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平成30年度 第１回中央区区政会議 会議録 

 

１．日 時  平成３０年８月２日（木）午後６時３０分～午後８時３０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） 

池永委員・石井委員・伊藤委員・岩﨑委員・浦野委員・岡本委員・荻野委員・ 

慶元委員・関根委員・千田委員・西村委員・平田委員・藤本委員・藤原委員・ 

松谷委員・牟田委員・山本委員 

（市会議員） 

有本議員・不破議員 

（中央区役所） 

吉村区長・木口副区長・山下総務課長・太田総合企画担当課長・ 

岡田市民協働課長・北邑市民活動支援担当課長・宮沢窓口サービス課長・ 

田島国保収納担当課長・吉村保健福祉課長・楠保健担当課長 

４．議題 

   （１）平成29年度運営方針の振り返りについて 

（２）中央区将来ビジョンの策定について 

５．会議次第 

  （１）開会（吉村区長あいさつ） 

（２）議題（平成29年度中央区運営方針・中央区将来ビジョンについて） 

（３）その他（中央区制30周年記念事業など） 
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平成３０年度第１回中央区区政会議 

平成３０年８月２日 

 

【太田総合企画担当課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成３０

年度第１回中央区区政会議を始めさせていただきます。本日はお忙しい中、また、お暑い

中、ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます総合企画担当課長の太田でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。座ったままで、失礼いたします。 

 開会に当たりまして、吉村中央区長よりご挨拶を申し上げます。 

【吉村中央区長】  区長の吉村でございます。本日は何かとお忙しい中、またお暑い中、

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。平素より委員の皆様におかれ

ましては、中央区政の推進に何かとご支援、ご協力を賜っておりますことを、この場をお

借りし厚く御礼を申し上げます。 

 ４月に就任し早４カ月がたちまして、この間、積極的に地域に寄せていただき、さまざ

まな行事に参加させていただきながら、地域の状況の把握に努めてまいりました。また、

この間、６月１８日に大阪北部地震が発生し、市全体として職員全員が動員体制となる中

で、区としても災害対策本部を設置して、私が本部長となり、情報収集、対応に努めたと

ころでございまして、区長の重責を痛感したところであります。大規模地震が現実に起こ

ってまいりますと、課題といいますか、いろいろ対応をきちっとしなければならないこと

や、準備しなければならないことが見えてまいりまして、今後、そうした課題等をしっか

りと洗い出して対応を図り、万が一に備えていきたいと思っている次第でございます。 

 さて、区政会議において委員の皆様方からご意見をいただく事項というのは、条例上３

つございまして、その１つが中央区の主要な施策、事業の実績及び成果に対する評価等に

ついてでございます。今回、議題の１に上げさせていただいておりますのが、それに当た

りまして平成２９年度の中央区の運営方針に基づく主要な取り組みについての実績や自己

評価について説明させていただき、それらについてご意見を賜るよう、議題を設けさせて

いただいております。 

 そして、区政会議において委員の皆様からご意見をいただく２つ目としましては、区の

総合的な計画に関することでございまして、議題の２つ目の中央区将来ビジョンがそれに
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当たります。これまでの中央区の将来ビジョンの計画期間が平成２５年から２９年でござ

いまして、今回平成３０年度以降の将来ビジョンの策定についてご提案いたしますので、

ご意見を賜りたいと考えております。 

 あと、区政会議において皆様からご意見をいただく事項の３つ目は、中央区におけます

主要な施策、事業の中身プラス、その予算についてということでございますが、これにつ

いては、本日は議題としては上げさせてはいただいておりません。そういうことで、本日

は２つの議題についてよろしくお願い申し上げます。 

 それと、その他としまして、１点ご報告させていただきたい事案がございます。それは、

今年度この中央区は、旧の東区と南区が合区しまして３０周年を迎えるという節目に当た

ります。３０周年を記念いたしまして、今の中央区のよさや、魅力を発信していき、にぎ

わいをさらに高め、また地域の住民の方の愛着を深め未来へとつないでいく、そういう記

念事業を実施したいと考えています。そうした記念事業は区役所だけでなく、区全体とし

て盛り上げていかなければならないと考えており、区役所と地域の主要な団体の皆様方と

で、このたび実行委員会を立ち上げまして、今後、その実行委員会のもとで取り組みを進

めてまいりますので、本日はこの３０周年の記念事業につきましてもご報告させていただ

きます。 

 いろいろと案件がございますが、皆様方におかれましては忌憚のないご意見を賜ります

よう重ねてお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願い

します。 

【太田総合企画担当課長】  区長、ありがとうございました。 

 それでは、議事に入ります前に、まず、会議資料の確認をいたします。お手元に用意し

ております資料と事前にお送りしています資料とをあわせてお確かめください。もし、不

足の資料がございましたら、遠慮なく申し出てください。すぐにお持ちいたします。 

区政会議につきましては公開の会議でございます。傍聴や取材の許可をしておりますこと、

また、会議録作成用の録音や写真撮影などについてご了承いただきますようお願い申し上

げます。 

 そして、ここで委員の交代についてご報告いたします。中央区女性団体協議会から推薦

をいただいたおりました中澤様が所属団体の役員交代となりましたことから、今回より新

たに関根様が委員として推薦されましたので、本日より参加いただいております。関根様、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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【関根委員】  関根でございます。よろしくお願いいたします。 

【太田総合企画担当課長】  ありがとうございます。また、区役所側も４月の人事異動

等で前回のメンバーから変更がございますが、時間の制約もありますので、資料に添付し

ています座席表で、ご確認いただきますようお願いいたします。 

 それでは、議事に移ります。これより先の進行につきましては、伊藤議長にお願いいた

します。伊藤議長、よろしくお願い申し上げます。 

【伊藤議長】  皆さん、こんばんは。お暑い中でございますけれども、ただいまから議

事に入らせていただきます。最後までご協力のほど、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

 ここからはちょっと座らせていただいて、議事を進行させていただきます。 

 まず、本日の区政会議につきまして、委員定数２０名のうち、現時点で出席者は１７名

でございます。条例第７条に基づく定足数である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上げます。 

 それでは、議題１の平成２９年度中央区運営方針の振り返りについて、区役所のほうか

らご報告をお願いいたします。 

【太田総合企画担当課長】  それでは、議題１の平成２９年度中央区運営方針の振り返

りにつきまして、ご説明申し上げます。お手元資料の右肩に、資料１－１と表示していま

すＡ４横長の資料をご覧ください。またあわせて、よろしければスクリーンのほうにも投

映しておりますので、参考にしていただければと思います。こちらの資料は、平成２９年

度の運営方針の自己評価の結果の概要版でございます。戦略ごとにめざすべき将来像と、

それに向けての平成２９年度の取り組み、自己評価を１枚に整理してわかりやすくまとめ

たものでございます。分厚い本資料をまとめたものでございます。この資料に沿いまして、

担当課長より順次ご説明申し上げます。 

 今回の平成２９年度の運営方針より、委員の皆様から２４区共通のシートにより評価を

いただくことになりました。本日は皆様から意見をいただくとともに、これから説明する

区役所の取り組みがめざすべき将来像に有効であったかどうかについて評価をしていただ

きたいと思います。方法は、お手元にある平成２９年度中央区区政会議委員評価シートと

タイトルのあるＡ４裏表１枚もののシートに丸印を記入していただきます。区役所からの

説明をお聞きになり、「思う」、「やや思う」、「思わない」など、該当する箇所の丸を記入

していただきます。また、これから説明する資料は、表紙を除きますと１２ページありま

す。質問やシートへの記入がスムーズに進みますよう、説明は４ページごとに一旦終え、
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ご質問・ご意見と評価シートへ記入する間をとりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、早速、最初の４ページをご説明申し上げます。まず、表紙をめくっていただ

きまして、資料の２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 経営課題１、戦略１－１、人が集い、にぎわうまちづくりについてご説明を申し上げま

す。 

 この課題のめざすべき将来像は、その資料、左上にありますように、商店会や企業等と

連携、協働して、中央区の持つ商店街の魅力や歴史的、文化的資源等を発信することによ

り、より多くの人が集い、区内全域がにぎわっている状態でございます。 

 その将来像に向けまして、平成２９年度の取り組みとして、１つ目ですが、にぎわいス

クエアを開催いたしました。ミナミのとんぼりリバーウォークにおきまして、平成２９年

７月１５日と１６日に開催し、２日間で４万人もの多くの方にお越しいただきました。 

 ２つ目の取り組みとして、多言語対応のイベント一覧マップを１万５,０００部作成い

たしました。日、英、中、韓の４か国語で作成し、国内のみならず海外からのお客様にも、

来阪された際のイベントめぐりに役立てていただきました。 

 ３つは、情報サイト「大阪中心」を活用したにぎわい情報の発信です。これは、スマー

トフォンなどから簡単に中央区の観光名所やイベント情報、グルメ情報などの最新情報を

ご覧いただける多言語対応の情報サイトです。平成２９年度は、月平均で４万７,０００

回を超える閲覧ページ数となっており、国内外の多くの方にご活用いただき好評を得てい

るところでございます。 

 こうした取り組みによりまして、資料右側のほうに記載のとおり、にぎわいスクエアの

来場者数は指標の３万１,０００人を超え、４万人となり、また、大阪を訪れた海外旅行

者１,１１１万人のうち７割もの方々が大阪ミナミ、心斎橋エリアを訪問したという調査

結果に寄与したのではないかと考えています。 

 そうしたことから、資料下段にありますように、自己評価として戦略１－１に掲げる商

店会や企業と協働し、観光、商業、歴史等の中央区のさまざまな魅力を総合的かつ効果的

に情報発信する取り組みは、区内のにぎわい創出に寄与していることから、めざすべき将

来像の実現に向けて有効であると考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

【岡田市民協働課長】  市民協働課長の岡田でございます。３ページをご覧ください。 

 次に、経営課題２（戦略２－１）地域防災力の向上についてご説明をいたします。めざ



－6－ 

すべき将来像が、市民、商店会、企業との連携、協働により、全ての区民に対し安全、安

心で快適な生活環境が実現できる状態となっております。 

 ２９年度の取り組みとしまして、１つ目でございますが、地域防災計画に基づきました

避難所開設運営訓練を実施させていただいております。これは地域の自主防災組織に中心

となっていただきまして、災害時の避難所等の開設、運営の訓練を行うもので、平成２９

年度につきましては、区内全２５地域におきまして実施させていただいております。 

 ２つ目につきましては、地域防災リーダーの実技訓練の実施でございます。災害時の初

期初動の段階におきまして、災害の防止、軽減、予防など住民による自主的な地域防災活

動を担っていただく地域防災リーダーの方々に対しまして、その訓練をさせていただきま

して、２９年度につきましては、全地域を対象にしまして７回実施させていただいており

ます。 

 ３つ目につきましては、災害時動員対象の全区役所職員参加による防災訓練の実施でご

ざいます。平成２９年９月５日、土曜日の休日に約１２７名の職員が出勤し実施させてい

ただきました。 

 ４つ目につきましては、災害時におきましてライフラインの関係、医療関係機関等と円

滑に連携するための区内防災関係連絡会という会議を主催しておりまして、これを１回実

施させていただいております。 

 こうした取り組みによりまして、指標の区内全２５地域での地域防災計画に基づきまし

て避難所開設訓練を達成し、地域防災リーダーの実技訓練などの際に行いましたアンケー

ト調査では、８割を超える方が地域防災力の向上の取り組みに対して有効に感じていただ

いているという結果となっております。 

 こうしたことから、下段にあります自己評価につきましては、戦略２に掲げる各地域で

の避難所開設訓練の充実や区役所、これは区災害対策本部となるんですけれども、その防

災力の強化及び防災関係機関との連携強化の取り組みは、区民の防災意識の醸成や大規模

災害時の地域防災力の向上に寄与していることから、上記のめざすべき将来像の位置づけ

に向けて有効であると考えております。 

 ここでちょっとお時間をいただきまして、議題から離れますが、６月１８日に発生しま

した大阪北部地震につきまして、中央区災害対策本部に届きました被害についてご報告を

させていただきたいと思います。資料はございませんが、建物被害としまして半壊以上の

大きな被害はございませんでした。壁のひび割れや看板の落下など、一部損壊という形で
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被害に遭われた方で被災証明の申請件数が中央区内２０件出ております。ほぼ発行させて

いただいておりますので、保険等の対応をしていただいていると思います。また、当日入

りました情報で、水道管の破裂が２カ所、エレベーターの閉じ込めが３カ所ございまして、

それも当日には解消しております。避難所開設なんですが、南高校で約６０名、北御堂で

３００名、聴覚支援学校で５名の避難者が来られました。各施設で対応いただきまして、

区役所職員をすぐに派遣しまして、どうも地下鉄の運転中止に伴いまして、通勤困難者の

方々が避難されてきたようでして、午前中には全て退所されましたので、午前中には閉鎖

をいたしております。被害的に大きなものはございませんでした。 

 以上でございます。 

 続きまして、４ページをご覧いただきたいと思います。経営課題の２、戦略２－２でご

ざいます。 

 街頭における犯罪の削減についてご説明をいたします。めざすべき将来像は、前ページ

と同様で平成２９年の取り組みとして、１つ目、自転車の盗難防止啓発キャンペーンを区

役所前などで３７回実施させていただきました。 

 ２つ目は、区内の幼稚園や小学校等において防犯教室を４３回開催させていただきまし

た。 

 ３つ目は、ひったくり、車上ねらい対策の取り組みとして、ひったくり防止カバーや車

内カラッポ宣言シートの配布を行わせていただきました。 

 ４つ目は、区内の防犯カメラの設置促進としまして、平成２９年度はこれまでに加えま

して２５台設置しまして、２６年度以降、設置台数トータルで１８０台となっております。 

 こうした取り組みによりまして、中央区管内の自転車盗難の発生件数は依然として多い

のですが、減少傾向となっておりまして、指標の防犯意識の向上が安全、安心なまちづく

りに役立ち、街頭における犯罪の発生抑制につながっていると感じている区民の割合は７

６.９％でありまして、目標を達成しております。 

 こうしたことから、下段の自己評価に関しましては戦略２－２に掲げる自転車の盗難等

の抑制に向けた啓発や防犯意識の向上を図る取り組みは、犯罪発生件数の減少や区民の防

犯意識の向上に寄与していることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であ

ると考えております。 

 以上でございます。 

【太田総合企画担当課長】  続きまして、５ページをご覧いただけますでしょうか。経
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営課題２、戦略２－３、快適で魅力ある環境の創出についてご説明を申し上げます。 

 めざすべき将来像は、前ページと同じでございます。平成２９年度の取り組みとしまし

て、１つ目、みんなでクリーンゆめちゅうおうの実施に取り組みました。これは毎年、春、

秋に２回開催している環境浄化の取り組みで、平成２９年度におきましても地域の商店街

をはじめ警察など関係各所と合同で、まちの清掃や放置自転車の整備啓発などを行いまし

た。 

 ２つ目は、橋洗いブラッシュアップ大作戦についてでございます。これは、平成２０年

度より官民共同で実施している取り組みで、平成２９年度は戎橋など６カ所で、計７回実

施いたしました。多くの地域や企業の皆さんにご参加いただいたところでございます。 

 ３つ目は、自転車利用の適正化の取り組みです。放置自転車の多いミナミエリアに重点

的に啓発指導員を配置しまして、駐輪ルールの啓発などに取り組みました。 

 こうした取り組みによりまして、資料右側の記載のように、魅力ある環境創出のための

活動を行っている団体数は８７団体となり、目標を達成しております。また、区内の駅周

辺の放置自転車台数も平成１９年度から比較しますと約４分の１程度になっております。 

 こうしたことから、自己評価としまして戦略に掲げますまちづくりへの参加意欲を高め

るための地域住民をはじめとする企業等との連携による環境浄化活動や橋洗いなどの取り

組みは、地域が一体となった活動の促進や快適で魅力ある環境の創出に寄与していること

から、めざすべき将来像の実現に向けて有効であると考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

 ここで、４ページを過ぎましたので、一旦区切りたいと思います。ここまで戦略１－１

から戦略２－３までについてご説明申し上げました。ここで各委員の皆様よりご質問、ご

意見をいただき、お手元の評価シートに丸印を記入していただきます。お手元の評価シー

トの右上にまずお名前を書いていただきまして、お手数ですけれども、太い線で囲ってい

る箇所に丸印をつけていただきます。評価は１から４の４段階になっておりまして、総合

的に見て、めざすべき将来像の実現に向けて有効であったと思う場合は、４に丸をつけて

いただき、やや思う場合は３、やや思わない、思わないにつきましてはそれぞれ２、１に

丸をつけてくださいますようお願い申し上げます。 

 また、評価シートの右側のほうに評価理由を書く欄がございますが、こちらは任意なん

ですけれども、よろしければご記入いただきたいと思います。 

 それでは、議長、よろしくお願いします。 
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【伊藤議長】  ありがとうございました。ただいま戦略１－１から戦略２－３まで説明

をお受けいたしました。 

 ただいまの太田課長からの説明のとおり、お手元の評価シートにまずお名前をご記入い

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 書けましたでしょうか。それでは、まだの人は書いていただいて結構ですけれども、今

までの戦略１－１から２－３までの中で何かご質問やご意見のある方はどうぞ、挙手なさ

ってください。 

【藤原委員】  公募委員の藤原です。これでいうと３ページに当たるんですけれども、

市民との連携、協働により安全、安心なまちづくりの推進というところで、やはり地域防

災ということで、我々に身近な自主的な訓練も含めて、地域防災ということがここでうた

われているんですけれども、１つは質問と意見なんですが、２点あります。 

 １つは、中央区に存在しているということで、大阪城公園のことについてです。ご存じ

のように、もう１５年ほど前から指定管理者制度というのが進められまして、今、大阪城

公園というのは民間の５者の団体で指定管理者で公園の運営、管理を行っているというふ

うになっています。広域避難場所ということも、大阪城公園がありますので、大阪市的な

全体の問題かもわかりませんけども、中央区に存在するということで質問と意見なんです

が、ほとんど大阪城公園の敷地は国の用地なんですね。豊国神社は民間の用地になってい

ますけれども、ほかの一定の施設は大阪市の用地になっているということで、公園はほと

んどは国ということです。無料貸与されていて、市民の森として公園が親しまれてきてい

るわけですけれども、最近、建物とか、利益を上げるための施設がかなり広がってきてい

ると。現在、劇場を３カ所つくるということで骨組みが見えてきていますけれども、そこ

でお聞きしたいのは、指定管理者制度のもとで大阪城を避難場所として、そういった指定

管理者、つまり民間との関係で災害時における協定が行われると思っているんですけれど

も、その辺は具体的にどういうふうな、これまで協定の上での災害の問題について進行さ

れているかということが１つです。 

 それと２つ目は、インバウンドの関係で、２ページのほうにも、大阪を訪れた海外旅行

者が１,１１１万人あるということで、おそらく大阪城公園を訪れた方もインバウンドと

しては１,０００万人を超えていると思うんですね。天守閣も、あるときの新聞では２７

０万人以上、天守閣に上った方がおられるということで非常にいいことなんですが、これ

も災害時、外国人の方々に対する対応と、先ほど言った、指定管理者制度における施設の
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開放、例えば劇場が３つできると言われますけれども、それがどういうふうに避難場所と

して機敏に提供できるのかどうかという。市の直営やったらすぐにできるんですけれども、

その辺が協定上、どういった具体的なことが論じられてきているかということです。その

２点です。 

【伊藤議長】  わかりました。これは岡田課長がいいんかな。区の方か区長さんか、こ

れは決まっているんでしょうかね。 

【岡田市民協働課長】  正直言いまして、決まっていません。建設局が、公園事務所が

やっていることですので、わかる範囲でお答えさせてもらいます。 

 大阪城公園はおっしゃるように国の用地ですが、大阪市が管理を任されていますので、

ほぼ大阪市のものというのは言い過ぎなんですが、大阪市の管理上の公園として存在して

いるのは事実でございます。大阪城公園が広域避難所となっておりますが、広域避難所の

扱いは大阪市全体の、おっしゃっていただいたようにそうなので、危機管理室というとこ

ろがまとめていますので、区役所が直接、何かを関係する場所ではないです。なので、今

の大阪城公園の中にある広域避難所の考え方は、例えば自衛隊の基地であったり、消防本

部であったり、ＤＭＡＴといいまして、医療関係、全国から来るような基地になるような

エリアをとった上で、なおかつ残りの部分について避難所であることが決まっております。

ただ、広域避難所というのは地震とかの災害を想定しているものではなくて、例えばまち

の中で大火災があって逃げる場所がないときに逃げる意味があって、広場があるというよ

うなイメージなんです。なので、靱公園であるとか中之島公園であるとか天王寺公園であ

るとか、大きなところは広域避難場所と指定されているのは、そういう位置づけがありま

す。ですが、地震のときにも逃げていただいたらいいんですが、かといって何かがあるか

といったら、実は何も用意していない、ただの広場やという扱いになっています。なので、

普通の一次避難所であったり、災害時避難所という、皆さんに生活していただくような場

所とは全く性質が異なっている避難場所であるということはご理解いただきたいと思いま

す。 

 建物の件に関しましては、多分、指定管理の関係でおっしゃっていただいたように、い

ろいろと運営において利益を上げていく中で、大阪城公園の維持管理の部分について、民

間資本でよりよいものにしていこうという思いでされているとは考えておりますが、実際、

その建物が使えるかどうかにつきましては、全く未知数でございまして、私どもは全くわ

かっておりません。あの中で唯一、中央区が協定を結べているのは修道館だけでございま
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して、修道館につきましては、私ども中央区があそこを避難場所もしくは、今のところ遺

体安置所という形で協定を結ばせていただいております。それ以外の施設につきましては、

私ども全く今のところは何もないです。今後、新しいものができていて、そういう形で協

定を結んで、何かの形にしていく可能性はないとは言えません。以前、ミライザといって

天守閣の前に大きな、元博物館の場所も実はそういう話がありまして、防災倉庫にすると

かいろんなアイデアをいただいたんですが、ちょっと耐震上の問題とか、経営戦略の中で

ちょっとそれは中央区としては口出しができない状態になっておりまして、経済戦略局の

ほうで公園の維持管理の上に役立つものとして、ああいう形でレストラン展開をされてい

るとは聞いております。 

 インバウンドの関係もご質問をいただきまして、外国人の対応につきましてどうこうと

いう話になるんですが、同じ形で施設を使えるかどうかにつきましては、先ほど言いまし

たようにこれからの話になるんですが、避難所の指定というのはご存じのように中央区内

で２６カ所、学校とかいろいろさせていただいておりまして、災害時にもし避難者がその

施設に入り込んで、どうしても避難所として指定しなあかん場合は、区長が指定できると

条例上はなっているので、その瞬間に区長がここを指定避難所とすると決めていただいて、

もしそれが相手がうんとなれば、当然、そこは避難所にすぐに変わっていく格好になるの

で、もうそれは協定を越えたところでそんなふうになるんですが、それをしましても、事

前に協定を結んで何かのときにはそういう形をとっていくというのが基本かなと思います

ので、今後、施設ができまして、その利用形態において何か可能性があるのであれば、そ

れは中央区としては探っていきたいなとは思っていますので、今後のことということでご

理解いただけると大変助かります。 

 以上でございます。 

【伊藤議長】  藤原さん、どうですか。 

【藤原委員】  １点だけ、そしたら。大阪城の取り扱いについては、よくわかりました。

ただ、上の２ページに書いていますように、イベント一覧では多言語対応ということで、

外国人の方々に対する観光というか、にぎわいの点ではいろんな言語を使って案内すると

いうことを中央区としてしておるわけでして、そういう意味では大阪城公園は大阪市全体

のものやから、どこの局がやったらいいかどうかということはありますけれども、全て災

害時にきちっとした誘導ができるような、そういった表示とかいうものはある程度、中央

区が大阪市に投げかけていただくとか、中央区自身で何かできるものがあるのかどうかと
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いうことも含めて、次のプランのほうにそういったことも配慮していただければなと思い

ます。 

【岡田市民協働課長】  ありがとうございます。その話は前々からで、今回は地震のと

きに海外の旅行者の方が大阪城公園の中に出てこられていて、どこに行ったらいいかわか

らんというような感じであったという話をちらちらと地域のほうからお聞きしております。 

 実は、その後、つい先日なんですが、ご存じかどうかグーグルというインターネットの

検索サイトがありまして、そのグーグルサイトには全世界で使われている地図サイトがご

ざいまして、各国の言葉で駅名とか道名がもう既に地図として落ちています。その機能の

中に、実は自分らで地図をつくれる機能というのがありまして、そこに避難所を全部、中

央区のを落としたやつをもう公開させていただきました。なので、それを各自がそれぞれ

見ていただきましたら、自分の母国語で道とか駅がわかる。ただし、避難所の場所につい

てとか、避難所の名前についてはちょっと日本語で入ってしまっているので、もうそれは

どうしようもできませんので、追いかけてもらうしかないんですが、避難所につきまして

は、そこまでは何とか、今回、多分、大阪市ではうちだけやと思うんですが、そういうグ

ーグルの地図を使って、情報発信をさせていただこうということで、ツイッターとかにも

上げさせていただいて、ホームページのほうにもそのリンク先についてはさせていただい

ております。 

 そういう形で、今後とも海外の方にどういうふうにするか、たくさん来られていますの

で、いろんなことを考えていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  それで、いいですか。ありがとうございます。 

 そのほかには、どなたか。どうぞ。 

【西村委員】  西村です。きょう、区政会議委員評価シートというのをいただきまして、

これで評価をしていこうとしますと、今、横長のこれだけ説明してもらいましたけれども、

やっぱり資料のほうをよく見ないと、きっちりわからんことも多いかなと思うんですね。

資料をいただいていますのが、Ａ４のサイズですよね。文字の下地が多分、カラーやとき

れいに出ているんだと思うんですけれども、白黒印刷をしていただいていますので、すご

く読みづらくて、思わず私はＡ４を拡大して一生懸命読みましたけれども、それでもやっ

ぱり字が読みにくいなと思いましたので、何か工夫していただけたらうれしいなと思いま

した。 

 それと、これはお願いなんですけれども、やっぱり評価するのに、まず中央区の限られ
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た予算の中でどれだけのことに、どれだけ力を入れているんですよというのが、一目でわ

かるようなそんなものが、もしつくれるのであればつくっていただいたら、その評価もし

やすいなと思いました。これで見る限りでは、ほんとうにみんないいことを書いてくださ

っているから、いいな、いいなと思っても、具体的にはどうなのかということでいうと、

やっぱりまずこの１番のとんぼりリバーウォークに４万人も２日間で来たよと、これだけ

来場者がふえたよということなんですが、これに対してかける予算、これにかける、しか

し、ほかにももっとかけてほしい、中小企業やまちの商店、いろいろありますもんね。こ

れはこれでいいんですよ。でも、そういうところにどんだけお金がかけられるんかなと思

ったときに、予算がはっきりしなかったら、ちょっと何ともよう評価しにくいなと思いま

したので、その辺をお願いしたいなと思います。例えば、予算額全体を円グラフであらわ

すとか、どうしたいいんかな、ちょっと私はわかりませんけれども、何か工夫していただ

けたら、ありがたいなと思いました。 

 以上です。 

【太田総合企画担当課長】  ありがとうございます。資料については、なるべくわかり

やすいようにと思い、作成しておりますけれども、まだまだ至らない点がありますことを

おわび申し上げます。いただいた意見を踏まえまして、また次回以降、よりわかりやすい

資料をつくってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、金額表示につきましてもおっしゃるとおりと思います。これまで予算額を記載す

るようにはしておりましたが、今回の平成29年度評価であれば、例えば決算額を入れてい

くとか、そういった工夫も含めて改めて検討してまいりたいと思います。ご意見ありがと

うございます。 

【伊藤議長】  それでいいですか。 

【西村委員】  はい。 

【伊藤議長】  今後、検討してもらって、できるだけわかりやすくするということで、

よろしくお願いします。 

 そのほかにはないでしょうか。どうぞ。 

【藤本委員】  藤本でございます。経営課題２の安全、安心なまちづくりの推進のとこ

ろなんですけれども、自転車の盗難が減っているのは非常によい傾向にあると思うんです

が、３番のひったくりという面ではどのようなデータが出ているのかお聞かせ願えたらと

思います。 



－14－ 

【岡田市民協働課長】  ひったくりの件でございますが、今年度、警察のデータで今回、

こういうのはいつもつくるんですが、実は警察というのは４月、３月ではなくて、１月、

１２月で統計をとられていますので、ちょっとずれるんですが、１月から６月末まで中央

区でひったくりの件数は８件、出ております。去年から比べますと２２件減っている、去

年は同時期に３０件ありましたので、今年については相当減ってきているのかなという感

じです。ただ、昨年はトータルで５３件、ひったくりがありましたので、今後ちょっとこ

の展開の中で何とか少なくして、去年よりはおさめたいなと思っております。 

 以上です。 

【藤原委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【伊藤議長】  いいですか。ほかにはございませんか。どうぞ。 

【岩﨑委員】  大阪ガスの岩﨑でございます。いい活動をやっていて、いいかなと思っ

ていますけれども、１点だけ。これは、以前の区政会議でも出たのかなという記憶がある

んですけれども、防犯カメラ、これは非常に抑止力が働いて、犯罪等が低下するのに非常

にいいなと思っているんですけれども、前回の区政会議のときも、最初の設置のときには

区のほうで補助金を出すけれども、その後の維持管理もしくは更新のときには、それぞれ

の地区でやってほしいみたいなことがあったのかなと思っていまして。ぜひ、やられると

きに持続可能な仕組みで、補助はするけれども、次は地域で担ってもらうために、何か施

策を導入して、地域で次の更新であったりメンテナンスができるような、そういう仕組み

をセットで補助するというような仕組みにされたらどうかなと思いますので、ぜひ次のと

きには考えていただければなと思っています。 

 以上です。 

【伊藤議長】  これ、回答を求めなくてもいいですか。 

【岩﨑委員】  大丈夫です。 

【伊藤議長】  そういう意見ですので、また考えていただきたいと思います。 

 ほかにないですか。ないようでしたら、引き続き、区役所のほうから次の報告をお願い

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。それでは、６ページをご覧

ください。 

 「経営課題３」（戦略３－１）乳幼児期の子育て支援についてご説明いたします。めざ

すべき将来像は、「区民がすべてのライフステージにおいて暮らしやすいまちだと感じて
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いる状態」です。 

 平成２９年度の取り組みとしては、１つ目は、地域主体の子育て応援団の取り組みに対

する支援でございます。子育て応援団の取り組みについて、広報紙やホームページ、ツイ

ッターで紹介するなどの取り組みを行いました。平成２９年度は、区内１３地域において

ミニ講座等が実施されており、地域の方々と子育て家庭との交流が行われており、好評を

得ています。 

 ２つ目は、保育サービスに関する情報発信です。保育所入所に関する情報や保育コンシ

ェルジュの紹介などを広報紙やホームページ、ツイッターを用いて行いました。 

 ３つ目は、保育コンシェルジュによる保育ニーズに応じた相談などの取り組みです。現

在、保育サービスの専門相談員を１名配置しており、子育てを行っている区民の方からの

相談等への対応を行っています。平成２９年度は相談等への対応件数が７６０件と、多く

の方にご利用いただいています。 

 ４つ目は、保育所待機児童解消に向けた取り組みでございます。認可保育所や小規模保

育事業所の新規開設に向けた調整を、こども青少年局と連携し行いました。また、企業主

導型保育事業所の空き状況についての情報発信に取り組みました。 

 こうした取り組みによりまして、指標の「子育てが地域の人にもしくは社会で支えられ

ていると感じる保護者の割合」が７０％以上を超え、子育て応援団参加者の満足度も９

０％を超えるなど高い結果となっています。 

 こうしたことから、自己評価として、戦略３－１に掲げる、様々な保育ニーズに応じた

相談や地域主体の子育て支援活動などの情報提供の取り組みは、子育てを行っている人た

ちの満足度も高く、保育所待機児童数ゼロを実現できていることから、上記のめざすべき

将来像の実現に向けて有効であると考えています。 

 以上です。 

【北邑市民活動支援担当課長】  市民活動支援担当課長の北邑でございます。続いて、

７ページをご覧ください。 

 経営課題３、戦略３－２、学齢期からの体験学習の充実についてご説明いたします。 

 めざすべき将来像は、前のページと同様でございます。 

 平成２９年度の取り組みといたしましては、１つ目は子どもの教育支援の充実でござい

ます。民間事業者を活用した課外学習支援事業である寺子屋ちゅうおうを昨年の８月から

今年の３月までの間で３０回実施いたしました。また、外国籍児童生徒サポート事業とい
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たしまして、サポーターによる日本語学習支援の取り組みを行い、学校長からは学校教育

に資する施策として高い評価をいただいております。 

 ２つ目は、区の歴史と文化を生かした生涯学習の推進です。歌舞伎や文楽といった中央

区にゆかりのある伝統芸能の実演、解説、体験等の機会を設け、多くの人に参加いただき

好評でございました。 

 こうした取り組みによりまして、指標の各事業の取り組みが子どもたちの健やかな成長

やまちへの愛着につながっていると感じる区民の割合が６０％を超えております。 

 こうしたことから、自己評価として戦略３－２に掲げるさまざまな体験学習の充実や生

涯学習の推進などの取り組みは、子どもたちの健やかな成長やまちへの愛着の醸成に寄与

していることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考えております。 

 以上でございます。 

【吉村保健福祉課長】  それでは、次に８ページをご覧ください。 

 経営課題３、戦略３－３、要援護者の把握、見守りについてご説明いたします。めざす

べき将来像は、前のページと同様です。 

 平成２９年度の取り組みとしては、１つ目は要援護者名簿作成等による見守りネットワ

ークの強化です。要援護者名簿への掲載に係る同意確認の取り組みを行い、作成した名簿

は民生委員や地域福祉コーディネーターに提供されており、新規の見守り対象者の把握等

に活用されています。また、認知症高齢者見守りネットワーク構築による俳回者保護の取

り組みの強化も行っています。 

 ２つ目は、地域福祉コーディネーターによる見守り活動の強化です。先ほどの名簿やも

ともと地域で持っていた要援護者名簿を用いて相談や見守り活動を行っており、平成２９

年度は新たな見守り対象者３２１人を加え、１,０１４人の方を対象に７,７５７件の相談

を行いました。 

 こうした取り組みによりまして、指標の高齢者、障がい者等が安心して暮らし続けるこ

とができると感じる区民の割合は８０％以上には達していないものの、指標の数値は上昇

傾向にあり、地域福祉コーディネーターへの相談件数も増加しています。 

 そうしたことから自己評価として、戦略３－３に掲げる高齢者や障がい者をはじめとす

る要援護者を把握し見守る取り組みは、指標の目標は達成していないものの、地域での見

守り活動が着実に根付いてきており、指標の数値も上昇傾向にあることから、上記のめざ

すべき将来像の実現に向けて有効であると考えています。 
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 なお、平成３０年度においては現行の取り組みに加え、見守り活動の認知度向上方策を

拡充してまいります。 

 以上です。 

【楠保健担当課長】  保健担当課長の楠でございます。９ページをご覧ください。 

 経営課題３、戦略３－４、地域で暮らす医療、介護の連携についてご説明いたします。 

 平成２９年度の取り組みとしまして、１つ目は医療・介護関係施設などの資源の把握で

す。中央区では平成２７年度以降、在宅あんしんマップシステムを独自に運用しておりま

す。施設の情報を必要とする区民や医療介護従事者などにご利用いただいており、閲覧端

末ユーザー数、閲覧ページ数ともに増加しております。 

 ２つ目は、関係者間の意見交換の取り組みです。医師会、歯科医師会、薬剤師会、各種

介護事業者連絡会などで構成される在宅医療・介護推進協議会を２回開催し、各団体での

取り組み内容について情報共有を行いました。 

 ３つ目は、医療・介護従事者の研修の実施です。昨年度は在宅介護における薬剤師との

かかわり方をテーマに開催し、多職種の従事者４１名の方が参加され、連携の留意点など

について理解を深めていただきました。 

 ４つ目は、区民への啓発の取り組みです。在宅医療講演会の開催や健康展での啓発リー

フレット配布など、在宅医療の状況や必要性について啓発を行いました。 

 こうした取り組みにより、区民モニターアンケートで、健康面での支援体制が充実して

きていると思う区民の割合は６割前後で推移し、目標の５０％以上を超えております。し

たがいまして、自己評価として戦略３－４に掲げる高齢者等が安心して地域で暮らすため

の医療・介護の連携に係る取り組みは、左上に記載しためざすべき将来像の実現に向けて

有効であると考えております。 

 以上です。 

【太田総合企画担当課長】  それでは、ここで一旦区切らせていただきます。 

 議長、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 ただいま戦略３－１から３－４までのご説明をいただきました。評価のほうをご記入い

ただきたいと思います。 

 皆さん、書いていただいて結構ですけれども、今までの戦略３－１から３－４までで何

かご質問がある方は挙手いただきたいと思います。 
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【牟田委員】  牟田です。よろしくお願いします。戦略３－１の３番の保育コンシェル

ジュによる保育ニーズに応じた相談や情報提供とあるんですけれども、今の親御さんたち

はどういうふうな相談事があるんでしょうか。 

【吉村保健福祉課長】  やはり保育所にどうやったら入れるのでしょうかというご相談

が多いです。保育所に入るにしましても、今、点数制になってございまして、「私の働き

方だったら点数的に入れますでしょうか」とか、「ここの保育所に入るには何点くらいで

すか」、あるいは「保育所でなくて、幼稚園だったらどういういいところがありますか」

とか「もうちょっと点数を高くするにはどうしたらいいでしょうか」というようなご相談

事です。子育てに関する悩みをお持ちの方に対しては、お住まいの近くの地域の子育てサ

ークルに行ってみてはというようなアドバイスもしています。どうやって子育てをしてい

ったらいいかわからないという不安をお持ちの若いお母様方がいらっしゃいますので、ほ

んとうにささいなことから、電話であるとか、子育てサークルへの訪問の際、あるいは来

庁されてというところでお聞きしております。今の保育コンシェルジュは４年目を迎えま

して、かなりベテランになってきました。私が言うのも何ですが、かなり親身になった相

談というのができていると思っております。 

【牟田委員】  ありがとうございます。 

【伊藤議長】  ほかに何か。どうぞ。 

【荻野委員】  荻野です。８ページの３－３で、要援護者の把握・見守りというところ

なんですけれども、私はしつこく言うて、もう耳にたこができると思うんですけれども、

この要援護者の名簿というのは、障がい者でいったらある程度、重い人だけなんですね。

中等度、軽度の方は省かれているんですね。要介護、高齢者のほうでも軽い方は省かれる、

障がい者とかに関して言えば、重い人が大変か、見守らなあかんかといったら、そういう

こともなくて、障がいがあるということ自体がすごく大変なことなんですね。軽ければ軽

い人、軽いというのは手帳の判定で軽いですよとかいうことなんですけれども、軽いとさ

れる人の中にも高度障がいがすごくあって、支援がたくさん要る人もいっぱいいるんです。

うちの息子もそうなんですけれども、例えば、災害とかが起きたときに、「あんた軽いか

ら走って逃げられるやろ」といったらそうじゃないですよね。どこへ逃げたらええんかわ

からへん、パニックが起きてしまって体がフリーズして動かなくなる、精神障がいの方な

んかでも、すごい軽いとされる３級とかの方でも、実際、たくさんのサービスを使わない

といけない方、そういった方がおられるので、要援護者名簿をつくるのであれば、重い人
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だけでなく、いわゆる手帳で軽いとされている方々なども含めたほうがいいのではないか

と思うんですね。 

 親の会では、軽いとされた人たちに自分から交番に行って、「ここにこんな子がいてま

すねんわ」とこれはほんまの話なんですけど、「すみません、うち何丁目何番地のどこの

マンションの何号室に住んでいるんです。ここにこういう子がいてるんで、もし地震とか

があったときはちょっとお巡りさんお願いします」と言いましょうと。消防署にも行って、

同じことを言うてお知らせをして回りましょうということを実際に言っています。親の会

の中の名簿をこしらえて、この間の地震のときもありましたけれども、お互いの安否はお

互いで確認しようと。５人ぐらいでチームをつくっていて、５分以内で歩いて行けるとこ

ろやったら自分たちで。自分のところが安全やなと確認したら、もちろん電話をかけて

オーケーやったらいいんですけれども、電話はかかりませんでしたね。南地区は特に心斎

橋から難波にかけてのところは、お昼ぐらいまで電話が全然つながらなかったところもあ

ったので、そういうところはもう自分たちで歩いていって、お互いの安全を確認しようと

いうようなことまで申し合わせておりまして、親がたんすの下敷きになっていて、ぺっち

ゃんこになって何もできないということもありますので、できましたら軽いから大丈夫や

ろうではなくて、障がいの手帳が出ている人だけでも全部網羅していただけたらありがた

いなと思います。 

【吉村保健福祉課長】  地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業の要援護

者名簿の作成は、ちょっとおさらいになるんですが、平成２７年度から始まりまして、２

７年度は高齢者の中で要介護認定で少し高い方、２８年度は身体障がい者の中で高い方、

そして、２９年度は知的障がい者あるいは精神障がい者の方で、やはり高い方というふう

になっております。交付された障がい者手帳等に基づきまして、データ抽出し、同意確

認を行った上で、地域の民生委員の方であるとか地域福祉コーディネーターの方にお渡し

する名簿を作成しておりますが、３年を経過しまして、一応、障がいの区分というところ

では一巡したという状況でありまして、今、荻野委員がおっしゃったような障がいがあっ

て手帳的には軽いけれども、いざ災害のときに支援が必要というような方をどういうふう

に名簿に掲載していくのか、機械的に載せるのがいいのか、やっぱり同意確認をとってい

くのか、個人情報の問題がありますので、そういうことも必要なのかなというところです。 

 この事業は、福祉局のほうで２４区統一的に展開しておりますが、区としても問題点は

課題認識しておりますし、私は月に１回、福祉担当課長会で市役所のほうにまいりますの
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で、今後どういうふうに展開していくのがよいのかということを話し合っていきたいと思

っております。 

【伊藤議長】  いいですか。ほんとうに災害のときは、親御さんは心配というか、ほん

とうにいろいろな課題があって、我々の地域でも防災訓練というのをやっているんですけ

ど、皆さんから意見が出てくるんですけれども、それは要するに壁がありまして、乗り越

えるにはほんとうに勇気と努力が必要やと思いますので、その辺ひとつよろしくお願いし

ます。 

 ほかに何か。どうぞ。 

【藤原委員】  ２回目で申しわけないですが、ライフステージに合わせた支援というこ

とで、子ども関係、学齢期からの体験学習の充実という項目に当たるかどうかは別といた

しまして、学齢期の子どもさんたちが大半を学校生活が１日の中で大きくウエートを占め

た暮らしがあるわけですけれども、私は町会長をしている関係で、小学生の子どもさんを

持っているお母さんとお話しをする場合に、二、三人から聞いた話なので、皆さんにちょ

っと知っていただいたほうがいいかなと思って、この場をお借りして発言したいと思うん

ですが、実はトイレの問題なんですよ。圧倒的に和式トイレが小、中学校には多いので、

今やもう既に家庭生活のトイレは洋式が当たり前になってしまっているので、和式トイレ

が行きにくいとか、辛抱して家に帰ってから用を足すとか、トイレの横の教室が一番にお

いがきついとかそんな話が出ていたんですね。されどトイレという話がありますけれども、

やはりこれは生活の上では生理的なことというのは、人間の成長にとって非常に大きなこ

とだと思うんですね。 

 それで、私は教育委員会のほうに情報開示でとりまして、３月末で山本晋次教育長のほ

うからお返事をいただいたんですが、中央区全体で小学校の洋式率が４６％、大阪市全体

では４０.９％、中央区では４６.０％ですね。とりわけ小学校で一番洋式率が高いのは高

津小学校で６７.４％、中央小学校が５３.１％、開平で４８.０％、南小学校が３３.３％、

南大江が３０.５％、玉造が３９.０％、中大江が４６.５％。中学校はもっとひどくなり

まして、東中学校は２８.６％、南中学校は２７.５％、上町中学校は４０.３％というこ

とです。教育委員会のほうの考え方としては、やはり昔は便器が肌に直接触れるというこ

とを避けたトイレの考え方が普通やったので、非常におくれているということで、徐々に

平成２０年から洋式に変えているんですけれども、まだまだ追いついていないと。 

 ただ、増築をする学校がこれからふえますので、増築の場合はみんな洋式やと。それに
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よって洋式率は高くなるんですけれども、現在はワンフロアに１カ所しか洋式がなくて、

あとは和式ということなんですね。そういう意味では、トイレの話といったらどうかなと

いろいろなご意見もあると思うんですけれども、やはり今の子どもが暮らしている生活、

ライフステージの中で、学校の生活の中のトイレという問題について、やはりもっと開放

的というんですか、明るい兆しを持って学校生活を送るためにも、トイレの問題というの

はある意味、意識していただくほうがいいかなと思いますので、皆さんにそういうことを

知っていただければなと思いまして、発言させていただきました。 

【伊藤議長】  ありがとうございます。生活様式が変わってきて、我々の時代と大きく

変わってきたんですけれども、徐々にとはいえ変わってきているんかなと思っているんで

すけれども、これについては別に区役所のほうから、教育委員会ですか、これは。 

【藤原委員】  あればでいいですよ。 

【伊藤議長】  やっぱり我々の地域でも、そういう問題を考えているんですけれども、

地域と一体となってそれを考えていくという、それも必要かなと思います。私の地域では、

安全面で、地域の皆さんとＰＴＡさんと一緒に回ってみようかと思って、今まで当たり前

やったことが、この間の地震でブロック塀が倒れるということで、安全やと思っていたの

が、倒れてから皆さんが慌てる、今そういう状態なんですけれども、トイレという話なん

ですけれども、やっぱり大事な問題で、これは今の我々の時代と違って、そういう生活が

大半のときに、施設でお金がかかる話ですけれども、大阪市のほうも徐々に変わると思い

ますけれども、スピードの問題を言われると非常に難しい問題があると思いますけれども、

委員さんもおられますので、その辺も考慮していただいてやっていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

 ほかに何か。 

【浦野委員】  いわゆる子ども食堂ですね。中央区にどれぐらいありますか。 

【吉村保健福祉課長】  直近の中央区社協だよりに、子ども食堂の記事が載っていたと

思いますが、私どもが把握しているのも同じく３カ所です。１カ所、載っていないところ

については休止していると伺っております。今、実際に動いているところは、３カ所で

す。 

【浦野委員】  道仁に２カ所、高津で１つ、うちに最近できたのが１つ。計４カ所じゃ

ないんかなと思うんですけれども。 

【吉村保健福祉課長】  道仁のしまルームと東心斎橋のダニエル教室、それから高津は
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子ども食堂たこ焼きハウスで、安堂寺町の子ども食堂は、６月に１回開催して、３組の参

加がありましたが、７月は参加者がなかったということで、今、休止して見直し中という

ことになっているようです。 

【浦野委員】  私は開催される日に行っていないもので、わからんので、また見てみま

すけれども、中央区で一応４カ所、開かれているという情報、いわゆるもものほうからの

情報で４カ所と私は記憶していたんですが、一応、安堂寺の地元ですので、また調べてみ

ます。ありがとうございます。 

【吉村保健福祉課長】  よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  ほかにはないでしょうか。 

 ないようでしたら、それでは引き続き区役所のほうから説明をお願いいたします。 

【岡田市民協働課長】  よろしくお願いします。１０ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

 経営課題４（戦略４－１）でございます。豊かなコミュニティづくりの促進についてご

説明をいたします。めざすべき将来像は、区内全域において、人と人とのつながりづくり

を進め、地域コミュニティを再生することにより、豊かなコミュニティを形成し、市民等

による自律的な地域運営が進められている状態でございます。 

 平成２９年度の取り組みとしましては、１つ目、地域活動協議会から提供されたまちづ

くり活動の広報紙への掲載でございます。地域のつながりづくりに向けたさまざまなイベ

ントや活動に関する情報収集を行いまして、これらの情報について広報紙に１０回掲載さ

せていただきました。 

 ２つ目は、ツイッター等の媒体を利用した地域情報の発信でございます。１つ目と同じ

く、収集しました情報につきまして、昨年度ツイッターで２,３３１回発信をさせていた

だいております。 

 こうした取り組みによりまして、指標の５０％以上には達していないんですが、平成２

９年度に実施させていただきました区民モニターアンケートでは、地域のイベント等につ

いての認知度は高い結果となってございます。そうしたことから、自己評価として戦略４

－１に掲げます地域の特性を生かしたコミュニティ活動をより幅広い住民参加のもとで進

める取り組みにつきまして、指標の目標を達していないとはいえ、地域のイベント等につ

いて区民の認知度は相当高いものとなっており、継続的にイベント活動への参加を呼びか

けることで、身近な地域の中での声かけなどを実感できるようになると予見できますこと
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から、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考えております。 

 なお、平成３０年度においては、コミュニティ育成の意義等への理解を深め、地域活動

への参加を促すため、広報紙等を通じました地域情報の発信を強化してまいります。 

 続きまして、１１ページをご覧ください。 

 経営課題４、戦略４－２でございます。多様な主体の協働、マルチパートナーシップの

促進についてご説明をいたします。めざすべき将来像は、前ページと同様でございます。 

 平成２９年度の取り組みとしまして、１つ目は地域活動協議会を核とした地域運営の支

援でございます。区内全地域を対象としまして、中間支援組織であるまちづくり情報セン

ターを活用しました地域活動協議会の運営や活動に対する支援を行いました。 

 ２つ目は、情報発信に関する地域への支援です。ホームページやフェイスブックなど、

ＩＣＴと表現しておりますが、インターネット環境を活用しました情報発信の手法等につ

きまして、まちづくりセンターから、２９年度につきましては桃谷地域、東平地域、渥美

地域への支援を行いまして、本日現在、桃谷地域と渥美地域におきましてホームページが

立ち上がっております。 

 ３つ目は、広報紙への地域活動協議会の紹介でございます。地域活動協議会の認知度向

上に向けた紹介を２回、広報紙へ掲載を行いました。今年度におきましても、地域活動協

議会の認知度向上に向けた取り組みを継続してまいります。 

 こうした取り組みによりまして、指標のさまざまな活動主体が協働し、その話し合いの

もと合意形成し、みずから地域課題の解決に取り組むなど、地域が自律的に運営されてい

ると感じる区民の割合は５０％を超えております。 

 そうしたことから、自己評価としまして戦略４－２に掲げる地域活動の必要性や重要性

を啓発し、活動への参加促進や担い手拡大を図る取り組みはさまざまな市民活動団体が幅

広く参画した自律的地域運営につながることから、上記のめざすべき将来像の実現に向け

て有効であると考えております。 

 以上でございます。 

【太田総合企画担当課長】  続きまして、１２ページをご覧ください。 

 経営課題５、戦略５－１、区の特性を活かした区政運営の推進についてご説明申し上げ

ます。めざすべき将来像は、区民から信頼される区役所となるよう多様な区民ニーズや地

域実情等を把握し、区長が自らの権限と責任で、その特性に応じた区政運営を総合的に展

開している状態です。 
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 平成２９年度の取り組みとしまして、区政会議を開催し、区の運営方針や予算などにつ

いて活発にご議論をいただき、多くの意見を頂戴しているところでございます。 

 ２つ目は、広聴機能の強化について市民の声や市民モニターアンケートの実施などによ

り、幅広く区民の皆様からご意見を頂戴しました。また、地域ごとに合計２３名の職員を

担当者として配置し、直接、地域の会議等へ出席し、地域にかかわる課題や困り事などの

情報の収集、把握に努めました。また、行政連絡調整会議を１０回開催し、警察や消防な

ど関係機関との間で情報共有や意見交換を行いました。 

 ３つ目の取り組みは、区政情報の発信としまして、区の広報紙やホームページ、ツイッ

ターを通じまして、この取り組みや地域活動の紹介をいたしました。 

 こうした取り組みによりまして、資料右側のとおり、指標の目標には達していないもの

の、指標の数値が上昇傾向にあり、区の取り組みが徐々に認知されているところでござい

ます。また、区政会議における各委員の皆様からの意見や要望、評価については適切なフ

ィードバックが行われていると感じていただいている割合が高い結果となっています。 

 そうしたことから、自己評価としまして、戦略５－１に掲げる多様な区民の意見、ニー

ズの把握や地域実情に応じた区政運営の推進に向けた取り組みは、指標の目標は達成して

いないものの、指標の数値が上昇傾向にあり、区の取り組みが徐々に認知されていること

から、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考えており、平成３０年度に

おきましては、区の取り組みが区民にわかりやすく伝わるよう、民間事業者と連携した情

報発信を積極的に行ってまいります。 

 以上です。 

【山下総務課長】  総務課長の山下でございます。１３ページをご覧ください。 

 経営課題５、戦略５－２、区民から信頼される区役所づくりについてご説明いたします。 

 平成２９年度の取り組みといたしましては、１つ目に、市民サービス向上委員会による

改善活動でございます。職員からの公募により構成される市民サービス向上委員会におい

て、キッズコーナーの設置やエレベーター内椅子の設置、庁舎前清掃の実施など、接遇や

業務改善についての取り組みを行いました。 

 ２つ目は、来庁者等サービス向上研修の実施でございます。新規採用や他所属からの転

入職員等を対象とした研修を開催し、窓口等における接遇向上に努めました。 

 こうした取り組みによりまして、指標の区役所が相談や問い合わせ内容について適切に

対応したと思う区民の割合は６０％を超えております。また、区役所来庁者等に対する窓
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口サービスの格付けの結果、いわゆる区役所窓口ミシュラン調査におきまして、平成２６

年度以降、毎年、星を２つ、すなわち民間の窓口サービスの平均的なレベルを上回るレベ

ルの評価をこの間、獲得しております。 

 こうしたことから、自己評価といたしまして、戦略５－２に掲げる区民サービスの向上

の取り組みは、一部、指標の目標を達成していないものの、市民の視点に立ったサービス

の提供ができていることから、上記のめざすべき将来像の実現に向けて有効であると考え

ております。 

 なお、平成３０年度においても職員の主体性、チャレンジ意識、職員の気づきを促進し、

市民サービスの向上に努めてまいります。 

 以上でございます。 

【太田総合企画担当課長】  それでは、説明させていただきました戦略４－１から５－

２までにつきまして、ご質問、ご意見をいただくとともに、評価シートの記入をお願いし

たいと思います。 

 また、評価シートの最後に、設問２があります。上記のような中央区の取り組みは、区

の目標の実現に有効であったかというところの評価につきましても、あわせてお願いいた

します。 

 議長、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。ただいまの戦略４－１から５－２まで説明を

受けました。 

 それでは、先ほどと同じ要領でお手元評価シートのほうをよろしくお願いいたします。 

 では、説明のあった部分について何かご質問・ご意見がある方は挙手いただければと思

います。 

【西村委員】  質問なんですけれども、区民モニターアンケートというのをしてくださ

っているんですけれども、これはどのぐらいの回答があって、どういう人を抽出している

んですか。それをちょっとお聞きしたいなと思いました。 

【太田総合企画担当課長】  区民モニターですが、年に２回実施しておりまして、１,

５００人の方が対象になっております。世代や性別などの属性のバランスがとれるように

配慮したうえで、無作為抽出により選定しております。回答率はおおむね４割弱ぐらいに

なっております。 

 以上でございます。 
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【伊藤議長】  それでよろしいでしょうか。 

【西村委員】  はい。 

【伊藤議長】  ありがとうございます。ほかに何かご意見ご質問ないでしょうか。 

 それでは、ないようでしたら、次の議題に移っていきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 ここからは、議題２の中央区将来ビジョンの策定について、区役所からご説明をお願い

いたします。 

【太田総合企画担当課長】  それでは、中央区将来ビジョンの策定についてご説明申し

上げます。右肩に資料２と書いてございますホチキスどめの資料をご覧いただけますでし

ょうか。 

 将来ビジョンとは、区のめざすべき将来像の実現に向けた施策展開の方向性等を取りま

とめ、区民の方々に明らかにするものでございます。現在の将来ビジョンは、計画期間は

５カ年、平成２５年から２９年として策定したもので、今年度に次期将来ビジョンを策定

したいと考えております。次期将来ビジョンは、計画期間を平成３０年度から平成３４年

度までとし、第１章として現状と課題、第２章としてめざすべき将来像、第３章として将

来像達成に向けた取り組みといった構成で作成したいと考えております。 

 策定に向けたスケジュールでございますが、本日の区政会議におきまして策定に向けた

方向性をご説明し、ご了承いただき、１２月上旬ごろの第２回の区政会議におきまして素

案をお示しし、ご意見をいただきたいと思っています。また、パブリックコメントも実施

しまして、広く区民の方々からも意見を募ります。そして、さまざまな意見を反映した上

で２月末ごろの第３回目の区政会議におきまして、案としてお示ししたいと考えておりま

す。改めて、委員の皆様からのご意見をお聞きし策定・公表してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、ページをめくっていただきまして、ここからは現時点での当区の考えております

現状と課題、めざすべき将来像、将来像の達成に向けた取り組みにつきましてご説明申し

上げます。 

 今回の資料は、中央区の将来ビジョンの構成イメージ案でございますので、今後、記載

内容を肉付けし、素案を策定して、次回の区政会議でご提示したいと思っています。 

 それでは、第１章、現状と課題です。まず概況としまして、人口動向についてでござい

ます。現在、中央区の人口は急増しておりまして、人口の増加率の市内で最も高い比率と
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なっています。また、国立社会保障人口問題研究所によりますと、２０４５年には中央区

の人口は１１万３,８４０人になると推計されている数値もあり、今後も中央区の人口は

増加していくことが想定されています。 

 続いて、次のページの経済動向ですが、統計調査の１つであります経済センサスの結果

によりますと、中央区には大阪市内で最も多くの事業所が集積しており、活発な経済活動

が行われています。市税収入の約４分の１を生み出しており、産業大分類別に見ますと、

卸業、小売業が最も多く、全体の約３分の１を占めております。 

 ページをめくっていただきまして、次は分野別の現状と課題として、まず、にぎわいの

状況からご説明申し上げます。平成２９年度に大阪観光局が関西国際空港において、外国

人旅行者に実施した調査によりますと、多くの来阪外国人観光客はミナミを中心に中央区

を訪れるなど、にぎわいを見せています。こうしたまちのにぎわいを持続、発展させてい

くため、商店会や企業、まちづくり団体、地域等と連携し、中央区の魅力を積極的に発信

していくとともに、旅行者が安心して楽しめる、安全で快適な環境づくりを進めていく必

要があると考えております。 

 次に、地域コミュニティの状況でございますが、地域コミュニティは連帯や相互扶助を

培い、地域をよくする取り組みや災害時の助け合いなど、地域運営の原動力となるもので

す。中央区においては、地域活動協議会をはじめ、地域の住民、関係団体の尽力により、

さまざまな地域活動が展開され、地域コミュニティが育まれています。しかし、その一方

で近年、マンション建設が進み、中央区の人口が急増している中、新たな住民の地域活動

への関心は低く、また、地域活動の担い手として若い世代の参画が進んでいないなど、地

域コミュニティの機能を維持していく上で、多くの課題が顕在化してきており、今後とも、

地域コミュニティの重要性について広く住民の理解を深め、地域での声かけ、見守り、助

け合い、支え合いの活動が活発に行われるよう支援していく必要があります。 

 次に、防災・防犯対策の活動状況でございます。 

 中央区には上町断層が走っており、南海トラフ地震の今後３０年以内に発生する確率は

７０から８０％と言われております。地震に伴う大規模災害の発生に備え、災害を少しで

も軽減させていくためにも、地域防災力を着実に向上させていくことが重要です。各地域

においては、避難所の開設、運営など防災訓練を実施してきており、今後も各地域の実情

に合わせ自助、共助及び公助の連携により実効性のある防災体制を構築していく必要があ

ります。 
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 また、街頭における犯罪の約７割を占める自転車盗の発生件数は減少しているものの、

該当犯罪の発生件数は依然として多い状況です。防犯意識向上に向けた啓発活動など、引

き続き地域を挙げて防犯活動を進めていく必要がございます。 

 次に、ページをめくっていただき、地域福祉の活動状況でございます。 

 中央区におきましても、６５歳以上の人口や独居高齢者の数は増加傾向にあり、医療と

介護サービス双方を必要とする高齢者や認知症高齢者も増加する見込みでございます。援

護を必要とする高齢者への見守りを強化するなど高齢者を孤立させない取り組みや医療と

連携した地域包括ケアシステムの構築、健康寿命の延伸に向けた介護予防の取り組みなど

を進めてきているところであり、今後も地域福祉を着実に推進していくことが必要と考え

ています。 

 子育て、教育の状況につきましては、中央区の人口が急増する中、１５歳以下の人口も

年々増加傾向にあります。また、少子化の進展、核家族、共稼ぎ世帯の増加等のもと、子

育てに不安や悩みを持つ世帯も多く存在し、子育て相談の件数もふえ、保育ニーズも高ま

ってきております。今後も地域と連携し、地域ぐるみで子育てを応援する環境づくりを推

進していくとともに、多様化する保育ニーズにも的確に対応していく必要があると考えて

います。学校においても、児童数急増への対応が急務になっているとともに、外国にルー

ツのある児童、生徒等の増加への対応など、さまざまな課題が生じているところでござい

ます。今後とも、児童数急増にも対応し、教育環境の計画的な整備を図るとともに、各学

校のニーズ、課題に応じた子どもたちの学びの支援を進めていく必要があると考えており

ます。 

 続いて、第２章めざすべき将来像についてでございます。 

 今、申し上げました現状や課題を踏まえまして、中央区が今後、めざすべき将来像とし

ましては、豊かなコミュニティの形成や多様な協働を促進し、自律的な地域運営を支援す

ることで、誰もが生き生きと健やかに暮らしやすく、子育てしやすい活力ある地域社会づ

くりを促進するとともに、人が集い、にぎわうまちづくりと考えてございます。そのため

に、引き続き区民から信頼される区役所づくりに取り組みたいと考えてございます。 

 イメージとしまして、「にぎわいとふれあいあふれる中央区」を掲げまして、地元商店

会、企業等と行政の連携、協働のもと、内外から多くの人が集い、にぎわっているまち、

また、人口増加の状況にも対応し、地域の特性や課題に応じた人と人のきずな、ふれあい

を大切にするコミュニティが育まれているまち、あるいは地域コミュニティ、共助の精神



－29－ 

のもと、安全に安心して暮らせるまち、また、未来を担う貴重な人材である子どもたちが

健全に育成されるよう子育てや子どもたちの学びが適切に応援されているまち。そうした

将来のまちの姿を支える区役所のめざすべき姿は、区民ニーズや地域実情を把握し、区長

が自らの権限の責任で、この特性に応じた区政運営を総合的に展開する、区民から信頼さ

れる区役所ではないかと考えているところでございます。 

 ページをめくっていただき、最後に第３章でございます。 

 将来像の実現に向けた取り組みでございます。これまで申し上げました中央区の現状と

課題、そして、将来像として掲げます「にぎわいとふれあいあふれる中央区」の実現に向

けまして、ここに記載しています５つの施策に取り組みたいと考えております。 

 １つは、さらなるにぎわいの創出としまして、中央区の魅力情報の発信、安全で快適な

環境づくりの推進。 

 ２つ目に、地域でのふれあいづくりの推進として、地域活動協議会の活動支援、地域に

根ざした人権啓発活動、生涯学習、文化、スポーツ、レクリエーション活動の推進。 

 ３つ目には、安全、安心のまちづくりの推進としまして、地域防災力の向上や地域防犯

活動の推進、地域福祉の推進。 

 ４つ目は、子育て、子どもの健全育成の推進としまして、地域子育て支援体制の構築、

児童虐待への対応、また、子どもの学力、体力の向上、教育環境の充実、それから、青少

年の非行防止、健全育成活動の推進でございます。 

 最後に、５つ目に区民から信頼される区役所づくりとしまして、区政情報の効果的発信

や区民の意見、ニーズの把握、基礎自治に関する施策、実施に対する指揮監督、調整機能

の発揮、区民の参画充実や窓口サービスの向上に取り組みたいと考えております。 

 将来ビジョンにつきましては、以上でございます。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 ただいま中央区の将来ビジョンについて説明を受けました。この件につきまして、委員

の皆さんからご意見や質問をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【石井委員】  子ども会の石井と申します。私は子ども会の立場からしか意見は述べら

れないんですけれども、先ほどの５ページの地域コミュニティの状況ということでお話を

していただいたとおり、子ども会を運営していく我々のスタッフも、小学校の生徒の数は

どんどんふえていくんですけれども、我々がやっているキックベースボールとかソフトボ

ールの大会に参加していただく子どもたちのメンバーの数がなかなか集まらないというこ
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とで、生徒の数がふえているのに、そういう行事に参加していただける子どもたちの数が

少ないという状況がありますので、これからどんどん生徒の数がふえても、その状況は続

くんではないかなと考えられるんですが、やはり子ども会としても今までやっている行事

等を見直していかないといけないのではないかとは思うんですが、なかなか我々もどのよ

うにそれを実際に行っていけばいいのかというのが手探りで、なかなか難しいところがあ

ります。 

 ここにも書いてありますように、我々がやっていくスタッフの確保というのも、ＰＴＡ

のお父さんにも必ず協力をしていただくようにはお願いするんですけれども、ＰＴＡをや

っていく方々の確保というのもなかなかこのごろは難しいと聞いていまして、親御さんの

考えもちょっとクールな感じになっていまして、ＰＴＡ活動にも参加しないし、参加、運

営がなかなかしていただけないし、ちょっとひどいような言い方なんですけれども、ただ

子どもを預けるような感じに思われている現状がありますので、我々やっていくスタッフ

を確保していくのも、若い我々もだんだん年をとってきますので、若いスタッフを入れて

やっていっていただきたいんですけれども、なかなかそれもうまくいっていないような状

況です。 

 何か泣き言ばっかりであれなんですけれども、マンションがどんどんふえていくその状

況の中で、そのスタッフを何とか確保していきたいし、子ども会活動も続けていきたいの

で、その辺、何かいい方法があれば逆に教えていただきたいなというようなことを、ちょ

っと緊急な状態になってきておりますので。子どもたちの数がふえて大変うれしいんです

けれども、活動を推進していく我々の数が少ないというのでは対応できないような状態に

なっていますので、ぜひヒントがありましたら、この場をお借りして大変申しわけないん

ですけれども、また教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  今のご意見に対して、いい提案がありますでしょうか。 

【北邑市民活動支援担当課長】  市民活動支援担当課長の北邑でございます。今、石井

委員のほうからお話がありました問題について、中央区だけの問題ではなくて、全市的な

問題になっております。そういう意味で、大阪市全体でも今、子ども会の指導者の育成と

いうことが課題になっていまして、内部で検討しておるんですけれども、なかなか内部で

も有効な策がいまだ見出せておりませんで、引き続き何らかの方策がないかなということ

で、今検討を続けていると、そういう現状でございますので、申しわけございませんが、

今お答えとして明確なことは申し上げにくいということで、よろしくお願いします。 
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【伊藤議長】  石井委員のお話はわかるんですけれども、なかなか難しい課題で、私も

今まで地域のいろいろなことをやりまして、ＰＴＡ活動とかいろんなことがあって、どの

部分といっても、やっぱりそういうボランティアが少ないというか、いろんな問題がある

んですけれども、ことしのお祭りにたくさんの子どもさんが参加したとか、お母さん方が

ふえたという地域からの意見も聞いていますので、まんざら協力が嫌という話ではないと

思うんですけれども、何かいい策があればまた石井委員の子ども会でも役所と相談しても

らって、何かいい方法があれば、頑張っていただきたいと思います。 

 何かございますか。 

【石井委員】  我々だけですと、なかなか目線もある程度のところでとまっていますの

で、皆さんのいろいろな貴重なご意見をいただけましたら、こんなこともあるでとか、

我々だけの目では行き届かないところがありますので、先ほども池永さんが、今度、船場

まつりをやりますのでとか教えていただいて、わくわくキッズチャレンジ広場にまた参加

してくださいとか、そういうお話をいただけますので、やっぱりこういう場に参加させて

もらって、こんなんもあるでとちょっと教えていただいたら、また子ども会としても協力

させていただきますので、こんなのがあるでというようなことはどんどん言っていただき

たいと思いますので、またよろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】  ほかには何かございませんでしょうか。 

【池永委員】  今、船場まつりのことを言っていただきまして、私どもは中央区の中で

やはりミナミ地区、船場地区という１つの大きなところで、商店街とでにぎわいを創造す

る将来像という形で、この船場まつりを南船場、中船場、北船場という大阪市の中の中央

区、中央区の中での中心である船場地域が民間主導で１０年前からこの祭りを開催して、

活性化ということで取り組んでまいりました。第１回から、ことし１０回になるんですけ

れども、ここまで至ったわけです。特に船場地域は民間主導で地域の協働、そして商店会、

企業、寺社も一緒になってこの活動を進めてまいりました。これをまた海外からも国内か

らもたくさんの人たち、観光の人たちが集まってきている現状です。 

 そこで、この船場地域全体が今、船場倶楽部という大きな団体を地域で組んできており

ます。この１０回に合わせて、船場地域に日本遺産の申請をずっとお願いしておりまして、

大阪市経済戦略局に動いていただきまして、日本遺産申請というので、おととしからやり

まして、ことし国のほうは受託してくれなかったので、もう一度チャレンジしようという

ことで、来年の申請に向かって動いていただいております。もちろん足下が中央区、その
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足下の中心の船場地域が日本遺産に申請されることによって、国内外からの観光客、人の

集まり、にぎわいの創造ということをめざしておりますので、ぜひ市だけじゃなしに、中

央区に中心になってやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。そのほかにご質問はないでしょうか。 

 それでは、ないようでしたら、その他、中央区制３０周年記念事業についてのご説明を

お願いいたします。 

【太田総合企画担当課長】  それでは、中央区制３０周年記念事業についてご説明しま

す。右肩に資料３としている１枚ものの資料をご覧いただけますでしょうか。 

 まず、趣旨、目的でございますけれども、中央区は平成元年２月１３日に旧東区と旧南

区の合区により誕生し、平成３１年２月に３０周年を迎えます。３０周年を機に中央区の

よさや魅力を改めて認識し、積極的に発信し、未来へとつないでいくことで地域の関心、

愛着を深めるとともに、さらなるにぎわいの創出を図ることとし、３０周年を区全体で祝

い、盛り上げていきたいと考えております。 

 ロゴマークとキャッチフレーズもつくりまして、ロゴは当区の若手職員から募集し 

区の花である梅とパンジーの花びらをモチーフに作成しました。キャッチフレーズは、

「魅力発信！“にぎわいとふれあい”あふれる中央区」として、既にイベントの案内チラ

シ等への掲載や区の玄関にも掲げていますように、のぼりを作成して機運の醸成に努めて

おります。 

 次に、記念事業ですが、来年３１年２月１３日に３０周年の記念イベントを開催したい

と考えております。区民センターにおきまして記念式典や記念コンサートを催し、またロ

ビー等で古の写真等のパネル展の開催を考えております。また、プレイベントとしまして、

この７月ににぎわいスクエアにおきまして、古の写真パネル展示を実施しました。また、

１０月には先ほど案内がありました船場まつりや区民まつり等でも写真パネル展を展開し、

ＰＲブースも設けまして機運の醸成に努めていく予定でございます。 

 先ほど池永委員からありました船場まつりにつきましては、お手元にパンフレットを入

れてございますので、よろしければお誘い合わせの上、お出ましいただければと思います。 

 また、関係団体への働きかけとしまして、区で活動しています団体の皆様に、中央区の

３０周年の趣旨への賛同を働きかけまして、関係団体が開催しますイベント等において 

中央区の３０周年の紹介やロゴの活用等をお願いしたいと考えています。 

 次に、区民参加による魅力発信事業ですが、中央区の「いいとこ、好きなとこ（中央区
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の魅力１００選）」としまして募集することを考えています。やはり、区民全体で３０周

年を祝いたいと思いますので、多くの方が参加できる事業も展開したいと考えています。

９月の広報紙で募集を始めまして、チラシや応募用紙を関係団体にも配布させていただき、

皆さんに協力をお願いする予定でございます。そして、２月の記念イベントにおきまして、

集計結果を発表したいと考えております。 

 そして最後に、中央区の魅力等の情報を整理し、区のホームページ等で発信していきた

いと思っています。内容としましては、データで見る中央区や先ほど紹介した中央区の

「いいとこ、好きなとこ（中央区の魅力１００選）」、あるいはもっと知りたい歴史、文化

情報やまちの魅力情報、またこれまで発信してきました情報やまちあるきマップの情報な

どを集大成し、わかりやすく発信したいと考えています。 

 さらにイベント写真等で３０年の移ろいの紹介や各団体の歩み、活動紹介のほか、関係

団体の皆様に中央区３０周年を迎えてと題した、３０周年を迎えての所感などを寄稿して

もらう予定でございます。そして、これらの内容はホームページで発信するだけでなく、

今、申し上げたコンテンツ、内容を抜粋した３０周年記念冊子も作成していく予定でござ

います。 

 以上でございます。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。 

 せっかくの機会ですので、委員の皆さんから何かご提案とか意見がございましたら、こ

の際、また参考にさせていただきたいと思いますので、何かございましたら、意見という

ことでいただいたらありがたいんですけれども、何がございますでしょうか。 

 今のところはないということだと思いますので、それでは、それでは最後に、助言者と

して出席いただいています市会議員のお二人から、本日の議事に関してのご助言をいただ

きたいと思います。まずは、有本議員からひとつよろしくお願いします。 

【有本議員】  皆様、きょうは酷暑というのがぴったりなほど昼間は暑かったんですけ

れども、そんな中、区政会議に参加をいただきまして、多岐にわたりまして有意義なご意

見をいただいてありがとうございます。時間の関係もありますので、ちょっと集約して申

し上げたいと思います。 

 私のほうからは、地域福祉の向上の観点から、地域福祉コーディネーターについて一言

申し上げたいと思います。現在、中央区内には１７の地域社会福祉協議会の活動エリアに

おいて、１名の地域福祉コーディネーターさんが活動しておられます。主に地域の会館な
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どで体調の不安や食生活への不安など多岐にわたる相談を受けておられ、先ほどのご報告

にもありましたように、その相談件数というのは平成２７年度の４,６５１件から平成２

９年度には７,７５７件と、３年間で３,１０６件も大幅にふえております。コーディネー

ターさんの負担も年々増しているのかなと感じているところであります。地域に暮らして

おられる高齢者や障がい者など援護を必要とされる方々にとって、地域事情に精通し、さ

さいなことでも気軽に相談できるコーディネーターさんの存在は大変心強いものだと思っ

ております。身近なところにいてくれるだけで安心感があるのかなと思います。 

 そうしたことから、要援護者の方々が住みなれた地域で自分らしく、一層安心して暮ら

していただくためには、地域福祉コーディネーターの方々の負担を少しでも抑え、活動し

やすい環境を整えることが今後、重要になってくるのではないかなと思います。中央区内

の日ごろの見守りを必要とする対象者は１,０１４人おられ、１地域当たり平均すると約

６０名なんですけれども、これは地域格差があって、実際には１００名を超える地域もあ

るなど、コーディネーターさんの負担にばらつきが出ていると思います。例えば対象者人

数や相談件数に応じて配置を工夫したりとか、コーディネーター間の連携強化を強めるな

ど、コーディネーターの負担軽減の方策についても柔軟に検討していただけたらなと考え

ています。 

 地域福祉コーディネーターの皆さんは、６月１８日に発生しました大阪府北部地震の際

も、安否確認に尽力いただくなど、要援護者に寄り添った活動に努めておられます。予算

の制約もあって、増員は難しいと思いますが、地域福祉コーディネーターの皆さんが一層

活動しやすい環境を整えていただくようお願いしたいと思います。 

 もう１点、さっき学校のトイレの話があったんですけれども、学校が避難場所というこ

とで、今も広島であったりとか、岡山のほうでも避難所を開設していらっしゃるんですけ

れども、避難された方々もトイレを使われるんですよね。当然、高齢者の方が多いという

中で、やはり和式よりかは洋式ということも、そういう意味合いで必要になってくると思

います。そうなってくるとこれは教育委員会だけの問題ではないと思います。それと、や

はり避難所になります体育館のエアコン問題ですよね。エアコンをどういう形で整備して

いくかということも今後の課題だということを、中央区のほうでもお考えいただきたいと

思います。中央区は昼間人口が多くて、その割に学校の数が少なくなっていますので、避

難場所が少ないということもあるので、民間のしっかりした建物と協定を結んでいただい

て、いざというときにはそこも何とかやっていただけるとか、そういうことは今の段階か
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ら考えていかなければいけないことであろうかなと思いますので、ぜひご検討いただきた

いと思います。 

 以上です。 

【伊藤議長】  ありがとうございます。続いて、不破議員、ひとつよろしくお願いしま

す。 

【不破議員】  どうもきょうはお疲れさまでございました。暑い中、ほんとうにありが

とうございます。私のほうからは２点、集約してちょっとお話をさせていただきたいと思

います。 

 有本先生からもありましたけれども、６月１８日に起こりました大阪北部地震のことで、

大阪市の北側で震度６弱を観測しまして、大阪市にとっても非常に大きな地震であり、阪

神淡路大地震のときはたしか震度５だったかなと記憶しておるんですけれども、ちょうど

７時５８分でしたので、区の職員も通勤途上で電車の車内で閉じ込められたという事案等

も発生しておりまして、職員の全体の出勤率は３１％となっております。ただ、窓口業務

とかもありますので、実際に災害本部に入っている割合とすれば１８％ぐらいになってく

る。そういう状況であったと、ちょっとご報告の中で聞いておりまして、やはり各地域の

自助、共助というのが一番重きに値するのではないかなと思っております。正直言って、

行政が手を出せるというたら、それこそ避難所開設訓練のときでもお話ししていると思う

んですけれども、３日はかかります。早くて３日はかかると思います。それまでにやはり

地域の皆様方がいかにお互いを助け合うかというところが重きになってくるのかなと思っ

ております。実際、聴覚特別支援学校のほうにでも外国人旅行者が来られたんです。英語

をしゃべられて、そのときはたまたま先生が英語で対応できたので、そのまま行かれたと

いうことなんですけれども、やはり中央区も観光都市大阪の中心部であるということは、

外国人旅行者の対応もこれから考えていかないかんのかなと。もちろん帰宅困難者もあり

ますので、そのことに対してもしっかりと防災のほうでも見ていかないかんのかなと考え

ております。まだ、私案なんですけれども、やはりタブレット端末を各避難所にも置いと

いて、例えば、外国人の方の避難所対応ができるとかというのも一つなのかなと。これは

また９月、ちょっと私もたまたま委員会が港湾消防という、危機管理室も担当になります

ので、そういったことについてももっと詰めていかないかんなと思っております。 

 たまたま去年の７月、私は市政改革特別委員会という委員会の中で、ちょっと発言させ

ていただいたんですけれども、そのときは南海トラフを一番問題視されておりましたので、
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大規模災害の備えとしまして地域におけます、先ほど言いました自助、共助の大切さにつ

いて、いざというときのためにご近所同士が、隣同士が顔見知りにならないといけないと

いうことをちょっと強くお話しさせていただいたところでしたので、非常に今後のことを

考えていかないかんのかなと思っております。 

 また、お話がありました要援護者の皆様方、障がいをお持ちの方の皆様のことに関して

も、やはりもう一度見直しして、委員会のほうでも意見を発していかせていただきたいな

と思います。そのためには、民生の方のお力というのは非常に重要だと思っております。

そのときに役所の人が、例えば夜中であれば何人出てくるのかなというところですから、

そうなったときはやはり地域の皆様方のお力がないとできないと思っております。 

 区役所におかれましても、地域の防災力向上といった面で、地域活動協議会の活性化に

向けた支援を行っていただきますとともに、地域コミュニティの根幹であります自治会と

町内会、また各団体、身近な皆様方の生活圏の活動にももう一度、目を向けていただいて、

顔が見えるような、つながりに向けた積極的なサポートを進めていただきたいとお願いい

たします。 

 それとまた、話は変わりますけれども、私はこれを着用しております、区の職員も区長

をはじめ数名着用しているんですけれども、いよいよこの１１月に大阪万博招致活動の結

果が発表されるということで、２０２５年ということになっておりますけれども、これは

ほんとうに役所ではのぼりとかやっているんですけれども、ほんとうにありがたいことに

先日、７月１４日の夏フェスのときに、商店会の皆様が戎橋の橋の上、皆さんは見られた

ことがありますかね、グーの形をしたモニュメントをつくっていただいたんです。頑張ろ

うという意味の拳をつくっていただきまして、先日、私も戎橋の近くを自転車で通りまし

たら、外国人の旅行者がちょうど拳の後ろがグリコの看板なんですよね。それをバックに

写真を撮って、それをＳＮＳで流してくれるんです。これも一つの大阪万博に向けた招致

活動の大きな力になっていると思います。これはほんとうに商店会の皆様方、きょうは慶

元さんもおられます、ありがとうございます。また、今後ともよろしくお願いいたします。 

 また、区役所のほうも１０月の区民まつり等々でもＰＲをするということで、これはほ

んとうに役所だけじゃなく、先ほど言いました商店会の皆様、町会の皆様、各団体の皆様

方のお力が必要ですので、今後ともよろしくお願いいたします。また、先日も経済戦略局

長がアフリカへの出張に行って、先日帰ってきたところでございますが、そういう招致に

ついても大阪市、大阪府、またこれも国の政策になりますので、国のほうも経産省、外務
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省に頑張っていただいておりますので、よろしくお願いしておきます。また、今日、中央

区の将来ビジョンの策定に向けた話がありましたけれども、大阪万博の誘致が中央区の経

済的な発展において起爆剤になることは間違いないと私は確信しておりますので、最後ま

で開催地決定に向け皆さんとともに頑張りたいと思います。 

 今日は本当におそくまで熱心な議論をありがとうございました。 

【伊藤議長】  ありがとうございました。ほんとうに有本議員、不破議員、貴重なご助

言、熱く語っていただきまして、ありがとうございます。ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、これをもちまして本日の区政会議を終了いたしたいと思います。委員並びに

市会議員の皆さん、ほんとうにこの暑い時期に熱心にご議論いただきまして、ほんとうに

ありがとうございました。 

 これをもちまして、議長をおりて事務局にお返しします。ありがとうございました。 

【太田総合企画担当課長】  ありがとうございます。伊藤議長、最後までお務めいただ

きありがとうございました。 

 次回は、１２月ごろ、またその次は２月末ごろの開催を予定しております。平成３０年

度の運営方針の振り返りや将来ビジョンの素案、また予算案などについてご意見を頂戴し

たいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、平成３０年度第１回中央区区政会議を閉会させていただきます。本

日は誠にありがとうございました。 

―― 了 ―― 


