中央区のイメ

ージアップにつながる事業を展開するとんぼりリバーウォークにぎわい事業を実施す

ることとし、６７５万５，０００円を計上いたしております。２の安心・安全なまち

づくりにおける主な具体的取り組みといたしましては、犯罪抑止効果が高い防犯カメ

ラの維持管理に協力いただける団体を対象に犯罪抑止総合対策における防犯カメラ整

備事業を実施することとし、３２５万６，０００円を計上いたしております。  

 ３ページにまいりまして、３のライフステージに合わせたまちづくりにおける主な

具体的取り組みといたしましては、ミナミエリアを中心とする市立小中学校に在籍す

る外国籍の児童・生徒、及び外国にルーツをもつ子どもで日本語の支援が必要とされ

る児童・生徒に対し、具体的な学習に必要な日本語の力を身につけることをめざす外

国籍児童生徒サポート事業に２００万円を計上するとともに、要援護者が地域で安心

して暮らすことができるよう、地域主体のセーフティネットを構築することを目的と

する地域福祉見守り活動事業に１，７９７万４，０００円を、在宅介護に関する情報

を広く周知することにより高齢者等が安心して生活できることをめざす中央区在宅医

療介護ネットワーク事業に４９万７，０００円を計上いたしております。  

 ４ページにまいりまして、４の市民による自律的な地域運営の推進として、地域活

動協議会活動費・運営費補助事業の５，７５５万７，０００円を、５の区役所機能の

強化として、広報関係事業の２，０８９万５，０００円を、６のその他事業として、

コミュニティ育成、区民レクリエーション事業の９６５万８，０００円を、それぞれ

具体的取り組みの例として挙げております。  

 最後に、末尾にＡ３縦型の資料、予算事業一覧をおつけしておりますので、こちら

をごらんください。先ほどの取り組みを含めました全事業の予算額を掲載しておりま
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す。一覧を見ていただきますと、額の大小はございますが、平成２８年度予算に比較

して、各事業におけるマイナス、右の２つ目の増減という欄に△がたっておりますの

が、これがマイナスになっている事業でございます。これは、市の予算全体にマイナ

スシーリングが課せられる中で、事業を見直すべきところは見直しを図りながら、必

要なところに予算を配分できるよう取り組んできた経過によるところでございます。

以上、簡単ではございますが、平成２９年度におきます歳出予算の概要でございます。  

【飯野議長】 

 引き続きまして、柏木中央区長様の「４年７か月を振り返って」につきまして、よ

ろしくお願いいたします。  

【柏木区長】 

ただ今、飯野議長からアナウンスいただきました「４年７か月を振り返って」に

つきまして、簡単に冊子をご用意させていただいておりますので、お手元にある冊子

をご覧になっていただければと思っております。また、パワーポイントもご用意させ

ていただいておりますので、そちらもご確認いただければと思っております。  

 まず、この４年７か月を振り返るに当たって、ざっくり感想を申しあげますと、着

任の際に１か月遅れて、本当に皆様にご迷惑をおかけしました。あれからいろいろ日

常生活の中で、本当に皆様と一緒に活動させていただいたことが何よりもの大きな勲

章であるのかなと思っております。また、こちらでいろいろ区長の仕事をやって思っ

たことですけれども、皆様方それぞれ、社会のいろんな役職、またその役柄の中で、

やはり責任というものを感じていらっしゃるというのが、私にとりましても非常に大

きな経験であったと思っております。そういうふうに真剣勝負で責任をしっかりと使

命という形で捉えられて、地域の中で、企業の中で、そしてまた会社の運営、経営と

いう形で、そしてまたある方は学術、人づくり、または社会づくり、社会福祉の分野

で、そして教育の分野、生涯学習の分野で、いろんな分野で皆様方がしっかりと地域

を支えていらっしゃるということが何よりもすばらしいことであるということを本当
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に実感した４年７か月であったかなと思っております。その意味で、皆様がやってお

られる行動と活動というのも公器に近いものであって、実は私がやっているこの行政

の話しも全く同じものだったのではないかということで、同じ目線でお話しができた

ということが何よりも光栄で、そして勲章であると考えております。  

 具体的にどんなことをやったかというのは、こちらの資料をご用意させていただい

ておりますけれども、余り各論の話しをしても正直どうかなと思いますので、簡単に

おさらいをさせていただいて、少しアルバムでも見ていくような感じで捉えていただ

ければと思っております。  

 まず、お手元の資料を開いていただきまして、２０分の２右下に分数でページ数を

書かせていただいております。皆様方、お手元の資料の２０分の２に、タイトル、目

次がございまして、主にこの５つの分野で捉えていったということでございます。  

 まずは、区役所の庁舎のいわゆるお迎えの部分でございます。庁舎に入って挨拶し

ないだとか、ごみが落ちているとか、汚い、きれいだという部分も昔の役所にはあっ

たかと思いますけれども、そういう分野につきましては、おもてなしという分野で取

りまとめております。そして、子育て、教育、にぎわいづくり、安心・安全、地域の

福祉ということで、大きく５つのテーマで簡単にまとめております。  

 それでは、まず右下ページ、２０分の３ですが、おもてなしの部分をご覧になって

いただければと思っております。実は、いろんなことをやってきましたけれど、写真

として、絵になるものという意味でここに書かせていただきました。今までキッズコ

ーナーだとか、区役所は、役所なので待っていても当然だろうと思っていた部分もあ

りましたし、待たされても仕方がないというのが何となく日本人の社会合意的な部分

もあったんですけれども、そういう部分にやはり民間の皆様方のやっている取り組み

を区役所の中にも入れていきましょうということで、小さなお子様などをお連れにな

っているお母さま方が安心して役所の中で申請業務ができるようにという気づかいを

形にしてみましょうということでキッズコーナーなどを作らせていただきました。こ
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れを作ったから、何かおもてなしができたかというわけではないですが、やはり世の

中の流れ全体が子育て世代をしっかりと支えていこうということで、こういうものを

役所でさえやっているというのを社会の基準アップのために私どもも取り組ませてい

ただいて、今は２４区、これがないところはほぼないという状況まできております。

そういう意味で大きなチャレンジであったのかなと思っております。 

 このおもてなしの部分につきましては、挨拶の練習を朝礼で行ったり、いろんなこ

とをデコレーションをしたりと工夫して行っております。それ自身に意味があるとい

うのではなくて、そういうことに気配りができるようになる職員を育てていくという

ことに大きな進歩があったのかなと考えております。民間企業の皆様方、そして社会

のそれぞれの分野で頑張っていらっしゃる皆様方の目から見れば、まだまだとは思い

ますが、とりあえず私ども、４年７か月で、私だけがやったのではなくて、区役所の

職員全員でこういうふうにやったらいいんじゃないかというようなことをみんなで話

し合って作ったということです。ちなみに、このぬいぐるみなどは職員の持ち寄りで

ございまして、そういう意味でみんなの気持ちのこもったものだということをご理解

いただければと思っております。  

 それでは、次のページ２０分の４ですが、おもてなしの続きでございます。水洗ト

イレは当然ですけれども、ウォシュレットというのはなかなかございません。そして

お子様の世代、高齢化の問題、やはり障がいをお持ちの方もいらっしゃる。そして世

の中全体が清潔感の部分だとか公衆衛生の観点からもやはりきれいな庁舎、特に水回

りの部分についてはしっかりやっていかなければいけないということで、お金をあち

こちから工面して作らせていただきまして、一部工事中のところもございますが、中

央区は全館洋式化、そしてウォシュレット化になっております。これは多分、２４区

でここだけですので、他の区に対して区民の皆様としても誇りを持っていただければ

と思っております。前田委員から、いろいろとご提案もいただいております。今の時

代、地下鉄でさえというふうに言われまして、我々、地下鉄よりも劣っているわけに
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はいかんだろうということで気合いを入れて、お金をかき集めてつくったというスト

ーリーでございます。 

 次に、２０分の５ですが、庁舎のラジオ体操というのを毎朝８時４５分からやって

おります。これも職員の健康というのも踏まえてやっていたのですが、地域の方から

賛同いただきまして、おじいちゃんおばあちゃん方がいつも大体２０名から３０名近

く参加いただいて、朝みんなで、職員と一緒にラジオ体操をしております。夏休み等

で子ども会様が公園でやったり、ご高齢の皆様方が大阪城でやっているということか

らヒントをいただきましてやっております。防災訓練に参加された皆様方はお気づき

だと思いますけれども、ラジオ体操は、防災の観点からも非常に重要でございます。

職員や地域の皆様と、朝のラジオ体操をやっているのを習慣にしておきますと、いざ

というときに役に立つだろうということも踏まえて、取り組んでおります。石井会長

も毎日参加いただいておりますけれども、こんな感じで区老連の石井会長様も毎朝来

ていただいているということを考えますと、本当に私ども心強い思いをしております。

区長がかわりましても続いていくと思いますので、これからも引き続きよろしくお願

い申しあげます。 

 ２０分の６、おもてなしの最終ですが、いろいろと工夫をした部分もございます。

島之内の図書館と連携して、本を幾つか持ってきていただいています。これも４年前

に始めました。また、ロビースペース、今まではロビーというのはがらーんとしてい

るけれども、そこに威厳があるのだというような考え方でしたけれども、これだけ人

口が増えているのに、待合スペースもないのは、いかんだろうということで、このロ

ビーの部分については、いすや机を置いて、ちょっと休憩できるようになっています。

ただ、最近弁当を食べにくる近くの会社の方がいらっしゃって、弁当箱を捨てるのが

大変ということで散らかしたまま帰られるということもございますが、ある意味、そ

こもにぎわいという意味で考えますと、そういう効果もあってよかったのかなと考え

ております。それと皆様方がこの４年間で大きく変わったなと思うのは、フロアマネ
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ジャーというフロアの案内係の方がおりまして、非常勤職員で雇っております。もと

もとは２名体制だったものを４名体制にしまして、受付にいらっしゃった方が番号を

引くときに用件を言って、その番号によって振り分けられています。以前は、私のほ

うが早く来たなどといったトラブルが起こっていましたが、それを防ぐように窓口を

一元化することで、順番をきちっとつくるようにさせていただきました。それと、職

員による庁舎前清掃を毎週やっております。職員が順番にグループを決めて毎週水曜

日にやっております。加えまして、総務課の太田課長代理がボランティアで、８時半

から毎日１人で、掃除に取り組んでおります。また、違法駐輪の自転車へのエフづけ

についても取り組んでおります。課長代理の駐車しないでくださいという取り組みを

続けてきた結果、区役所の違法駐輪がものすごく減っております。昨日の朝は１台で

した。その１台以外はほぼ解消できておりまして、庁舎前の通勤のために使う自転車

は、ついに１台にまで激減させたという状況でございます。  

 次に、２０分の７については、待機児童の対策になります。社会的なテーマにもな

っています。実際にこの社会問題が起きている地域は、東京の一部の区と大阪市の中

央、北、福島、西、天王寺、東成、城東区といった中心区のあたりに限定されていま

すが、潜在的な状況も考慮すると、他の区にも広がっていますので、待機児童対策は

重点的に取り組んでいます。次の２０分の８をご覧いただきますと、過去の実績を記

載しています。保育園の数は、私が着任した平成２４年からは３．７倍に増やしてい

ます。保育の受け入れ枠も、児童数で２．３倍になっています。これは、区役所のみ

ならず、市全体で取り組んだ結果ということもありますが、見比べていただきますと

当時中央区に６園しかなかった保育所が、現在では２２園もあります。保育の受け入

れ枠としては、当時、園児６１９名の受け入れ枠が、現在で１，４２９名になってい

ます。しかしながら、中央区は隣接する区が６区あり、新しい保育所ができても保育

に関しては、幼稚園も保育園も小学校のような校区がありませんので、他区にお住ま

いの方が中央区の保育所に入所されることもあります。他区にお住まいの方が入所さ
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れ、区内の人が入所できないといった苦情もあり、区民の皆様にはご迷惑をおかけし

ますが、市全体の待機児童対策に役立っているところはございます。これも中央区の

役割ということで、保育の枠や園の数を増やしてきたところです。  

 次に子育て・教育の２０分の９ページをご覧になっていただきますと、英語の交流

事業も実施しました。フォニックスという発音を重視する教育方法がありまして、ト

ライアルで実施してきました。募集すると７倍や６倍ぐらいの申し込みがある人気事

業でしたが、小学校で今英語、義務教育化に移り始めていますので、一定、役割を果

たしたことから、今年度の予算への反映はやめときましょうということで、めり張り

はつけさせていただいています。  

 次に、２０分の１０ページですが、子育ての分野では、制度そのものがわからない

というお母さま方も多くいらっしゃいますので、保育コンシェルジュというホテルの

まねではないですけれども保育の相談を受ける担当を設置しました。保育コンシェル

ジュという形で保育の制度をまずしっかりと覚えながらやっていきましょうというこ

とでサポートもしております。また、子育て情報のマップの作成や、小中学校には電

子黒板を全校に配備しております。電子黒板によって、書いたものがそのままプリン

トアウトすることができ、意外に使い勝手がよくて、現場の先生方から好評をいただ

いております。ＩＣＴといわれる、タブレット型もいいが、学校教育の中では、黒板、

板書というものも重要でございますので、そういう部分もしっかりやっていくためご

用意させていただきました。あと、学校選択制についても市全体の取り組みとして実

施しております。 

 次に、２０分の１１ですが、商店会様とも連携して実施していますにぎわいスクエ

アについては昔から実施していましたが、来場者数は、次の２０分の１２で、平成２

４年に５，５００人だったのが最終的には３万８，０００人という形になりました。

商店会様と一生懸命話し合い、商店会様と連携して実行委員会をつくって、みんなの

持ち寄りでやりましょうという形態で行った結果、このように充実したということで
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ございます。このようにミナミのにぎわいについては、中央区役所としてもしっかり

と取り組んでおります。 

 また、ミナミだけでなく、２０分の１３ページをご覧いただくと、船場の地域もし

っかりやってく考えです。ミナミのエリアに加えて船場エリアも盛り上げていって、

中央区全体を面として盛り上げてく思いです。この船場を遊ぼうは、いろいろな企画

を３か月間ぐらいかけて行っており、落語や能や狂言を行ったり、または近代建築を

見て回るスタンプラリーを行ったり、地域全体の回遊性を高めて、ミナミのにぎわい

を盛り上げてく思いで事業を再開させていただきました。  

 次に、２０分の１４ページですが、情報発信が今の世の中重要です。委員の皆様方

からもアドバイスをいただきましたが、おおさか中心の多言語化も進めさせていただ

きました。このおおさか中心のコンテンツサイトにつきましては、区役所で経費を負

担し、これも実行委員会形式でやっております。物すごく今充実しておりまして、ヒ

ット件数も３万件を超えており、またフェイスブックのいいねに関しては５万件を超

えるということで、実行委員会形式ですが、行政が主体となって経費負担しているサ

イトとしては成功事例だと思っております。実際にコンテンツの部分に関しては、多

くの商店街の皆様方、そしてまちづくりの皆様方にご協力をいただいており、中央区

のにぎわいを、大阪全体のにぎわいにしていきたいという思いから担当させていただ

いたという経緯がございます。 

 次に、２０分の１５ですが、地域の安心・安全も重要です。防災訓練については、

一昨日、南幼稚園の地域で実施しましたが、平成２８年度では６，４７０名の方が参

加しました。延べ人数ですが区民の方の６％から７％ぐらいが、参加したということ

になります。消防署や地域の防災組織と連携して、地域全体の防災力を高めるととも

に地域の盛り上がりとそして安定基盤つくっていただく思いで取り組んできました。  

 次に、２０分の１６ですが、防犯活動へのとりくみも重要でございます。これは地

域の資産の価値を高めていくという商店街様や不動産業界様の皆様方の思い、そして
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住んでいらっしゃる皆様方にとっての安心・安全ということも踏まえて防犯カメラは

区独自でも１５１台設置しました。これに加えまして、市全体で設置しているもの、

また警察様が設置しているものもございますので、中央区はかなり防犯カメラが充実

しているエリアとご認識いただければと思っております。  

 次に、２０分の１７ですが、他にも自転車の盗難防止、子どもの見守り活動、悪質

な客引き行為の防止啓発という活動も行っております。特に悪質な客引き行為に関し

ましては、地域の皆様方の盛り上がりもあって、大阪市の条例、そして警察様が一緒

に動いていただけるような形にもなっております。このような形で、客引きに関して

はいたちごっこだと言われながらも、しっかりとやらなかったらもっと悲惨なことに

なっていたと考えますと、やはり皆様のお力とご理解があってこそ条例化ができて、

この啓発活動が今も続いていると思っております。  

 次に、２０分の１８ですが、これは地域の福祉の部分もしっかりとやっております

ということです。在宅、そして介護のネットワークというのは非常に重要で、私も南

医師会様、そして東医師会様、南の薬剤師会、東薬剤師会、それと両歯科医師会様も

合わせまして、地域全体での防災も踏まえて、そして普段の見守りも含めて介護・医

療のネットワークをしっかりやっております。先週の木曜日の夜９時から副区長と私

２人でお医者様が主催する、お医者様のための防災講座に参加させていただいて、し

っかり勉強させていただきました。夜の９時からというのはお医者さんの診療が終わ

ってからということで、熱血のお医者様方が集まっている会議で、南医師会、そして

東医師会の会長様も参加されていました。地域の医療のあり方、そして防災における

医療のあり方はどうなのかというのを、最新のデータを使いながら、神戸の実際に震

災で活躍されて今は震災医療の第一人者となられている方の講演でした。このように

地域の福祉はふだんの平時の医療の部分と安心・安全のネットワークに加えて、いざ

というときの安心・安全のネットワークも考えておかなければいけないというのが、

医師会様の皆様方のお考えでございます。区役所としましても福祉のネットワークだ
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けでなく、防災のネットワークにもいざ、いきなり切り替えられるよう意識して取り

組んでいます。 

 次に、２０分の１９ですが、在宅の安心・安全マップや、区内１７地域に地域福祉

コーディネーターを配置していることです。前の橋下市長のときに、予算が半減し、

皆様方もえーっというふうになったのを、今は７割ぐらいになっているところです。

このような形でしっかりと、やはり必要なものは必要だということは訴え続けて、予

算の中でしっかりと議会の承認を得て進めてきたということで、ステップバイステッ

プで議員の先生方にもご理解をいただきながら、前に進めてきたということでござい

ます。その他、区役所の職員向けに、手話の研修も実施いたします。このような形で

今、区役所が大きく変わってきたというその第１期を４年７か月で担わせていただい

たということでございます。  

 手短に、簡単ではございますが、第１回目ということで、いろんな公募区長さんが

いました。問題を起こした区長さんもいましたけれども、私ども中央区は、そういう

ことなく４年７か月の任期を全うすることができました。これもひとえに皆様方のお

かげであると考えております。次の区長になりましても、中央区長という役割は変わ

らずこれからも未来永劫続いていくと思っております。引き続き中央区のために全力

を尽くしてまいりますので、皆様方からもご協力、ご指導、ご鞭撻賜りたいと思って

おります。  

 そして、最後でございますが、広報紙の裏面にも書かせていただいています。ほと

んど同じスライドを使わせていただいたので、先ほど皆様方がご覧になったスライド

は大体こちら、広報紙の中に残っております。もし、よろしければ記念にしっかりと

これは保存いただければなと思っておりますので、お願いしたいなと思っています。

ここに挨拶文を書いておりますけれども、私、実は４月１日以降は同じ大阪市の組織

ですが、経済戦略局という経済と文化とスポーツを担当する局に異動することになり

ます。役職としては経済戦略局長ですので、これからの中央区という切り口から考え
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ますと、非常に近い部分、文化の面でも経済の面でも非常に近いと思っております。

何よりも公募で来た理由というものが、やはり中央区というのが市税収入の４分の１

があり、歴史の集積もナンバーワンで、人口増もナンバーワンで、やはり成長の牽引

の区が中央区だと、その区をもしちょっとでもよくすることができたら、大阪全体の

経済や社会がもっと活性化するだろうと思っていました。大したことはできませんで

したけれども、今度はここで学ばせていただいたことを踏まえて、いよいよ経済の分

野、そして文化、スポーツの分野、本丸の分野で今度はまた違った形で皆様方へのご

貢献をさせていただければと思っておりますので、これからも引き続き、よろしくご

指導、ご鞭撻のほどお願い申しあげます。座ったままではございますが、ありがとう

ございました。  

【飯野議長】 

 区役所からの説明は以上ということでいいですかね。 

柏木中央区長様の４年７か月、本当にいいリーダーシップのもとで、職員の方々

と本当に一体となって中央区の色々な改革に取り組まれ、中央区民のため、ひいては

大阪市のためになったかと思います。本当にありがとうございました。  

それでは、ただ今説明のありました平成２９年度の中央区運営方針案及び中央区

の歳出予算案、並びに柏木中央区長様の 4年７か月の振り返りを踏まえまして、これ

らにつきましてご意見とかご質問等をお受けしたいと思います。どうぞ、ご発言のほ

う、よろしくお願い申しあげます。久保さんどうぞ。 

【久保委員】  

 大阪ガスの久保でございます。柏木区長、４年７か月本当にお疲れさまでした。い

ろいろとお世話になり、ありがとうございました。区政会議の前に、７階のトイレを

使わせていただきまして、非常に清潔できれいで、気持ちよく用を足すことができま

した。ありがとうございました。  

 質問はですね、せっかくご説明いただきました４年７か月を振り返ってとは違うこ
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とで申しわけないですけども、資料２の予算のところなんですけれども。Ａ３の縦長

の用紙の裏側のところで、左の番号でいきますと４０番と４１番と４３番なんですけ

れども。４０番と４１番は昨年に比べてかなり予算が増えていて、４３番の総合庁舎

の設備等の改修費なんですが、これがゼロになっているということなんですが。何か

この部分をこっちに変えたとか、そういう区割りで変わっているのか、それとも中身

が今年増えるもの、減るものというふうに考えられたのか、その内容を少し簡単にご

説明いただければというふうに思います。  

【飯野議長】 

 一問一答でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。  

【山下総務課長】 

 座ったままで失礼します。総務課長の山下でございます。ただ今、久保委員のほう

からご質問をいただきました、この４０番、区庁舎設備維持費、４１番、区役所管理

事務事業、及び４３番、区総合庁舎設備等改修費の、今年度から来年度に向けての増

減でございますが、端的に申しあげますと、今柏木区長のほうからご説明ありました

区庁舎の総合改修、トイレを中心といたしまして、こちらのモニターの設備であった

りとか、庁舎の電灯の改修であったりとか、空調設備等の改修をこの２年ほど集中的

にやってまいりました。そのための事業費といたしまして、この４３番の総合庁舎設

備等改修費というものを別建てで設けまして、集中的な改修を行ってまいったところ

でございます。一定、トイレのですね、今６階等で残っています一部の改修を年度内

に完了することをもちまして、この集中的な改修計画というものは一定収束いたしま

すので、本来こちらのほうの費用はそれぞれ４０番の設備維持費、または４１番の管

理事務事業費という形で平準化した形で運用してまいりますので、２９年度につきま

してはこの特別な集中的な改修というものは一旦解消いたしまして、経常経費の中で

引き続き必要なメンテナンスをしていこうということでございます。  

【久保委員】 
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 ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 いいですか。では、ほかどうぞご質問のある方、よろしくお願いします。どうぞ、

大西委員。 

【大西委員】 

 公募委員の大西でございます。同じく、予算案のところでご質問なんですが、１４

番、市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」という項目なんですけれども、

このＤｏ！プラン事業について、詳細をご説明いただきたいということと、あと具体

的な事例なんですけど。自転車の盗難防止のために中央区のほうで今、二重ロックを

推奨されていまして、チェーン錠をいろんなところで配布されていると思うんですけ

ど、私どもはいろんなところで配布を受けることがありまして、実際、自宅のほうに

２個も３個もいただいているような状態なんです。また地域住民のほかの方、いろい

ろヒアリングさせていただきましたら、聞いたことがないとか。１つももらったこと

はないというような偏りが見えているような実態がございまして。実際の配布方法で

すとか、配布場所をどのような形で、また偏りの出ない方向で施策を考えていらっし

ゃるのか。その辺のところ、お伺いしたいんですけども。  

【山下総務課長】 

 ただ今のお尋ねの中で、２つの切り口があって、１つはこの予算案との関係で、予

算を見ていただきますと非常に端的でございますけれども、対２８年度、１，１７８

万６，０００円減額しております。もともと２８年度、２，１２３万８，０００円で

計上いたしておりました事業ですので、ここだけがほぼ半減、半分以上削られている

という形になってございます。こちらのほうは市の全体予算のシーリングの中で、実

は中央区も３％は減額するという命題がございまして、その中で一方では安全・安心、

あるいは福祉見守り、あるいは地域活動の充実といったものを求めながら、一方で見

直すべきところは見直しをかけていこうということで、種々内部で検討いたしました
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結果、例えばミナミの全域におきまして啓発指導員ということで、いわゆる民間の指

導員の方にいわゆる違法駐輪をされる方に対する啓発活動を行うパトロールをこの間

実施しておりました。一定、今建設局さんのほうでミナミエリア、千日前通りであっ

たりとか、あるいは最近は西横堀川のところに大規模な駐輪場を整備していただいた

りとかいうことで、一定そういう受け皿はできてまいりましたので、いわゆる面的な、

広範囲な啓発活動から、引き続き集中的な指導の取り組みが必要となり、例えば南海

難波駅前であったりとか、千日前のアムザ１０００の前の違法駐輪であるとか、そう

いったところに啓発を特化いたしまして、あとはできるだけ建設局の皆さんのほうで

即時撤去を集中的にやっていただくことによって事業をそちらのほうにシフトしてま

いりたいという形でこちらの予算を大幅に、事業の選択と集中をさせていただいたと

いう形になってございます。  

 あと、もう１つおっしゃっておられましたいわゆる自転車防犯のチェーン錠の件に

つきましては、こちらのほうは、事業項目でいくと４番の地域安全防犯関係事業とい

うところで啓発物品等、購入をしておりまして、その辺の配り方等につきましては、

事業担当からご説明をいただく形になると思いますので。  

【森本市民協働課長】 

 市民協働課長の森本です。よろしくお願いします。二重ロックの推奨は確かに区役

所としてもさせていただいておりまして、毎月第１、第３月曜日と、それと月の２６

日などに、ダブルロックを推奨するキャンペーンとしてロックロック・ツーロックキ

ャンペーンをしております。主には区役所の前で来庁者の方や区民の方にお声をかけ

てお配りをしているというような状況ですが、あとは出かけていってのキャンペーン

ということで、例えば船場センタービルやスーパーのライフさんの駐輪場、ロイヤル

ホームセンターさんとか、そういったところでも実施をさせていただいているところ

です。 

 今、ご指摘で２つ、３つお持ちいただいているということなんですけども、基本的
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にご希望があればお渡しをしているというような状況です。  

 一方で自転車盗にあわれる方の４割近くが無施錠、そもそも１つのロックもしてい

ないというような状況ですので、ツーロックの啓発と合わせまして、まずは鍵をして

くださいということもあわせて啓発していきたいと考えております。以上でございま

す。 

【飯野議長】 

 いいですか。 

【大西委員】 

 はい。 

【飯野議長】 

 ほか何か質問をお受けしたいと思います。質問並びにご意見等。どうぞ会長。 

【石井委員】 

 老人会の石井ですけど、前回に質問しました特別養護老人ホームで、さくらがあり

ましたが、中央区の人ばっかりが入っているかと思ったら、中央区以外でも入ってい

るというお話しでしたが。中央区と他の区の率がわかりますかね。どのぐらいの率で

入っているかというのは。わからない。そうですか。齋藤副区長はこの前、中央区以

外の人が入っていますよとおっしゃっていましたけど。  

【齋藤副区長】 

 特別養護老人ホームは基本的には終のすみかですので、特別養護老人ホームの「さ

くら」に入ると原則として中央区に住民を移すことになり、もとどこにお住まいかわ

からないことになります。逆に、中央区民の方が他区の特別養護老人ホームにたくさ

ん入っておられることも事実です。特別養護老人ホームのある場所が近いほうが家族

の方も行きやすいから、地域内にあったほうがよいのですが、入所待機されている方

が何倍にもなりますのですね。場所は選べないというのが本音のところです。以上で

ございます。 
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【石井委員】 

 そうらしいな。わかりました。 

【飯野議長】 

 どうぞ。 

【浦野委員】 

 社会福祉協議会の浦野でございますが、昨日の朝日新聞の朝刊の記事に待機児童に

関しての記事が載っておりましてですね。大阪市は２０１７年度末、待機児童ゼロを

達成できるということが書いてあったんですが、事実でございましょうか。いかがで

ございますか。 

【吉村保健福祉課長】 

 保健福祉課長の吉村でございます。大阪市として、待機児童をゼロにしていくとい

う姿勢、市長もですね、区役所の中にも保育施設をつくるんだという意気込みも見せ

つつ、さまざまな特別対策をこの平成２９年度予算で今、議会に上程しているわけな

んですが、例えば、募集をしても保育事業者が応募に来ないというようなところも考

えますと、いろいろ対策は打っているんですが、必ずいけるかというと現場の肌感覚

としては難しい部分もあるかもしれません。しかし、今の段階からできませんなんて

いうことは言えませんので、待機児童ゼロに向けて、中央区も情報収集なりしていき

たいというふうに思っております。以上です。  

【浦野委員】 

 中央区はどうなんですか。  

【吉村保健福祉課長】 

 中央区は、予定どおりに、保育事業者が応募してきてくれましたら、それなりに解

消はしていくと思います。３歳から上の利用保留児童数は比較的少ないんですが、０、

１、２歳というところは多ございます。そのあたりにつきましては小規模保育施設も

できておりますので、事業者が応募してきていただければそういう部分も解消できて
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くるかと思うんですが、今、募集中でございますので、これの動向いかんによるかな

というふうに思います。 

【飯野議長】 

 いいですか。 

【柏木区長】 

 市長がゼロにすると言っている限り、行政といたしましては、とにかくゼロにいた

しますので。確か２３名が中央区で公表している待機児童という形になっています。

この待機児童につきましては、何があってもゼロにするということで１年間しっかり

と取り組んでまいります。もちろん、それは現区長であろうと、次の新しい中央区の

区長になろうとも、そこの部分はぶれることはございません。しっかりと取り組ませ

ていただきますので、よろしくお願い申しあげます 

【浦野委員】 

 ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 どうぞ前田委員。 

【前田委員】 

 非常に風通しがよくて、よい区になってきておりますので、次の区長さんにこの体

制をぜひつないでいただけるように、その点を十分に説明して次につないでいただき

たいと思います。 

 それから、もう１つ要望なんですが、市長さんの方針として、女性活躍促進を今、

非常に言っておられます。私も、その男女共同参画推進会議などで市の方へ出ており

ますけど。人事のことを私が余り言うのはあれですが、中央区においても、やはり女

性の地位の向上というか、そういうところを考えていただきたいのと。それからワー

クライフバランスで、企業においては第４週目の金曜日を半ドンにしようということ

も出てきていますので、市長さんが、この間リーディングカンパニーの表彰式にも市
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長として出ておられましたけど、やはり行政も一緒になって、民間ばっかりにそれを

やりなさい、やりなさいと言うんじゃなくて、行政も一緒になってやらないとだめだ

と思うんですね。そのあたりをぜひ中央区においてもやっていただきたいというのが

要望です。  

 それともう１つ、予算案で、まちづくり推進費は大阪市の中で中央区が使えるのは、

何割ぐらいになっているんでしょうか。４億２，７００万円中央区が使えますよね。

これは、大阪市の中で、中央区が使える予算って何％ぐらいになっているんでしょう

か。もし、今わからなかったら、また後日でも結構です。教えていただけたらと思い

ます。  

【柏木区長】  

 パーセンテージでいうと物すごく小さくなります。市の一般歳出予算が約１兆７，

０００億円でございますので、１０％で１，７００億円、１％で１７０億円というこ

とを考えますと、４億円というのは、そういう意味でいうと物すごく少ない部分とな

ります。  

【前田委員】  

 大阪市全体の予算の中で、まちづくり推進費にあてる予算のうち、中央区がどのぐ

らい使えるかというのを聞きたい。  

【柏木区長】  

 きっちりと計算してご報告させていただきます。  

【飯野議長】 

 どうぞ。 

【堀井委員】 

公募委員の堀井でございます。現在民生委員児童委員もさせていただいておりま

すけれども、地域福祉コーディネーターと民生委員さんとのコミュニケーションがな

かなかできていないと思うんです。だから、まだ地域にも深く浸透していないと思う
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ので、今後、民生委員と福祉コーディネーターが一緒に何か企画してやるとか、そう

いうものを深めていただきたいと思っております。 

【飯野議長】 

 どうぞ。 

【吉村保健福祉課長】 

 地域福祉コーディネーターさんと民生委員さんとで、例えば見守りに一緒に行って

いただく場合に、なかなか日程が合わないとかいうようなところもあるようには聞い

ております。一方で、勉強という意味で研修会を実施させていただいておりまして、

先日開催した研修会では一緒に来ていただくといったこともやっております。引き続

き連携がうまくいくように行政としてもサポートしていき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】 

 この件に関しましては、ちょうど民生委員協議会の千田さんがいらっしゃいますの

で、何かご意見があればお伺いしたいと思います。  

【千田（守）委員】 

 先ほどお話しがありました地域における要援護者見守りネットワーク強化事業とい

うのを平成２７年度から始めさせていただきまして、今どんどん、どんどん増えてお

ります。ちょうどこの前、３回目の名簿が新しくできあがりまして、その方々を中心

に民生委員と、先ほどお話しのありました地域福祉コーディネーターの方と一緒に見

守りをするんですけども。コーディネーターの方はうちの桃園地域でもお１人ですが、

見守り対象者はだんだん人数も増えてきまして、今１９０名ぐらいになっておられる

んじゃないかと思います。民生委員が我々のところには９名おりますが、対象者はど

んどん増えていく一方で、今後どうすればいいのかなと思っているんです。それとあ

くまでも、この要援護者見守りネットワークというのは、見守り相談室から対象とな

る高齢者や障がい者の方に同意書を求めて、同意をされた方のみ名簿を提出させてい
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ただいていると思うんです。地域包括支援センターにもお聞きしましたら、現実とし

ては、同意されていない方のほうが圧倒的に多いということでございます。まだまだ

高齢者の方が多いので、今後どのようにしていったらいいのか、僕もわからないので

行政のほうにお聞きしたいなと思います。 

 それと、いろいろ問題になっております生活保護とか、緊急援護資金につきまして、

この歳出予算案の中で、その部分は、このライフステージに合わせたまちづくりの費

用の中に含まれているのであれば、その比率はどのぐらいになるのか教えていただけ

ませんでしょうか。 

【吉村保健福祉課長】 

 はい、見守りネットワーク強化事業で同意されていない方がたくさんいらっしゃる

ということですよね。同意書を送りますと、半分ぐらいはちゃんと返ってきてその大

半は同意されている方なんですが、返信がないとか、拒否されている方がいらっしゃ

るのも事実ですので、これらについては区社協にございます見守り相談室を中心にま

た粘り強く働きかけていきたいと思っております。  

 あと、生活保護に関する予算というのは、この中央区の中の予算ではなく、福祉局

のほうの予算で統括的にやられておりますので、この中には入っておりません。また、

その額が幾らかというのは、ちょっと手元に資料がないので申しわけございません。  

【飯野議長】 

 いいですか。ほか、何かご質問等あればお受けしたいと思います。どうぞ。  

【吉野委員】 

 区長さん４年７か月大変ご苦労さんでございました。民間区長でどうなることかと

危惧していたんですが、見事に職員の方を含めて中央区の区政を大きく変えていかれ

たなと。予算に関しましては、なかなか厳しい中で、今年の予算を見ても画期的な予

算組みというのは難しいというか、前年比でいうとそんなに増減はないわけですけど。

ただ、ここに書かれているもてなしの部分については、本当に、従来の役所ではでき
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ない形で、具体的な成果を出されたんじゃないかなと思っております。にぎわいに関

しても、船場はたくさん力のある企業があるので、区としても取り組まれたらどうで

すか、ということで、その辺にも着手をされました。私はこの企業の集積からすると

まだまだやれるんじゃないかなと思いますけれども。区の事業としてどこまでできる

のか、本庁の仕事じゃないかという区分けが難しいと思うんですけどれも。非常にい

い成果を残されて、当初、数値目標云々とか、評価が云々という議論が出ていました

けど、やはりそればかりやっていてもそぐわない区の実情もあるんだなと思いますの

で。少なくともこのもてなしとか、あるいは区の今の体制をぜひ新区長になっても、

一気に従来の役所型じゃなくてですね、新しいこのシステムをぜひ継続していただき

たいなということを最後に私のほうからもお願いして終わりたいと思います。よろし

く。 

【飯野議長】 

 継続してもらいたいという要望でございましたので。  

【齋藤副区長】 

 副区長の齋藤です。生活保護費のお尋ねですけど、これ区役所の予算ではなく、福

祉局で予算計上しており、大体大阪市の一般会計予算の１６％強を占めます。  

２，８６４億１，８１７万円ということで、国庫補助が４分の３入りますから、大阪

市の税負担４分の１です。保護の動向は大阪市全体でも中央区も同様ですが保護の適

性化を図っており、保護率はおおむね落ちつつあります。  

 それから、緊急援護資金については、大阪市の予算では平成２９年度新たな貸付金

として計上しておらず、また、民生委員児童委員協議会で行っている事業になってお

りますのでご理解をお願いいたします。この緊急援護資金については、民生委員の

方々のほとんどお手を煩わせることなく、貸付金の執行額についても非常に少なくな

っていくと思います。ただ、一旦お貸ししたお金がなかなか返ってこないということ

で、毎月民生委員の会長会の報告でかなりの金額が残っているということは会長もよ
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くご存知ということでお願いいたします。以上でございます。  

【飯野議長】 

 ありがとうございました。それでは大阪商工会議所の松本様、何かご意見があれば。 

【松本（孝）委員】 

 今日はありません。 

【飯野議長】 

 わかりました。どうぞ。  

【坂野委員】 

 失礼します。私は中央区体育厚生協会から参加させていただいているんですけれど

も、なかなかスポーツとか健康面の話しにはいかなかったので、発言が少なかったと

思うんですけれども。今度、区長さん、経済戦略局でそちらのほうも担当してくださ

るということですので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 それから、１つお聞きしたいんですけれども、私、玉造地域に住まわせていただい

ておりまして、玉造の社会福祉協議会の校下センターを使わせていただいております。

そこは集会所が２階になっておりまして、１階には和室と台所があるという形になっ

ています。月に２回、老人の方たちの食事サービスとか、百歳体操とか、そういうの

があるんですけれども。センターの２階に上がるのに、玉造の場合は細い急な階段を、

上がっていくんですね。エレベーターをどこかに付けられないか、いろいろ皆さんと

協議しているんですけど、なかなか難しい現状がありまして。それで、１階に集会所

ができたらいいとは思うんですけれども。そういう改築になりましたらえらい費用が

かかると思いますので、なかなか地域の力だけでは難しいかなと思うんです。そうい

うところは行政のほうで、どういうふうに支援といったらあれですけど、考えていた

だいているのかというのをお聞かせ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。着席にて説明させていただきます。老人憩の家と地域集
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会所ということでのご指摘かなと思いますが、両施設とも非常に老朽化ということが

問題になってきておりますので、大阪市が設置した「公設置」、大阪市が補助金を出

して地域のほうで設置された「民設置」に関わらず、今ちょうど、将来的に安心して

使っていただけるように、まずは地域の方のニーズをお聞きしましょうということで

アンケート調査をさせていただいているところです。  

【坂野委員】 

 知らなかったです。 

【森本市民協働課長】 

 どういった団体の方がどのぐらいの頻度で、どういった目的で使われているかとい

うことを全ての施設、今月中に調査をさせていただく予定をしております。ご指摘の

ように老朽化が進んでおりますので、現状としましては例えば老人憩の家ですと耐震

の改修工事の補助、それから段差改修工事の補助、雨漏りとか壁に亀裂がいっている

とか、老朽に対する、老朽改修工事の補助という制度があるんですけれども、果たし

てそれだけでいいのかどうかも含めましてアンケートの結果を踏まえて、全市的に今

後検討していくということになっております。これからどんどん高齢の方が増えてい

きますので、高齢の方が今後も安心して使っていただけるように、大阪市として、中

央区としてももちろん検討をしていきたいと思っております。  

【坂野委員】 

迅速に対応よろしくお願いします。  

【飯野議長】 

 いいですか。今の件、私も地域振興会の関係でございますので。今課長がおっしゃ

ったように、地域がどのように利用しているか、建物がどういう状態であるか、とい

うアンケートをしていただいているということに、地域としては非常に期待感をもっ

てお答えしていきたいと思っております。 

 医師会の松本先生がいらっしゃいますので、何かご意見等あれば。 
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【松本（淳）委員】 

 仕事の都合で遅れまして申しわけございません。前もっていただきました資料に目

を通させていただきまして、特に我々の職業上、要援護者の見守りネットワーク及び

在宅医療介護ネットワークに関してしっかりと読ませていただきました。区長さんの

出していただいた４年７か月の実績が着実に成果を上げていると思っております。特

に医療・介護の連携、地域住民の方とのネットワークというのはかなり進んでおりま

す。やはり一番の問題は認知症高齢者の方の見守りネットワークをさらに充実させて

いきたい。我々も支援していきたいと思っておりますし、また行政のほうでもよろし

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。それでは、中央区の商店会の会長、一言よろし

くお願いします。 

【千田（忠）副議長】 

 実は今、観光と育成というような形で２つやっているんですけども、気になること

があります。予算取ってもらえたらいいなというのが、インバウンドでたくさんの訪

日外国人が来られております。２，４００万人ぐらいですか。その中で関西は９００

万人というような形なんですけども。今年の春節、中央区に本当に外国人がいなくな

った。今までかなりの数の方が来られていたのに、地方都市がそれだけいろんな仕掛

けをして、地方に流れているということを皆さん方も知っていただきたいなと。やは

り仕掛けが必要ではないかということとともに、前回寄せてもらったときに、子ども

の遊び場がないということで、今、子どもさんが大変遊ぶ場所とかに困っているとい

うお話しをしました。実は商店街を挙げて、今、子どもスポーツというような形で無

償で学校の施設を借り、プロを呼んできて、いろんな競技を小学生さんを主にしてや

っております。そんな中で、できたらそういう応援もお願いできたらいいかなという

ように思っております。大々的に皆さん方に情報発信をしていきたい。子どもさんに、
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例えば、いつ、こんなことをやりますよというのを、どこへ我々が言いにいったらで

きるのかということを教えてもらいたい。常に区役所さんが窓口となっていただけた

ら一番ありがたいんですけど、一つ一つ小学校へもお願いに行くというような今の状

態で、集まるかどうかというのを心配しております。実は４月３０日に舞洲のアリー

ナを貸し切りまして、子どもスポーツということで１０数競技を行います。子どもは

何が好きかなと。サッカーに始まって、野球、バレーボール、バスケットなど、いろ

んなプロに来ていただいて、指導をさせてもらうんですけども。今、どのぐらい集ま

るかもちょっと読めないというような形で。先般、２月２５日に高津小学校でグラウ

ンドと体育館をお借りして、１００名ほどの子どもさん、物すごく喜んでいただいた

んですけど。その集め方も本当に伝わっているのか伝わっていないのかわからないよ

うな状態で、区役所さんの区民だよりに出していただいても１００人ぐらいかな。で

すから、我々は、どこの窓口がいいのかわからないという状況なので、それも教えて

もらえたらいいかなと。また、５月の３日から７日まで、道頓堀で体験というのを行

います。今、物消費から行動消費に変わっている体験を、子どもさんなんかに楽しん

でもらおうかなと。旅行とか行かれない子どもさん、この中央区でおられたら無償で

体験をこの５日間ほどさせてあげたいなと。そのようなことも発信をしたいんですけ

どもできない状態ですので、よろしくお願いいたします。  

【飯野議長】 

 今の千田会長からのご意見等に関しまして、よろしくお願いします。  

【小垰総合企画担当課長】 

 ただ今、千田会長のほうからお話しのございました情報発信の件につきまして、ま

ず最初にご説明をさせていただきたいと存じます。先ほど会長より具体的にお話しの

ありました舞洲での件につきましては、例えば区役所でツイッターなどをさせてもら

うことは可能ですけれども、広報紙となりますと、舞洲ということでもありますので、

広報紙の後ろのほうにございます全市版に掲載するような方向になってくのではない
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かと思われます。そうなってまいりますと、例えばスポーツを所管している部署でご

ざいますとか、そのあたりをご紹介させてもらうという形になってくるかと思うんで

すけれども。ちょっと縦割りな話しでまことに恐縮でございますが、広報紙の最終面

の全市版のほうが好ましいのではないかというふうに思っております。 

【柏木区長】 

 基本的にはそういうことですけれども。まず高津小学校の件は、高津小学校という

ことで広報紙の区のページに載せたほうが効果的だったと思います。参加者は１００

名前後だったようですが、高津小学校のエリアでやるとなると、小学校さんの場合は

大体小学校区で集まってきますので、どうしてもその地域に住まれている方というふ

うになります。高津小学校で１００名となると、全校生徒の半分ぐらいが来ていると

いう計算になりますので、実は結構大きなイベントになっていたのかなと思っており

ます。 

近隣の小学校との連携に関しましては、校長会等で言っても親御さんが一緒に来

てもらわないといけないということもありますので、この部分につきましては、もう

ちょっとやり方を我々も一緒になって考えさせていただきたいと思っております。  

 また、舞洲の件につきましては、多分、私がこれから行く経済戦略局の世界の話し

になるのかなと。スポーツの分野になりますので。全市版に載せると確かに２４区全

部に展開されますので、その意味でインパクトは大きいですが、事前に局のほうと話

しをしないといけませんので。そういう意味で言いますと、これから進め方を含め情

報交換を密にさせていただきたいと思っています。すみませんが、よろしくお願いい

たします。 

【齋藤副区長】 

 ５月は区内の分ですね。  

【千田（忠）副議長】 

 区内のです。 
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【齋藤副区長】 

 原稿の締め切りがもうすぐなので事業内容を教えていただきたい。載せられる内容

でしたら載せさせていただきます。  

【飯野議長】 

 千田会長からのにぎわいとまちづくりに関しまして。市会議員の先生方には最後に

ご意見をと思っていますが、この件に関しまして何かあれば。不破議員どうぞ。  

【不破市会議員】 

 先ほど、千田会長からお話しのありました件につきましては、明日にでも経済戦略

局に電話をさせていただいて、情報発信という形で進めさせていただこうかなと思っ

ております。観光担当あたりにお話しをさせてもらおうかなと思います。お話しのあ

りましたスポーツと観光の両方につきましてお話しをさせていただきます。  

【飯野議長】 

 商店会や地域振興会の件で何かあれば議員としての行動をしていただく場合もある

かもわかりませんので、よろしく。  

【有本市会議員】 

 確かに千田会長のおっしゃるように、地域内でやっている事業であるにもかかわら

ず、地域の方がご存じないということは結構あると思うんです。それは個人がどれだ

け情報を取りに行くかにも関わるかもしれないんですけれども。今でしたらホームペ

ージであるとか、さっきご紹介のあった区政だよりとか、そういうものもあります。

子どもに関することでしたら、各学校に、こんなのがあるということを一言いっても

らえれば、かなり違うと思います。校長先生のご判断というところも出てくるかもし

れませんが、先ほど高津小学校のこともおっしゃっていましたけれども、やはりほか

の校区から来るとなると、その道すがらに事故にあわないかとか、子どもの安全確保

はどうやねんというところで、やはり保護者が一緒に行かなあかんのと違うか、とい

うことも多少出てくるのかもわかりませんけれども。それも学校ごとで行く子がいた
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ら、誰か一緒に行くでって言ってくだされば可能であると思いますから、学校への広

報というのも一定あるのかなというふうに思います。  

【飯野議長】 

 ですね。次、最終また。  

【山下総務課長】 

 先ほど、前田委員のほうからお尋ねのありました市の全体予算にかかわります区役

所の予算の割合につきまして、今調べてまいりまして、お答えをさせていただいてよ

ろしゅうございますでしょうか。 

【飯野議長】 

 どうぞ。 

【山下総務課長】 

 すみません、先ほどは失礼しました。大阪市の全体予算、一般会計、特別会計ござ

いますけれども、我々、一般会計のエリアで予算化しておりますので、２９年度一般

会計、全市の一般会計予算といたしましては、１兆７，６２７億円でございます。そ

のうち、いわゆる２４区の区長が所管しております区まちづくり予算というものがご

ざいます。こちらが２４区全体で４３３億５，９８０万２，０００円、端数、細かく

なっておりますけど、約４３３億６，０００万円ということになっておりまして、い

わゆる一般会計のうちの、大ざっぱに言って２．５％でございます。この中には、実

は区役所の職員の人件費というのが入っておりますので、中央区の場合、この人件費

を込みの金額を申しあげますと、１５億３，３２４万５，０００円というのが、中央

区長が管理をしておる区まちづくり予算でございまして、これは区役所全体の割合の

中の３．５％でございます。 

 ちなみに大阪市の全体の一般会計予算から申しあげますと、０．０８６％というこ

とになっておりまして、一応２４区が平等に割られますと４．１６％というのが平等

な数になるんですけど、人口でありますとか経済活動といったものを加味して配分額
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というのは毎年決められておりますので、私どもは２４区のうちの３．５％の金額を

もって各事業を展開しておるというのが実情でございます。  

【前田委員】 

 ありがとうございます。  

【飯野議長】 

 実に大きな税金を払っている割に、１０分の１も使わせてもらえていないような感

じですな。小垰課長、大体時間は何時まで。 

【小垰総合企画担当課長】 

 大体２時間ということで。  

【飯野議長】 

 わかりました。ご意見など何かあれば。中央区の区政運営全般に関わるご質問等で

も結構かと思います。どうぞ、三味さん。  

【三味委員】 

 もう最後ですのでご報告も込めてお話しさせていただきます。先々月、１月の２８

日に中央区の生涯学習として区全体の交流会を行いまして、皆さん、１年間の成果を

発表してくださいました。区長もお忙しい中来てくださいまして、どうもありがとう

ございました。４年７か月という期間の区長さんだったんですけれども。私、大阪市

のほうにも生涯学習のことで結構全区回らせていただいて、各区の区長さんのご挨拶

とかもお聞きしていて、その中でやっぱり中央区の柏木区長というのはすばらしい区

長というのを本当に自負しまして、よその区でも、うちの区長さんはすごいというの

をすごい自慢してきたんです。よその区の方々も、本当にすばらしい区長ですねとい

うことをおっしゃっていただいていましたので、そういう区長さんとお別れするのは

すごく残念なんですけれども、経済戦略局ということでまた一層のご活躍を期待して

います。よろしくお願いします。  

 ついでにもう１つだけ、宣伝させてください。今、区役所ロビーのギャラリーで生



－37－ 

涯学習の作品展を今週末まで展示していますので、時間がおありの方、区役所にお越

しの際にはぜひご覧ください。７小学校全部はそろわなくて５小学校なんですけれど

も、下のギャラリーで作品展示していますので、私たちの活動を見ていただければと

思います。 

 あと、１つだけお聞きしたいんですけれども。中学校の給食なんですけれども、来

年度から制度が変わって、お弁当か給食かを選択できるというのをお聞きしたんです

が、これは中央区独自のものなのでしょうか。大阪市全体のもの。その理由もお聞か

せいただきたいと思います。それと割合も。どちらのほうがどうなのかもお聞きした

いと思います。 

【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でございます。座ってご説明させていただきます。  

 中学校給食につきましては、三味委員がおっしゃったとおり、中央区に関しまして

は、来年の４月からお弁当か給食か選択できるようになります。これは２４区全て、

そのようになります。今年までは、中学校で給食を小学校から運んでくる学校に関し

て、それまでの間、弁当にするかデリバリーの給食から選べるようになっていたんで

すけれども、この４月からは全ての中学校において弁当にするかどうするかまた選べ

るようになります。 

 割合につきましては、学校によってばらばらですので、一概には弁当を持参する子

が多いとか、従来どおりのデリバリーされた給食をとる子が多いかというのは、言え

ないというふうに聞いております。その方式に変わるという理由なんですけれども、

事業者には、デリバリー給食をする配食業者に安全性の確保とかいろいろな条件が付

加されておりまして、それに対応できる事業者の配食できる弁当の数というのに制限

がありまして、それで全員に弁当を運ぶだけの能力のある事業者がなかなか選べない

というところからそのような形に変わったというふうに聞いております。以上です。  

【齋藤副区長】 



－38－ 

 先ほど三味委員からお話しがあった生涯学習ルームの発表会、１月２８日に終わっ

ていますけれども。そういうことでお話しがありましたので、お帰りの際はエレベー

ターの左が出口でございますけれども、右側に向かっていただきますとギャラリーが

ございます。お帰りのときには、電気をつけておきますので、ぜひご覧いただいて。

芳名帳がございますので、必ずサインをしてからお帰りいただくよう、よろしくお願

いいたします。 

【飯野議長】 

 もういいですね。それでは、ご発言のない方で、阿部さん何かあれば。 

【阿部委員】 

 子ども会の阿部です。１つだけ気になったのが、勉強不足なのかもわかりませんけ

ど。この予算のところの４５番のこどもと地域を結ぶ「きずな」活性化事業というの

を今まで知らなくて。それがどういうものなのかというのと、ゼロになっている理由

をお聞きしたいというのが質問なんです。それと、後になってしまいましたけど、区

長さんお疲れさまでした。今まで長い間子ども会にかかわってきたんですけど、区役

所とは物すごく距離がある感じがしてて。区役所の方ともお疲れさまですとか、こん

にちはは言ったことがあっても、ここ何年かみたいにいろんなことをお話しさせても

らったりということは全然なくて。それはやっぱり雰囲気がすごく変わってきている

というか、変わったんやなというのをすごく感じています。区長が変わられると雰囲

気が変わってしまうのかなというのがあるんですけど、プライスレスな部分でそうい

うものはぜひ残していっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。  

【堀田市民活動支援担当課長】 

 堀田でございます。きずな事業について、私のほうからご説明させていただきます。

こちらのこどもと地域を結ぶ「きずな」活性化事業といいますのは、ボランティアグ

ループさんですとかＮＰＯさんとか、そういった団体の方の発意に基づいて地域と子

どもをつなぐコミュニケーションがもう少し豊かになるようなイベントを企画してい
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ただくような事業で３年間実施してまいりました。  

 １つは地域活動協議会の中でもそういった事業をたくさんやっておられるというこ

と、またいろんなボランティアグループさん、ＮＰＯさんいらっしゃるんですけれど

も、なかなかこの事業に手を挙げてやっていただけるところが見つかりにくいという

ようなところもありまして、一定モデル事業として役割を果たせたのかなと思って、

来年度については一応閉めて、新しい事業としては募集しないという形にさせていた

だきました。以上です。 

【飯野議長】 

 続きまして吉村委員、何かあれば。  

【吉村委員】 

 公募の吉村です。この場に呼んでいただきまして、ありがとうございます。中央区

で子どもを産み、育てて、やっと長男がこの春、義務教育を終えるんです。有本先生

のお話しや千田会長のお話しを伺いまして、本当にライフステージに合わせた子育て

支援をたくさんしていただいて、こんな街なかでありながら、たくさんの地域の皆様

の手を借りて、子育てをしてこれたということを本当に痛感しております。  

 先ほど有本先生のお話しにもありましたように、親がどのような情報を取って、ど

のようなものを子どもに経験させていくかというのは、本当にその親の意識や能力の

違いによって歴然としてきます。舞洲アリーナで企画してくださるようなスポーツの

祭典なんて、経験させてあげたい子どもがたくさんいるんです。ただ、残念ながら引

率に手間がかかる、ちょっと金銭がかかるということに対して、１つ、何かハードル

があるだけで参加できない子どもが本当にたくさん埋もれているんです。何とかして

コミュニケーションをとって、そういった家庭に、こういった情報を届けるにはどう

したらいいのかということを本当に真剣に常々考えているんですが、子どもではなく

て、まず保護者の意識改革を何とかしておこなって行かないと、本当に子どもがしん

でしまうんです。磨けば磨くほど輝く子どもがたくさんいるのに、その子に全く光が
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当たらないというような状況が本当に多いんだということを、ここで子育てしてきて

痛感しております。教育現場で先生たち、本当に頑張ってくださっています。皆さん

もたくさんの手を差し伸べてくださっています。ここでしか多分こういったことを発

言できないんですが、親というフィルターがかかってしまうので、子どもに支援が行

き届かない。直接、子どもに支援を届けてあげるにはどうしたらいいんだろうという

ことが私の子育て中の最大の課題であり、もしよろしければ行政の力を借りて、例え

ばこういったイベントがあるときに引率までも含めて。これは多分甘えている話しだ

と思うんですけど、そこまで踏み込んだ、何か一歩先のものを、教育現場と行政とが

連携していただいて、子どもが安心してこういったイベントに何とか参加できるよう

になればと考えています。多様な文化を受け入れて、本当に中央区というのは、どん

どん大きくなっていっていると思うんです。子どもたちも外国の方々と本当に普通に

コミュニケーションをとり、多様な文化を悩み、自分たちの成長につなげていってい

るんです。こういった広報紙でも、ホームページを見れば多分英語の文章にひっかか

るんですね。いろんなチラシを地域の方が持ってきてくださいます。まず私たちがす

るのが、英語か中国語に訳すということなんです。誘おう、でも親の許可がいるって

なったときに、コミュニケーションツールが日本語のみではないということも大きな

弊害になっています。何とか子どもたちを集めてみんなで連れていってあげようとい

うときに、親の許可とか必要なければ連れていってあげるんやけど、親の許可がいる

ばっかりにその子は行くことができない、連れ出すことができない、経験させてあげ

ることができない。こんなにすてきなことをたくさんやってくださっているのに、そ

の子は経験することができないという。本当に言い方は悪いんですが保護者というフ

ィルターがなければ、こういったイベントにたくさん参加させてあげることができる

のにという、じくじたる思いがあるんです。そこを超えるというのはとっても難しい

ことだと思うんですけども、もし集客力の面とかで、こういったことをしますみたい

な、少し支援というものをプラスアルファしていただけることがあれば。私、ちょっ
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と無策で、どういうふうにすればそういうことができるのかというのは全くわからな

いんですが、もし何かの折にふと思い出していただけて、少し考えていただけること

がありましたら、あのときにあんなこと言ってたなということを思い出していただい

て。いい方法は私は全くわからないんですけど、皆様のお力をお借りして、何かいい

方法がありましたら、いつか実現して、そういった埋もれている子どもに光を当てて

いただけたら大変ありがたいなと思います。ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 今のは要望なり、ご意見ということで。だけど、青少年指導員とかいろんなの見て

いましたら、具体的に動けばできることじゃないんですかね。今、区役所だけに言っ

たところで何もできない。学校に言っても、先生方は教育のほうが中心だから。今お

話しになったことを具体的になるような行動に移せばできるように思いますけどね。

ちょっと私にもわからない。行政も今すぐにというのは答えにくいでしょうから。  

 松谷委員、何かあれば一言。 

【松谷委員】 

 吉村委員の熱いお話しの後に、どうしようという感じなんですけれども、まずは柏

木区長どうもお世話になりました。どうもありがとうございました。私、中央区内の

大学で教員をしておりますが、学生をいつも地域のボランティアなどに連れていくん

ですけれども。特に橋洗いのときなんか率先して働いておられるのは柏木区長みたい

な感じで。いつもバケツを持って走り回っておられるという。そういうイメージが学

生のほうにもすごくありまして。やっぱり何かを変えていくというときには、ああや

って、ちゃんとバケツを持って走らないといけないんだよというふうに、いつも言わ

せていただいているんです。私も中央区民でして、住んでおりますけれども、本当に

区役所の中、１階の住民票をいただいたりとか、いろいろそういうところがすごく変

わったなという気は本当にしております。皆さんも、おっしゃっていますけれども、

新しい区長さんになっても、ぜひこの風土を続けていただければいいなというふうに
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思います。どうも、約５年間、ありがとうございました。  

【飯野議長】 

 それでは、皆さんのご意見なども一通りお聞きかせいただきました。市会議員の先

生お二人に来ていただいております。今後の中央区政とかいろんな面で、やはり地域

と一体になっている中央区選出の市会議員の方が一番よく中央区を知っていただいて

おります。そして大阪市の中で中央区をどうするかということも踏まえまして、先生

方のご助言をお願いしたいと思います。  

 まず、有本議員からお願いいたします。  

【有本市会議員】 

 皆様、本当に長時間にわたりまして、お疲れさまでございます。また、柏木区長に

おかれましては４年７か月、本当にありがとうございました。先ほどご紹介の中にあ

りましたように、１か月遅れで公募区長でいらっしゃると。そんなにもったいぶって

どんな人が来られるんやろうって思っていたんですけれども、初めてお会いしたとき

に、この方なら大丈夫じゃないかなという印象を、まず二重丸ぐらいつけました。そ

の後、月日を重ねるごとに区政に対する姿勢などを拝見しておりますと、本当に今ま

での区長と比べたら怒られますけれども、行政区長とはまた違う視点もお持ちの中で、

本当に真摯に取り組んでいただけたのかなというふうに思っております。公募区長の

中には、皆さんもご存じのように経歴詐称であったりとか、セクハラなどがあったり

とかで、任期途中でやめられた方も結構たくさんいらっしゃるんです。局長クラスに

もそういうふうな方もいらっしゃるし、いろんな方がいらっしゃって、公募制度自体

にちょっと疑問符がつくところもあったんですけれども、その中でも柏木区長はピン

からキリのピンの方であったので、中央区としては本当に幸いであったなというふう

に思っております。だから、次に来る区長がどうかというところが多分皆さんの一番

の関心事であろうかと思いますけれども、実は港区で７年間区長をお勤めの田端さん

という方なんです。行政マンです。行政畑一筋で来られた方ですけれども、その方が
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今度、新区長として４月から着任されるようになります。港区の議員からちょっと伝

達で受けているのは、田端さんもすごく地域の方々とのつながりを大事にする方だと

いうふうにお聞きしております。柏木区長を見ておられたらちょっと物足りないとい

うふうなご意見も出るかもわかりませんけれども、真摯に区政に取り組んでいただけ

ることは間違いないのではないかなというふうに思っております。  

 柏木区長におかれましては、先ほど出ておりますように経済戦略局長ということで、

スポーツであるとか、観光であるとか、文化の振興であるとか、産業振興とか、いろ

んなところを所管している局でございますので、中央区とは切っても切れないという

か、中央区とは縁が切れない運命でいらっしゃるのかもわかりませんけれども、そう

いうところにおつきになりますので、今後とも中央区のためにいっぱい働いていただ

けるのかなと思っております。過去には市長が商店会とのかかわりをなおざりにする

ようなことがありましたけれども、ぜひとも商店会振興策を復活させていただいて、

しっかりとバックアップをしていただきたいなというふうに思っております。  

 これからの中央区政の課題といたしましては、人口の増加対策による学校の用地確

保、それから増築ですね。あと、保育所の待機児童対策とか、ミナミの環境浄化対策

とかいろいろと、やはり昼間人口の多いところでございますので、いろんな都市イン

フラの整備とかいろんなことが出てくると思いますけれども、田端区長にはしっかり

と伝達していただきまして、こういう流れを途切れることなく継続できるようにお伝

えいただけたらなというふうに思っております。本当にお疲れさまでございました。

ありがとうございました。  

【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。  

【不破市会議員】 

 市会議員の不破でございます。今日は本当に、皆様お疲れさまでございました。貴

重なご意見をたくさんいただきまして、私どもも参考にさせていただきながら、より
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よい市政をめざしていきたいと思います。  

 私のほうからも、柏木区長の４年７か月ということで。私、去年の３月末まである

団体の会長をしておりました。６年間させていただいている中で、３年７か月柏木区

長と意見を交わしながらさせていただいておりまして、いろんな思い出があります。

確かに前市長がかなりの大ナタを振るった部分で、実際、団体運営をしていくにも予

算が３分の１まで減らされて。さあどうしようかと言ったときに、区長のほうも真摯

に話しを聞いていただきながら、会の運営にご尽力いただいたということについて、

本当に感謝しかないというのが本音のところであります。ただ、柏木区長だけではな

く、本当を言えばチーム柏木であります。齋藤副区長をはじめ区役所の皆さんの協力

があったからこそ、柏木区長がまた目立ったという部分もあると思うんです。この３

月末をもちまして、齋藤副区長もご退職予定ということです。本当によく民間から来

られた柏木区長と行政マンであった齋藤副区長が二人三脚でしっかりとやっていただ

いたということに関しましては、さすがに中央区であったなと。私自身も、この議員

の世界に入ってからでも、そういったことがたくさん感じられることがありました。

本当にお疲れさまでしたというよりも、これからが柏木区長にとって、経済戦略局長

という吉村市政の大きな目玉になると思うんです。これからの大阪というのは、観光

都市をめざすということにおいては非常に大切なキーマンになってくると思います。

柏木区長の采配で、商都大阪の復活ということになっていったらということを思って

おります。 

 それと、ちょっとお願いなんですけれど、今までずっと鳴っておりますオルゴール

の音楽を継続してほしいなと。これもよろしくお願いしておきます。それと、先ほど

モニターで見ていただいたところにもありましたラジオ体操とかですね。本当に職員

の皆様、地域の方々と大阪のど真ん中でそういうことをやっておられたということ、

ほかの２３区の方々にも、もっとアピールしてほしいなというところもあります。 

 ちょっと話しが変わるんですけれど、前回の区政会議でありました民泊のことにつ
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きましても保健所のほうの立場で、いろんな苦労をされているとは思うんですけれど

も。一方、経済戦略局で民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチームを立ち上げ

ておりますので、中央区内でもホテルラッシュということでたくさんホテルが建って

いるんですけれども、宿泊所が足らないということで合法的な民泊というのも増えて

くるとは思います。とはいえ、やはり住民とのトラブルがないように、そういったと

ころもしっかりと考えていただきたいというのは、経済戦略局長としての、新たな仕

事もありますので、そういったことにつきましても頑張っていただきたいなと思いま

す。 

 それと、ちょっとＰＲなんですけれども、私、交通水道委員会に入っておりまして。

交通局が今度の４月から２４０円区間、２区間目なんですけれど、それを１０円値下

げするということで２３０円になります。システム変更で約５億円の費用がかかるん

ですが、市民に少しでも乗っていただく回数が増えるように、一番利用回数が多い２

区間目を１０円ですけども安く乗っていただけるようにということでやっております。

実は８日から予算市会が始まりまして、有本先生もそうなんですけど、６常任委員会

がスタートするということで、１人１時間以上の質疑時間をもって、予算についても

しっかり議論していきたいと思います。  

 有本先生からもありましたけれども、４月１日から田端区長が来られます。本当に

お願いしたいのは、柏木区長と同じと思わずに新たな田端区長が来るという視線でお

いていただきまして、温かい目で見ていただきまして、柏木区長が同じように出てく

るということはないと、くれぐれもご理解いただきますように私からもお願い申しあ

げまして、簡単ではございますけども、最後の助言ということにさせていただきたい

と思います。今日はどうもお疲れさまでございました。 

【飯野議長】 

 今日はどうもありがとうございました。もう終了の時間となりました。本当に委員

並びに市会議員の皆様、長時間にわたりましてご議論本当にありがとうございました。
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これをもちまして、本日の区政会議を終了させていただきたいと思います。  

 マイクをそちらのほうにお返しします。 

【小垰総合企画担当課長】 

 飯野議長をはじめ各委員の皆さん、大変貴重なご意見をいただきまして、誠にあり

がとうございました。お帰りの際は、１階におりてエレベーター右側に、先ほどのギ

ャラリーがございますので、そちらをご覧いただきまして、お帰りいただければと思

っておりますので、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。  


