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令和元年度 第２回中央区区政会議 会議録 

 

１．日時 令和元年 12 月 18 日（水）午後６時 30 分～午後８時 22 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） 

朝井委員・池永委員・石井委員・伊藤委員・岡先委員・岡本委員・荻野委員・

菊地委員・黒石委員・庄司委員・関根委員・竹下委員・長門委員・中野委員・

西口委員・藤本委員・三木委員・山本（喜）委員 

（市会議員） 

有本議員・不破議員・野上議員 

（中央区役所） 

吉村区長・木口副区長・山下総務課長・溝淵総合企画担当課長・岡田市民協働

課長・谷口まち魅力推進担当課長・谷川市民活動支援担当課長・柴﨑窓口   

サービス課長・田島国保収納担当課長・難波保健福祉課長・楠保健担当課長 

４．会議次第 

  １ 開会 

２ 議題 

（１） 議長及び副議長の選任について 

（２） 令和２年度中央区運営方針（素案）について 

（３） 中央区地域福祉ビジョン＜改訂＞（素案）について 

（４） その他 
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開会 午後６時 30 分 

【溝淵総合企画担当課長】 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまより令和元年度第２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、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。私は、本

日の会議の進行をさせていただきます総合企画担当課長の溝淵と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会にあたりまして、吉村中央区長よりご挨拶を申し上げます。 

【吉村区長】 

 皆さん、こんばんは。区長の吉村でございます。本日は第２回中央区区政会議

に、年末も近づき、公私なにかとお忙しい中でございますが、ご出席を賜りまし

て誠にありがとうございます。また、皆さまにおかれましては、今年の 10 月１日

から２年の任期で区政会議委員にご就任いただきまして、厚くお礼申し上げます。 

 前回の任期から引き続きご就任いただいておられます方 10 名、そして今回新た

にご就任いただいております方 10 名ということで、20 名で運営をさせていただく

ことになります。よろしくお願い申し上げる次第でございます。 

区政会議につきましては、区政の運営及び区が実施しております主要な施策、

事業等について意見を頂戴するということにいたしておりまして、非常に重要な

機関でございます。今後、皆さま方には、ご意見を頂戴いたしまして、区政の推

進に反映させていきたいと思っておりますので、今後２年間よろしくお願い申し

上げます。 

 現在、中央区におきましては、人口もこの７月に 10万人を突破しておりますし、

また、国内外からたくさんの方がこの中央区のほうにいらっしゃって大変にぎわ

っておりますなど、中央区は活気づいてると言える状況でございます。そうした

中ではございますが、さまざまな課題も出てきておりまして、そうした課題を解
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決すべく、今年の３月に策定いたしました、中央区将来ビジョンに基づきまして、

“にぎわい”と“ふれあい”あふれる中央区をめざしまして、取組を進めている

ところでございます。 

そうしたことで、本日の議題でございますが、一つとして令和２年度における

区の運営方針について策定中でございまして、その素案の中身についてご意見を

頂戴したいということでございます。令和２年度におきましても、現在、区のほ

うで進めております施策、事業をより効果的に実施していきたいと思っておりま

す。さらには、来年度から例えば、重大な虐待ゼロに向けた取組など子育て支援

の施策ですとか、また、外国籍の住民の方も増えてきているところでございまし

て、多文化共生の環境づくりなどにつきまして施策を拡充して実施していきたい

と考えているところでございます。 

 議題の二つ目といたしましては、中央区将来ビジョンの福祉分野を推進するた

めに現在「中央区地域福祉ビジョン」の改訂を行っているところでございまして、

この改訂ビジョンについても意見を頂戴したいと考えています。そのほか、路上

喫煙禁止地区の指定拡大についてもご意見を賜る予定といたしております。 

限られた時間ではございますが、皆さま方から忌憚のないご意見を頂戴いたし

まして、また今後の区政推進に反映させていきたいと思っておりますので、何卒

よろしくお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。以上でございます。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 ありがとうございました。それでは議事に入ります前に、お手元にご用意させ

ていただいております資料のご確認をお願いいたします。１枚目に本日の次第、

次に配布資料一覧をお付けしております。この資料一覧に記載しておりますとお

り、別紙１として区政会議の委員名簿。別紙２として本日の座席表。別紙３とし

て区政会議に関する条例をお付けしております。 

 次に議題の資料ですが、資料１－１と１－２は事前に送付したものから変更は
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ございませんのでお配りはしておりません。残る資料２として、「地域福祉ビジョ

ン改訂」にかかる資料６点。こちらは事前送付したものから変更がございますた

め、改めて一式を机上に配布させていただいております。さらに資料３をお配り

しております。配布資料は以上でございます。事前にお送りした資料に加え、不

足の資料がございましたら遠慮なくお申し出ください。事務局の者がお持ちさせ

ていただきます。 

 区政会議につきましては、公開の会議でございます。傍聴や取材を許可してお

りますこと、また、この会議の会議録作成用の録音、及び写真撮影などについて

ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。 

 本年、10 月１日から新たに 10 名の方が区政会議委員となられました。そのため、

議事に入ります前に、委員の皆さまを事務局からご紹介をさせていただきたいと

存じます。順番につきましては、委員のお名前の 50 音順でご紹介をさせていただ

きます。まずは私の正面、朝井委員でございます。 

【朝井委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】   

 続きまして、石井委員でございます。 

【石井委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 池永委員でございます。 

【池永委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 伊藤委員でございます。 
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【伊藤委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 岡先委員でございます。 

【岡先委員】 

 よろしくお願いいたします。  

【溝淵総合企画担当課長】 

 岡本委員でございます。 

【岡本委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 荻野委員でございます。 

【荻野委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 菊地委員でございます。 

【菊地委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 黒石委員でございます。 

【黒石委員】 

 どうぞよろしく。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 庄司委員でございます。 
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【庄司委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 関根委員でございます。 

【関根委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 続きまして、竹下委員でございます。 

【竹下委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 長門委員でございます。 

【長門委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 中野委員でございます。 

【中野委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 西口委員でございます。 

【西口委員】 

 よろしくお願いします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 藤本委員でございます。 
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【藤本委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 前久保委員におかれましては、本日所要のため欠席となってございます。 

 続きまして、三木委員でございます。 

【三木委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 山本委員でございます。 

【山本委員】 

 よろしくお願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 区商連の山本委員におかれましては、本日所要のためご欠席となってございま

す。 

 本日の区政会議につきましては、委員定数 20 名のうち、現時点の出席委員は 18

名でございます。区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条第５項に

規定する、定足数２分の１以上を満たしておりますので、本日の会議は有効に成

立していることをご報告申し上げます。 

 それでは議事に移ります。議題（１）のうち、この区政会議の議長の選任につ

いて進行をさせていただきます。区政会議の運営の基本を定めております、区政

会議に関する条例第７条第１項において、「議長及び副議長は委員の互選により選

任する」と規定されております。恐れ入りますが、まず議長についてどなたにお

願いをするのがよいか委員の皆さまからご意見はございませんでしょうか。 

【菊地委員】 

 はい、私いいですか。私の意見としましては、ここにおられる伊藤さんに   
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お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 ありがとうございます。ただいま、菊地委員から議長に伊藤委員とのご提案が

ございました。皆さま、ご異議ございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

はい、ありがとうございます。ご異議がないようでしたので、菊地委員からの

ご提案のとおり議長に伊藤委員をご選任いただきました。恐れ入りますが、伊藤

委員におかれましては、議長席へとご移動いただけますでしょうか。よろしくお

願いをいたします。 

 それでは、これより先の議事の進行につきましては、伊藤議長にお願いしたい

と存じます。伊藤議長、どうぞよろしくお願いいたします。 

【伊藤議長】 

 皆さん、こんばんは。ただいま、委員の皆さんの互選により議長に就任いたし

ました、伊藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この２年間議長を

務めさせていただきましたが、引き続き、精いっぱい務めを果たしてまいります

ので、よろしくお願いいたします。微力ではございますが、委員の皆さまのお力

をいただきながら円滑な議事の進行に努めてまいりますのでよろしくお願い申し

上げます。 

 それでは議事に入らせていただきます。議題（１）の残る副議長の選任につい

て議事に入ります。先ほど区役所から説明があった区政会議に関する条例によっ

て、議長を補佐する副議長も委員の互選により選任すると規定されております。

私の腹案でございますが、昨年からご協力いただいております、池永委員を副議

長にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

＜異議なしの声あり＞ 

【伊藤議長】 

 ありがとうございます。皆さんのご異議がございませんようでしたら、副議長
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に池永委員を選任し、以降の議事に進めてまいりたいと思いますので、池永委員、

副議長よろしくお願いいたします。 

 それでは、池永さんよろしくお願いします。 

【池永委員】 

 お願いします。 

【伊藤議長】 

 それでは、早速ですけども議事を続けます。 

 議題（２）の令和２年度中央区運営方針（素案）について区役所よりご説明を

お願いいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 それではご説明を申し上げます。お手元の資料右片に資料１－１と表示してお

ります、Ａ４横長の資料をご覧ください。 

 こちらは区役所で作成をいたしました、令和２年度中央区運営方針（素案）の

概要でございます。こちらは、もう一つの資料１－２と表示しております、大阪

市所定の様式で記載をしたＡ４縦長の資料をわかりやすくまとめたものでござい

ます。本日はこのＡ４横長の資料１－１に沿ってご説明いたします。ご意見、ご

質問につきましては説明後に一括して賜りたいと存じますので、よろしくお願い

をいたします。 

 それでは、１ページをご覧ください。運営方針（素案）のあらましとして、ペ

ージの左側に重点的に取り組む主な経営課題として「にぎわいの創出」「ふれあい、

絆づくり」「安全・安心」「子育て・子どもの学び」といった四つの柱を掲げてお

ります。中ほどの列にそれぞれの経営課題の解決に向けた９つの戦略。で、右の

列にこの戦略の実現に向けた具体的取組を体系的にお示ししております。 

 次に２ページをご覧ください。「区運営方針とＳＤＧｓの関連について」記載を

しております。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、2015 年の国連サミットで
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採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2016 年か

ら 2030 年までの国際目標でございます。持続可能な世界を実現するための 17 の

ゴールと 169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」社会の実現をめ

ざし、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に統合的に取り組むものとなって

おります。中央区におきましても、ＳＤＧｓについて認知度の向上を図り、ＳＤ

Ｇｓの達成に資することをめざして、令和２年度運営方針から各経営課題に対応

するＳＤＧｓの「ゴール」のアイコンを付記することとし、先ほどの１ページ目

の左側、各経営課題の欄にそのゴールを記させていただいております。このあと

のそれぞれの戦略につきましては、担当課長よりご説明をさせていただきますが、

この運営方針、現在は（素案）となっておりますが、年明け２月に向けて（案）

にまとめてまいる予定でございます。本日のご意見も踏まえて（案）にまとめて

まいりたいと考えております。そのあと、大阪市議会でもご議論をいただく予定

となっておりまして、３月にあらためて開催する予定としております区政会議で

その（案）に対する皆さま方のご意見を踏まえ、運営方針を固めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、それぞれの戦略についてご説明をさせていただきます。 

【谷口まち魅力推進担当課長】 

 まち魅力推進担当課長の谷口でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料３ページをご覧ください。【経営課題１】「（戦略１－１）商店会

等との協働による、にぎわい魅力の創出、発信」についてご説明申し上げます。

この課題のめざす状態は、商店会・企業等との協働により魅力向上の取組が各所

で進められ、そうした情報が総合的・効果的に発信されることにより、内外から

多くの人を惹きつけ、区全体がにぎわっている状態でございます。 

めざす状態の実現に向け、令和２年度の取組として、一つ目は魅力情報の効果

的な発信でございます。にぎわい情報サイト「大阪中心」などを活用し、中央区
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のにぎわい情報の効果的な発信に取り組みます。 

 二つ目は、「にぎわいスクエア」を活用した、にぎわいの創出です。道頓堀の夏

のイベントとして、多くの来場者で活況を呈する「にぎわいスクエア」を開催し、

中央区のさまざまな魅力ある情報を効果的に発信することにより、ミナミの活況

を区全体のにぎわいにつなげていく取組を進めます。 

 三つ目は、まち魅力アップ推進事業です。「ミナミ」及び「船場」地域における

まちの魅力アップを推進するため、区政推進基金を活用して、「ミナミ」地域にお

いては、「とんぼりリバーウォーク」の回遊性や魅力を高める取組を進めるととも

に、「船場」地域においては数多く存在する近代建築物などの魅力を発信するなど、

民間のアイデアを活用したまちの魅力向上の取組を官民協働で進めてまいります。 

こうした取組を進め、戦略の成果目標としましては、にぎわいが区全体に創出

されていると思う区民の割合を令和４年度までに、平成 30 年度数値 31.9％の 20％

増とすることとしております。 

 私からの説明は以上でございます。 

【岡田市民協働課長】 

 市民協働課長の岡田でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、４ページをご覧ください。次に【経営課題２】「（戦略２－１）人と

人とのつながり・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。 

 この課題がめざす状態は、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が形成されるとともに、多様な主

体による連携・協働が活発に展開されている状態です。 

 めざす状態の実現に向けまして、令和２年度の具体的な取組としまして、一つ

目、区民の地域活動への参加・自律的な地域運営の促進でございます。マンショ

ン流入等若い世代を含めまして、多くの住民の各地域活動への参加促進のための

広報・啓発を進めます。また、各地域の実状に応じ地域活動協議会への支援をよ
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り効果的に行い、自律的な地域運営を促進します。 

 二つ目は、多様な主体よる連携・協働の促進でございます。多様な活動主体間

の連携・協働の促進に向けまして、各地域の実情に応じた支援メニューの情報を

適切に提供いたします。 

こうした取組を進めまして、右上にございます、戦略の成果目標としまして、

身近な地域でのつながりに関して肯定的に考えていただける区民の割合を 40％以

上とすることとしています。以上でございます。 

【谷川市民活動支援担当課長】 

 市民活動支援担当課長の谷川でございます。よろしくお願いいたします。座っ

て説明させていただきます。 

 ５ページをご覧くださいませ。次に「（戦略２－２）学びのコミュニティの形成」

についてご説明いたします。 

左上ございますが、この課題のめざす状態につきましては、区民が自らの学び

を深めることにより、区民の交流が進み、わがまち中央区への愛着や誇りが高ま

る、まちづくりが進んでいる状態でございます。 

真ん中程度の具体的取組をご覧くださいませ。その実現に向けまして、令和２

年度の具体的取組といたしまして、一つ目は、市民力を育む生涯学習の推進でご

ざいます。小学校を拠点といたしまして、活動をしていただいております、地域

の生涯学習推進員の皆さまと連携いたしまして、生涯学習活動を支援するととも

に、活動の場・機会の情報を総合的に発信いたします。 

 二つ目は、歴史・文化を活かした生涯学習でございます。区にゆかりのある歴

史・文化の講座・ワークショップ等を開催することで、地域に根差した学びと行

動が循環する生涯学習のさらなる活性化を図り、まちへの愛着や誇りを高めてい

ただくように努めてまいります。 

 右上の成果目標をご覧ください。こうした取組を進めまして、戦略の成果目標
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といたしまして、区内各所で行われる生涯学習の取組への区民の参加・交流が進

み、まちへの関心・愛着も深まっていると思う生涯学習推進員の皆さまの割合を

令和２年度までに 60％以上とすることとしております。 

 続きまして、６ページのほうをご覧ください。（戦略２－３）といたしまして「多

様性が尊重されるまちづくり」につきましてご説明いたします。 

 左上、めざす状態のところをご覧ください。互いの違いを認め合い、多様性が

尊重されるまちづくりが進んでいる状態でございます。 

真ん中の具体的取組で、令和２年度の取組といたしまして、一つ目は地域に根

差した人権啓発の推進でございます。人権啓発推進員の皆さまと連携いたしまし

て、人権週間、区民まつりや学校教育等様々な機会を活用いたしまして人権啓発

を推進いたします。 

 二つ目は、多文化共生に向けた環境づくりでございます。外国籍住民の方の言

葉の壁による孤立化を防ぐために、日本語学習の支援や、やさしい日本語、多言

語によります情報の提供・発信を進めますとともに、地域住民の方などの中でも、

多文化共生についての理解を深める機会を設けてまいりたいと考えております。 

 成果目標といたしまして、多文化共生など様々な人権問題への理解が進み、互

いの違いを認め合い、多様性が尊重されるまちになっていると思う人権啓発推進

員の皆さまの割合を令和２年度までに 60％以上とするということとしております。

以上でございます。 

【岡田市民協働課長】 

 続きまして、７ページをご覧ください。【経営課題３】「（戦略３－１）地域防災

力の向上」についてご説明をいたします。 

この課題のめざす状態は、自助・共助・公助の役割分担のもと、大規模災害時

の防災対策が進んでいる状態でございます。 

めざす状態の実現に向けまして、令和２年度の具体的な取組としまして、一つ
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目は自助の取組啓発でございます。自助による取組推進を図るため、区民への啓

発を行います。特に、中央区におきましては、マンション、事業所が多いことか

ら、とくにマンション住民、事業所ターゲットとさせていただき、防災意識の啓

発を推進いたします。 

 二つ目は、地域での共助の取組の推進支援でございます。地域による避難所の

開設・運営や避難行動要支援者への安否確認等、大規模災害を想定した共助の取

組の充実に向け、自主防災組織等が行う訓練の効果的な実施を支援いたしますと

ともに、区内事業所等との災害時の連携・協力を強化いたします。 

 三つ目は、区災害対策機能の強化でございます。訓練等を充実しまして、区職

員及び区役所へ参集する市職員が迅速に災害対応業務が行えるようにするととも

に、各防災関係機関等との連携強化を進めます。 

こうした取組を進めまして、右上にあります成果の目標としましては、避難所

開設運営訓練を継続実施した地域 25 地域を維持。自助・共助が重要であると認識

をしていただいております区民の割合が 70％以上を維持とすることとしています。 

 続きまして、８ページをご覧ください。「（戦略３－２）街頭における犯罪の削

減と安全対策の推進」についてご説明をいたします。 

この課題のめざす状態につきましては、街頭における犯罪が発生しにくい環境

が整備されるとともに、区民の防犯意識が高まり、まちの安全性の向上が図られ

ている状態でございます。 

めざす状態の実現に向けまして、令和２年度の具体的な取組としまして、一つ

目は警察、地域と連携し、自転車盗難防止等、啓発活動の推進でございます。街

頭における犯罪発生件数の約７割を占める自転車盗を中心に、防犯意識の啓発を

進めるとともに、自転車の交通事故防止の啓発、放置自転車対策など、自転車利

用のマナー向上に向けた取組を総合的に実施いたします。 

 二つ目は、防犯カメラの設置支援でございます。犯罪の発生を抑止するため、
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防犯カメラの設置を支援いたします。 

こうした取組を進めまして、戦略の成果目標としましては、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止につながっている

と思っていただける区民の割合の 80％以上を維持することとしています。以上で

ございます。 

【難波保健福祉課長】 

 保健福祉課長の難波でございます。よろしくお願いします。 

 続きまして、資料の９ページをご覧ください。「（戦略３－３）住み慣れた地域

で安心して暮らせる地域福祉の取組推進」についてご説明申し上げます。 

この課題のめざすべき状態、一番上の左ですけども、要援護者について多方面

から包括的な支援ができる体制が充実している状態ということにしております。 

このめざすべき状態の実現に向けまして、令和２年度の取組といたしまして、

真ん中の左側の一つ目ですけども、一つ目はまず、見守りネットワークの強化と

しております。高齢者や障がい者などの要援護者を把握しまして、見守り相談室

による専門的支援や地域福祉コーディネーターの見守り活動を一体的に実現しま

して、見守りネットワークを強化します。 

 二つ目は、認知症施策の推進です。認知症の予防に努めるとともに、症状の各

段階に応じました対策を実施してまいりたいというふうに考えております。また、

認知症施策については、区民に総合的な案内・周知を行ってまいります。 

 この３点目以下は説明者を代わらせていただきます。 

【楠保健担当課長】 

 保健担当課長の楠でございます。引き続き説明させていただきます。 

 三つ目は、在宅医療・介護の連携推進です。在宅療養のメリット・効果のＰＲ、

「在宅あんしんマップ」等により区民への周知、関係者間の連携強化を促進しま

す。 
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 四つ目は、介護予防の推進です。生活習慣を見直し、健康づくりを促進するた

め、医師会等の関係機関と連携・協働して健康展を開催するなど区民の啓発に取

り組みます。また、「いきいき百歳体操」、「かみかみ百歳体操」等、介護予防や健

康づくりに資する住民主体の通いの場に、より多くの人が参加し効果を実感でき

るよう活動の支援を行います。 

こうした取組を進め、戦略の成果目標としましては、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思う区民の割合が 75％以上を維持することと

しています。以上です。 

【難波保健福祉課長】 

 続きまして、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）ですけども「地域ぐるみの子育て支援」についてご説明いたします。 

この課題のめざすべき状態につきましては、地域において、いつでも気軽に子

育て相談でき、子育てに対する不安感や負担感が減って、安心して子育てができ

ると感じている状態です。  

 めざすべき状態の実現に向けまして、令和２年度の取組といたしましては、一

つ目は重大な児童虐待ゼロに向けた取組です。行政機関、学校園、保育所だけで

はなく、地域、特に民生委員の皆さま方や外部機関ですね。外国籍の支援団体や

こども食堂運営団体等と連携いたしまして、ネットワークの拡大強化を図り、ネ

グレクトの児童虐待のリスクを抱える子どもや世帯を把握し適切な相談・支援を

行ってまいります。中央区の「こねっと★ホーム」強化プロジェクト等を推進し

てまいります。また、虐待通告を受理した際には、緊急度や重症度に応じまして、

適切に対処してまいります。 

 二つ目は、区、地域が連携した子育て支援です。子育て応援団の活動等、区民

に身近な地域での子育て支援活動を促進するとともに、マンション住民の世帯へ

のアウトリーチを進めながら、区民の子育ての不安、悩みに対する相談・支援体
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制の充実を行ってまいります。 

 三つ目は多様な保育サービスの提供です。保育所の待機児童ゼロを維持できる

ように取り組むとともに、区民の皆さま方の多様な保育ニーズに応じた相談・情

報提供体制を充実します。 

こうした取組を進めまして、戦略の成果目標といたしましては、子育てが地域

の人に、もしくは社会で支えられてると思う保護者の割合が 75％以上を維持する

こと、及び持続的に待機児童が解消されている状態とすることとしております。

以上でございます。 

【谷川市民活動支援担当課長】 

 続きまして、11 ページをご覧ください。「（戦略４－２）子どもの学び支援」に

ついてご説明させていただきます。 

この戦略のめざす状態につきましては、学校園と連携しながら、区内学校園、

子ども・保護者や地域住民のニーズを把握し、子どもの教育支援が行われている

状態でございます。 

そのめざす状態の実現に向けまして、令和２年度の取組といたしましては、一

つ目、分権型教育行政の効果的な推進でございます。保護者や地域住民の皆さま

の学校教育への参画を進めまして、その意向を学校運営に反映し、地域の特性を

生かした教育行政を推進いたします。 

 二つ目は、学校園のニーズに応じた教育支援でございます。学校園のニーズに

応じまして、区の特性や強みを活かした教育支援を行い、学校園の取組や子ども

の学びを支援してまいります。 

こうした取組を進め、戦略の成果目標といたしましては、分権型教育行政の推

進により、自校において、学校の実情に応じた教育が行われ、教育内容がより充

実したと考える区内小・中学校長のうち「大いにそう思う」と回答していただく

小・中学校の校長先生の割合を令和２年度に 70％以上とすることとしております。
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以上でございます。 

【難波保健福祉課長】 

 議長すいません、ちょっと１点だけ資料の訂正をお願いしたいと思います。保

健福祉課長の難波でございます。 

 10 ページ、先ほどご説明したところなんですけども、具体的取組の②の横に何

もなくて、③の横に「拡充」ってございますが、その「拡充」の事業でございま

すが、②のほうが拡充事業ということになっておりますので、ちょっと、「拡充」

の位置が少し違いますので、申し訳ございませんが、上のほうに「拡充」のほう

をよろしくお願いしたいと思います。 

 それともう一つ、その右側の元年度の取組、予定を含むというところの一番上

のところなんですけども、２行目「要対協:６回」と書いておるんですが、月１回

要保護の対象事業のこういう検討の協議会してますので、元年度の予定としまし

ては「12 回」ということで、９月末までで６回開催しましたということになって

ますので、ちょっと、数字のほうの訂正をお願いしたいと思います。以上でござ

います。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 区役所からのこの議題（２）に関する説明は以上でございます。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、令和２年度中央区運営方針（素案）につ

いて説明をお受けいたしました。 

 この件について、委員の皆さんからご意見、ご質問がございましたらお伺いし

たいと思いますので、挙手でお願いいたします。 

【竹下委員】 

 よろしいですか。 
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【伊藤議長】 

 はい、どうぞ。竹下委員、どうぞ。 

【竹下委員】 

 すいません、ご説明ありがとうございました。ちょっと２点、教えていただき

たいんですけど、１点目、今回ＳＤＧｓとの関連ということ、これ、令和２年度

からやられるということですかね。これを関連付けようとされた経緯、背景とか

あれば、ちょっと教えていただけますでしょうか。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 ご質問、ありがとうございます。総合企画課長の溝淵でございます。 

 ＳＤＧｓに関しましては、2015 年に国連のサミットで採択されまして、2016 年

からの計画ということになってございますけれども、実は大阪市のほうでもこの

ＳＤＧｓの取組をやっていこうということがあるんですけど、実は皆さんご承知

の 2025 年万博に関しましてもですね、このＳＤＧｓの理念にかなうものとして、

その目標にも掲げさせていただいているところでございまして、今後、こういっ

た流れの中でですね、市を挙げて、また区を挙げて、また区民の皆さまとともに

やっていきたいという機運がまさに今に至っておりまして、ちょうどこの令和２

年度の運営方針から反映させていきたいということで挙げさせていただいており

ます。これは中央区はもちろんでございますけども、おそらく他の区でも同様の

動きになっておろうかと思います。 

 以上でございます。 

【竹下委員】 

 どうもありがとうございます。今ちょっとお聞きしたのは、これも私、民間企

業にいるんですけども、こういうＳＤＧｓってこう、取組ですね、やっぱりどの

ように進めていくかっていうのは非常に苦労しているところ、ほかでもいろいろ

聞くところで。で、今日も委員の方とか区長もこのバッジ付けておられますけど、
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それをよく見かける機会も増えてきて、新聞紙上でもＳＤＧｓってこう、よく見

かけるなと。でも、ただ、なんだろう、なんかようわからんなというとこで、結

構多いのかなと。 

 でも、一方でたぶんこういう、なんか、どっかで見かける機会が増えてくるこ

とで、徐々に浸透していくんだろうなということを思いましたので、ちょっと今

日はこれ見てですね、お尋ねさせていただきました。 

 あとすいません、１点、基本的なことで恐縮なんですけど、この各施策のとこ

で成果目標でこのパーセント示されてます。これ、区民の方とかアンケートかと

思うんですけども、これそれぞれ、アンケートの対象の母集団はそれぞれ違う訳

ですよね。このにぎわいのところであれば、たぶんもう区民全体の方に聞いてま

すよっていうことであったり、子育てに関することであれば、そういう子育て世

帯の方に聞かれているとか、そういうとこですかね。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 すいません、引き続きご回答させていただきます。大阪市ではですね、まず大

阪市の市民局で行っておりますアンケートというものと、あと、中央区でやって

おりますアンケート、ございます。年２回、区民の皆さま、また市民の皆さまを

対象にしたアンケートをやってございまして、その中で、この成果目標をはかる

べくですね、こういう質問をちょっとアンケートという形で投げさせていただい

ております。 

 また、ごく一部の質問につきましては、そういう対象が非常に限られてるよう

なものに関しましては、そういう対象の方だけを対象にしたアンケートという形

で把握をさせていただいているということでございます。 

 すいません、例えばですけども、資料 10 ページの(戦略４－１)のところでござ

いますが、成果目標のところ。(戦略４－１)は「地域ぐるみの子育て支援」のと

ころでございますが、そこの成果目標は「子育てが地域の人に、もしくは社会で
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支えられていると思う保護者の割合」ということでございますので、こういった

ようにですね、ちょっとアンケートの対象が決まっているものについてはそうい

った方にちょっと絞ってですね、把握をさせていただいているということでござ

います。 

【竹下委員】 

 ありがとうございます。 

【伊藤議長】 

 いいですか。竹下委員、いいですね。 

【竹下委員】 

 はい、結構です。ありがとうございます。 

【菊地委員】 

 今のこのＳＤＧｓのこの最後のところで、これの「認知度の向上を図り」とい

う項目がありますね。どんな意味でこれはこのバッジがあるんかいう、そのＰＲ

は、どうでしょう、学校関係なんかはなさってるんですか。小学校や中学校や高

校、その辺の若いもんに教えるのが一番わかってもらいやすい筋道じゃないかな

と思うんですけどもね。いかがでしょうか。 

【木口副区長】 

 まだまだ学校関係の方々にはちょっと周知行きわたっていないところがあるか

もわかりませんけれども、さしあたり今月、来週からですね、区役所の１階のロ

ビーのところでも区民の皆さんに啓発できるようにパネル展等考えておりますの

で。また、区民まつりでもブース一つ設けましてですね、ＰＲさせていただいた

経緯がございますので、そういう形で徐々に取り組ませていただいているという

ところでございます。 

【伊藤議長】 

 よろしいですか。 



-22- 
 

【菊地委員】 

 はい、ありがとうございました。 

【竹下委員】 

 はい。 

【伊藤議長】 

 どうぞ。 

【竹下委員】 

 すいません、今、ご意見いただいたんで、これ確かになんか学校とかで教えて

ですね、子どもさんのほうから、たぶんこう、話があって、お父さん、お母さん、

そんなんも知らないのとかいうのがあったほうが、結構広がったりするのかなあ

とかちょっと思いましたんで、はい、ありがとうございます。 

【伊藤議長】 

 ほかにご意見ないでしょうか。よろしいですか。はい。 

 こないだね、連長会でもね、ちょっとこのなんのバッジかわからんので、ご説

明を区長さんのほうから連長会でもしていただきましたんで、一般にはね、これ

から周知されると思いますけども、そういう段階だと僕は思っておるんですけど

も、それでいいですか。はい。 

 それでは、ほかに何かご意見のある方は挙手をお願いいたします。はい、どう

ぞ。 

【荻野委員】 

 すいません。【経営課題３】の「安全・安心で快適に暮らせるまちづくりの推進」

というところで、高齢者、成果目標のところですね。「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思う区民の割合」っていうことで「75%以上を維

持」って書いてあるんですけど。私、すいません、現場の、現役の私、ケアマネ

ージャーとそれから障がい者の相談員をやっているんですけれども、どっから、
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普通の区民の方なんでしょうね、きっとこういうふうに思ってらっしゃるんだと

思うんですけども、現場のですね、もう言うたらプロの目から見たら、とてもこ

れは中央区では安心して暮らし続けることができません。はっきり申し上げて、

社会資源がもう非常に少ないです。はい。よその区などに比べましてね、特養の

数も、さくらぐらいしかありませんし、それからサ高住（「サービス付き高齢者向

け住宅」のこと。）とか有料の老人ホーム、とてもお高い。入る時に何千万円って

かかるようなところとかはございますけれども、普通の、なんていうかな、我々

庶民が行けるようなところとなってくると、非常に少ないです。それと、私も障

がいの子どもがいるんですけれども、障がいの人のグループホームというのも１

個、２個ぐらいかな、以前あったところもちょっとお家賃が高くなったというこ

とで、他区に引っ越しております。 

 私、これちょっと言うたらあれなんかもわからないです、今年、高齢者の方４

人入所していただいたんですけど、全部他区です。中央区の方が全部他区に行き

ました。それから、親御さんが高齢になられて亡くなられたり、入院されたりし

て、一人で暮らせなくなった障がいの方を何人かグループホームとか施設に行っ

ていただいたんですけれども、これも全部他区です。実は、さっき来る前にある

事業者さんと話をしてまして、中央区にぜひともグループホームをつくってくだ

さい、グループホーム、障がいのグループホームでだめなら多機能型のね、高齢

者もいけるようなところをつくってくださいという話をしてきたところなんです

が、実は去年一つつくる予定やったんが、お家賃が異常に高いということと、反

対にあいまして、つぶれまして、話が。せっかくいいとこまでいったんですけど

つぶれまして。とても、なんていうかな、安心して暮らし続けることはできない

と、今の感じでは思っています。 

 例えば、お家のほうに来てもらうヘルパーさんにしても、事業所さん少ないか

らどこでもパンパンなってまして。でですね、こないだ 10％、消費税が上がった
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んで、介護報酬のほうも上がるかなって、10％上がるかなって思ってたんですけ

ども、10 円だけ上がりまして。で、もう一つこう、情けないというか、のは、大

阪市がやってはるサービスのほうなんですけれども、移動支援というサービスが

あるんですが、一人でこう、いろんなお出かけすることができない障がいの人に

対してのサービスなんですが、これがもう平成 24 年度から１円も上がってないん

ですよね。消費税上がっても、ほかのところがちょっと上がっても、報酬がもう

全然上がってないんです。 

 それで、「片道支援」とよく私たちが言ってるんですけど、お家からある場所に

その障がいの方をお連れして、で、そこで、じゃあ、さよなら、いうことがある

んですね。例えば、身体障がい者の方なんかで学校に行きはるのにお家から送っ

ていって、学校でじゃあ、さよならって帰ってくるんですけれども、仮に１時間

かかったとしましょう。ね。で、１時間かけてヘルパーさん帰ってくるんですけ

ど、この時間お金出ません。で、はっきり言って、それで１時間送っていって、

１時間かけて帰ってきたら、最低賃金割ります。で、ヘルパーさんは、誰でもで

きる訳じゃなくって、ちゃんとそういう教育を受けてやってもらってるプロの方

しかそういう支援はできません。で、名古屋市なんかは片道支援ということで、

重要な支援なので、片道の、あ、交通費も出ないんですよ。うん。出ないんです

よ。その障がいの方が「出してあげますよ」って言ってくれたら出るんですけど、

出してくださいってお願いして出してもらえるときもあるけど、出してくれない

ところもあるんです。出さない方もいらっしゃいます。で、そういうね、ところ

でね、お仕事っていうか、これはもうほぼボランティアに近いところで、私たち

もすごい、そのやってくれる、引き受けてくれるヘルパー事業所さんをものすご

い探すんですけれども、いや、できませんと。それでは難しいです。で、まだ介

護保険のほうがちょっと点数がいいので、みんな介護保険のほうにいってしまい

はるんですね。で、ほんまに障がいのほうは、私、障がいの相談員もしてますけ
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れども、計画相談のほうもやっぱり毎月、その介護保険のように毎月モニタリン

グのお金とかが出ないので、非常に苦しいところです。で、やってはる事業所さ

んがどんどんどんどん少なくなる。 

【黒石委員】 

 ちょっとよろしい。 

【荻野委員】 

 はい。 

【黒石委員】 

 ちょっと時間が長いと思うんですけれども。 

【荻野委員】 

 あっ、申し訳ございませんでした。そういうところで、これをどうお考えにな

って。どこでこういうあれが出てきたんかなと思いまして。すいません。 

【難波保健福祉課長】 

 ありがとうございます。保健福祉課長の難波でございます。 

 今、荻野委員から、安心して暮らし続けることができると思う区民の割合が 75％

以上は難しいということで、また後ほど地域福祉ビジョンのところでもその点に

ついてはご説明をさせていただこうかなと思っておりました。 

 実際にエンドユーザーといいますかね、利用者の方、当事者の方の意見として

はそういう感覚ということで、区役所としては受け止めたいと思っております。   

 実際に、ここに 75％という数字を挙げた背景には、一つは 30 年度の区民モニタ

ーアンケートをさせていただいておりまして、その中に「地域の見守り活動があ

ることによって、高齢者や障がい者等の方が安心して暮らし続けることができる

と感じますか」という設問をさせていただいてます。はい。その設問が、「感じる」

と「やや感じる」という方を合わせますと約 80％、79.4％の割合があるというこ

とになってます。 
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ただ、今、委員から感覚的なところで言うと難しいと。やはり地価の問題、賃

料の問題もありますし、それは高齢者、障がい者だけではなしに、保育所の例え

ば誘致といいますかね、設置のところにも十分影響してて、社会資源が少ないと

いうことについては、やはりこの中央区の中心街というところの特徴で、やはり

そのサービスを受けるにはいろいろと課題があるというふうなことは、それは当

然区役所も認識しておりますので、また、地域福祉ビジョン、後ほど改訂という

ことで、その点についても若干触れておりますので、このビジョンをつくるにあ

たっての専門会議でもやはり厳しくおっしゃられてるのはエンドユーザー、利用

者、その辺の方の意見をきっちり聞いた上でつくりなさいというご意見もいただ

いてますので、今いただいたご意見も含めて、今後に活かしてまいりたいと思い

ます。区役所として何ができるか、ご意見いただきながら考えていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

【黒石委員】 

 ちょっとよろしい。 

【伊藤議長】 

 はい、黒石さん、どうぞ。 

【黒石委員】 

 ２点ですけども、初めてこの会議に寄せてもらって、先ほど、議長の選出で規

約があるって、我々こう、中身がちょっとわからないので、できたら規約がある、

そんでもう一つ、この資料２－５には一応今日の会議の開催要綱いうのがありま

すけども、できたら、要するに、こう、規約があるのであれば新しい人にやっぱ

り規約をもらわんと、この会議の趣旨自身がちょっとわからないのと、もう１点、

先ほど、防犯カメラありますね。防犯カメラ、各地域に付いてると思うんですけ

ども、これは我々のほうでも付けて、一応警察のほうで付けて、あと、維持管理

は地元でするという形のね、方針と思いましたけれども、その辺はちょっとこう、
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いっぺん工夫してもらいたいなと思いましてね。以上、２点だけですけども、は

い。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 総合企画課長の溝淵です。会議の趣旨や説明がですね、事前にちょっと十分で

きていなかった点は、本当に申し訳ございませんでした。今後、今いただいた意

見を踏まえてですね、きちっとしたわかりやすい会議には、引き続き努めてまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【岡田市民協働課長】 

 市民協働課長の岡田でございます。防犯カメラの件につきまして、今現在、防

犯カメラ、機器の設置については役所のほうでご負担させていただいて、設置ま

でさせていただいていますが、いわゆるランニングコストのこの電気代等につき

ましては地域のほうでご負担をいただいているという形になっております。いろ

んなご批判もありながら、いろんな今までこの形に、落ち着いたとは言いません

が、この間続けてきております。来年度、今回区役所で 200 台付けるという目標

を立ててやってきた最終年度が来年度ですので、それをいったん終えまして、次

の年度からどうしていくか、こうしていくかについて、またいろんなご意見いた

だきながら考えたいと思いますので、ご理解いただけますよう、よろしくお願い

いたします。ありがとうございます。 

【伊藤議長】 

 黒石委員、それでいいですか。 

【黒石委員】 

 はい。 

【伊藤議長】 

 はいはい。じゃあ、そういうことでよろしくお願いいたします。ほかにご意見、

ございませんでしょうか。 
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 それでは、ないようでしたら、議題（３）の中央区地域福祉ビジョンの＜改訂

＞について、区役所のほうからご説明いただきます。 

【難波保健福祉課長】 

 はい、そういたしましたら、二つ目、中央区の地域福祉ビジョンの＜改訂＞(素

案)につきまして、私のほうからご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料が６点ほどございますので、まず、この中央区の地域福祉ビジョンにつき

ましては平成 29 年の 12 月に策定しておりまして、ほぼ２年が経過しようという

ビジョンでございます。このビジョンにつきまして、一番上の資料２－１をご覧

いただきたいと思うんですが、「ビジョンの改訂にあたって」ということで左上の

ところの囲みですね。「改訂の背景」というものがございます。ここについては三

つ挙げさせていただいております。 

一つにつきましては、大阪市の地域福祉基本計画の策定ということがあります。

二つ目につきましては、区長のあいさつにもございましたように、中央区将来ビ

ジョンの策定というふうなことがこの間、行われております。それに加えまして

今日的な状況の変化ですね。施策への課題の対応ということで、少子高齢化であ

るとか、認知症高齢者の増加、特に中央区は単身高齢者の方が多いという状況も

ございます。あと、タワーマンションの増加等で子育て世帯の増加ということで、

そういうふうな状況の変化があるという状況でございます。ということになって

おりますので、ちょっとそういう状況の変化に合わせたビジョンに改訂をしたい

というふうなことで、今回改訂に着手をしております。 

 その横の「ビジョンの位置づけ」ですけども、今申し上げた市の計画と中央区

の将来ビジョンとの関係ということで、「ニア・イズ・ベター」の考え方のもとに、

中央区の地域福祉に対応したいということと、将来ビジョンのめざします「安全・

安心で快適に暮らせるまちづくり」のうちで「地域福祉の推進」にかかる取組の

方向性を具体的に示してまいりたいというふうに考えております。 
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 この改訂につきましては、計画ですね、右の横に書いてますように 2022 年、令

和４年度までの３か年の計画と。これは、将来ビジョンが５年の計画でございま

して、将来ビジョンに合わせたものとして３年の計画というふうにさせていただ

いて、いずれも同じ年度に終わるというふうな形で計画をつくっていきたいとい

うふうに考えております。 

 その下の段ですけども、「地域福祉をめぐる動向」ということで 5 点ほど書かせ

ていただいております。先ほどもご説明しましたように、中央区の人口が元年 10

月１日現在で 100,561 人というふうなことで、10 万人を超えたというふうな状況

でございます。ただ、増加世帯のほとんどの世帯見てみますと、マンションの世

帯が増えておるという状況。それと、高齢者比率、65 歳以上の方ですね、が、増

えておるということで、市の 25.7％に比べますと低いんですが、ただ、この 16.2％

の半分、約８％の方は独居、単身高齢者ということで、これにつきましては大阪

市の平均より高いということになってますので、65 歳以上の方は少ないんですが、

その中の単身の方が多いというのが中央区の特徴でございます。あと、６歳未満

の就学人口も、タワーマンションで子育て世帯が増えてるという状況で増えてお

ります。 

 あと、高齢者につきましては、全体の２割というふうに書いてますが、今説明

した半数が独居高齢世帯ということで、介護認定率の上昇であるとか、認知症の

高齢者は 954 人という推計になっておるというふうなことでございます。 

 障がい者の方についても、手帳の所持者の方が年々増加しているという傾向で

あるとか、子どもについても増加しているというふうなこと。 

 あと、生活困窮につきましては、生活保護率、中央区 2.38 ということで、市は

５％ほどということで半分なんですけども、全国平均 1.6 です。なので、全国平

均よりもやっぱり少し高いという状況になっております。 

 という状況で、そういう状況を踏まえまして、３の「基本理念」でございます。



-30- 
 

これについては、大阪市の「地域福祉計画」を踏襲していきたいというふうなこ

とで、同じ基本理念を掲げて取り組みたいというふうに考えておりまして、「だれ

もが自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくり」ということで、基本理念

の考え方としては５点。人権尊重であるとか、住民主体の地域づくり、ソーシャ

ル・インクルージョン、これは排除しないというふうなことで、みんな包み込ん

で支援をするというふうな考え方でございます。あと、地域コミュニティの形成

であるとか、多様な主体の協働ということで、企業の皆さま方であるとか、あと、

ボランティアの皆さま方とともに取り組んでいきたいというふうなことを考えて

おります。 

 その基本理念のもとに「基本目標」として２本立てておりまして、一つは「と

もに支え合い、助け合う地域共生社会の実現」というふうなこと。二つ目は「丸

ごと、寄り添いの支援ができる地域包括支援体制の構築」ということで、この基

本目標に対しまして、いずれも６点の「取組の方向性」というふうなものを掲げ

まして、取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 そういうふうな全体的なイメージになっております。それで、その取組の方向

性を細かく書いたものが資料の２－２でございます。これが本体部分の資料２－

３の中の抜粋の形になっておりまして、非常に文字が小さくて申し訳ございませ

んが、こういうふうな体系で整理をさせていただいております。 

 資料的なところで申し上げて、本体部分、資料２－３をご覧いただきたいと思

います。資料２－３のページで申し上げますと９ページが「取組の方向性」とい

うふうなところを書いてございます。資料２－２とともにご覧いただければいい

と思うんですが、そこに基本目標の１の（１）としましては「地域での人のつな

がり、絆づくりの推進」というふうなところを掲げておりまして、特に、そこで

はいろいろ現状とか課題、書いておるんですが、やはりこれまで地域活動を支え

てきました町会・自治会などの地縁団体の方におかれては、担い手の不足である
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とか、高齢化とか固定化、そういう問題がありますよということで、いろいろな

現状と課題を挙げさせていただいております。その上で、基本的な方向性として

５点挙げさせていただいております。 

 一つは、地域福祉にとって必要不可欠である地域での人のつながり、絆づくり

を推進するために、マンションの住民や若い世代、団塊の世代など、あらゆる世

代の住民に対して、地域で支え合い、助け合い、意識づくりを進めるというふう

に考えております。 

 二つ目、各地域が実施するふれあい・交流事業等地域福祉活動や担い手づくり

を支援するというふうなことで、このような５点の基本的取組を方向性としては

示しております。 

 二つ目、めくっていただいて 10 ページになります。10 ページは「支援を必要と

する人の把握、見守り活動の充実」ということで、これについては区の社会福祉

協議会のほうに見守り相談室というのを設けまして、地域の民生委員・児童委員

の方と連携しまして、あと地域福祉コーディネーターの方とも連携して見守り活

動を実施しているというような状況でございまして、地域のセーフティネットの

強化を図っていくというふうなことでございます。 

 基本的方向性は下に二つと次のページに一つ、合計三つ書いておりますけども、

一つは要援護者に対する気づき、発見につながる地域でのさまざまな福祉活動の

展開を図るということ。あと、見守りネットワーク強化事業を通しまして、要援

護者の把握を促して、その情報を民生委員・児童委員や地域福祉コーディネータ

ー等の地域の見守り活動者に提供し、地域主体のセーフティネットの強化をしま

すというふうなこと。あと、「見守り相談室」では連絡会を開催して、横の連携と

か、悩みを持ち寄れる場をつくって負担軽減を図っていきたいというふうなこと

を考えております。 

 11 ページ、「（３）地域ぐるみの子育て支援」につきましては、先ほども申し上
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げましたように、マンションが建って住民が増えてるということで、傾向的なも

ので必ずそうではないんですが、やはり地域とのつながりが薄いというふうな状

況が見られます。なので、今、中央区に 13 地域で子育てのサークルがございます。

「子育て応援団」という方が頑張っておられて、13 地域、実施をしておりますの

で、できましたらそういうところにつなぎまして、顔の見える形をつくっていき

たいというふうに考えております。 

 それで、下に基本的方向性としては、今申し上げましたように、一つ目は 13 地

域で実施しているところへの参加を呼びかけて、活動支援をしたいというところ。

あと、タワーマンションですね。そこにはやはりマンション、オートロックです

ので勝手に個別訪問できませんけども、今、中央区で考えてますのは、管理組合

の方、自治会のところにお話をしまして、そのマンションの集会所に出向きまし

てね、その住んでおられる方、子育て世帯をそこに呼び込んで悩みを聞いたり、

子育て支援をしたりしたいというふうに考えておりますので、そういうふうな区

役所が出向いて支援をしていきたいなというふうなことを考えております。 

 めくっていただきまして 12 ページ目になっております「介護予防・認知症予防

の推進」ということで、人生 80 年が 100 歳時代というふうになっておりまして、

非常に皆さん長生きをされる時代になっております。そこで、健康に長生きをし

ていただくために介護予防であるとか認知症予防に取り組みたいというようなこ

とで、今現在、中央区の中では「いきいき百歳体操」であるとか「かみかみ百歳

体操」ということで取り組んでおられる地域、たくさんあります。そういうふう

なところの活動であるとか、交流を図っていきたいというようなことを考えてお

ります。 

一番下に三つ書いておりますけども、関係団体と連携して健康づくり・介護予

防、認知症予防の啓発に努めていくということ。「いきいき百歳体操」等、住民主

体の通いの場を支援して、区民の参加を促していきたい。また、健康づくり、仲
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間づくり、生きがいづくりの活動の紹介であるとか、情報発信を区役所が行って

まいりたいというふうに考えております。 

 13 ページ目の（５）であります「多様な主体の連携・協働による地域福祉活動

の促進」というふうなことで、これはやはりＣＳＲ、企業の社会的責任というこ

とで、社会貢献をされてる方々、それに加えましてボランティアの方々と連携を

したいというふうなところでございます。特に中央区、大きな繁華街があるとい

うことで、企業であるとか、商店街の皆さま方、ＮＰＯ法人、学校法人の皆さま

方と連携をしまして、取組を促進してまいりたいというふうに考えております。

また、ボランティア活動の活用も図ってまいりたいというのが趣旨でございます。 

 続きまして、ちょっと端折りますけども、14 ページに（６）「災害時に備えた体

制づくり」ということで、やはり、ここにも書いてますように、下のほう「今後、

南海トラフ巨大地震や上町断層地震等の発生も懸念される」というふうなことで、

今後そういうことが近々起こるであろうというふうな中で、やはりこういう災害

に備えた体制づくりもきっちりとしていかなあかんというふうに考えております

ので、その辺も含めて考えております。 

 基本的方向性は二つ、地域においても平時からですね、高齢者や障がい者など

の避難行動要支援者を把握していけるように支援したいというところ。あと、地

域の防災訓練等でも、避難行動要支援者の安否確認、避難誘導支援などの対応を

想定して、災害時に迅速かつ的確に行えるように取組を進めますというふうなこ

とが、基本目標の１の全体でございます。 

 これが大体地域での活動についての中身、地域でこういうことやっていただき

たいと、こういうことを支援しますよということ。 

 基本目標の２については、そういう活動を、例えば行政なり、地域包括ケアの、

例えば包括支援センターが体制を強化して支援しますよというふうなところを中

心に、目標の２は書いております。 



-34- 
 

 一つは「医療・介護等の連携による地域包括ケアシステムの充実」ということ

で、15 ページ目に書いておりまして、この 12 月の広報紙にも折り込みましたけど

も、真ん中のほうで「中央区在宅あんしんマップ」というのを保存版で裏表、医

療機関であるとか介護機関を掲載した地図を、中央区民の皆さま方には全戸配布

で配布をさせていただいております。 

 そういうふうな取組に加えまして、地域包括の機能強化と、あと、切れ目なく

一体的にサービスが提供されるような在宅医療とか介護連携を図っていきたいと

いうふうなところでございます。 

 めくっていただいて 16 ページが「認知症の人を支える取組」ということで、こ

の取組につきましては、この９月に中央区のホームページに新たに「認知症のこ

とならなんでも案内サイト」というのを掲載させていただいて、いろんな段階の

方々の支援をしたいというふうなことで、認知症を疑うときから医療機関にかか

る内容も含めて幅広く掲載をさせていただいております。またご覧いただければ

と思いますが、そういうところと、中央区には「オレンジチーム」ということで、

各区にもあるんですが、認知症の初期対策ということで地域包括のほうでやって

いただいてるんですが、そういうふうなところの活動を含めて、きっちりと周知

をして、そういうふうな困ったときに対応できるような形にしたいというふうな

ことを考えております。それが二つ目のところです。 

 17 ページにつきましては「障がい者の相談支援体制の充実」というふうなこと

で、先ほど、委員の方からもご質問ありましたように、真ん中ほどに書いてます

ように、５行目ぐらいですね、「身体障がい者相談員を４名、知的障がい者相談員

を２名」ということで、実際にそういうふうなところの携わっておられる方につ

いてお願いをしております。中央区では６名いらっしゃいます。そういうふうな

方々の協力をいただきながら、自立支援協議会というところでいろんな意見をい

ただいて活動をしてるところでございます。 
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 方向性としては、そういう、その障がい者基幹相談支援センターでありますと

か、区の自立支援協議会、「ＨＡＮＤＳちゅうおう」、これ「ＨＡＮＤＳちゅうお

う」といいますのは、後ろにまた語句の説明も書いておりますが、地域福祉アク

ションプランの中から生まれた障がい者の団体の協議会みたいなもので、そこで

いろいろなお話をされております。今回このビジョンの改訂にあたりましても、

ちょっと最初に説明すべきでしたけども、専門委員の中に入っていただいている

というふうなことで、全体を説明した上で、ちょっとまた委員の説明もさせてい

ただきたいと思います。 

 ４番目、「子育て・児童虐待の相談支援体制の強化」ということで、先ほどの申

し上げたマンションへのアウトリーチであるとか、今、市長が申し上げてます重

大な児童虐待ゼロというふうなことの取組が重要だと思っております。 

 18 ページ見ていただきますと、上から１行目、２行目に書いてますように、中

央区の過去５年間の児童虐待に対する相談件数 633 件ございます。大体 120 件ぐ

らい、大体１年であるんですが、その半分が「ネグレクト」。大体、育児放棄であ

るとか、また、食事を与えないとか、放置して例えば家にほったらかしとかいう

ふうなことが約半分占めてるということで、これは非常に高い比率を占めてます

ので、その辺の対応が必要かなと思っております。これにつきましては、最後の

ほうに書いてますように、やはり子どもの居場所づくりをしているこども食堂の

方々とも連携をしてやっていきたいというところと、やはり外国籍をルーツに持

つ方がたくさんいるというふうなことで、言語の問題であるとか、文化の違いで

あるとかいうところがございますので、その辺についてネットワークを張りなが

ら対応させていただきたいというふうに考えております。 

 これが４点ございます。一つはマンションのアウトリーチ。あと、保健師によ

る顔の見える支援をしたいなというふうに考えておることと、そういう団体です

よね、子どもの居場所づくり。今、中央区ではこども食堂８か所ございます。８
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か所の方々と一応協議会ということで、社協が中心となって連絡協議会もやって

ますので、そこで区役所も入らせていただいて、今、勉強をしてるというふうな

ことでございます。あと、最後に書いてますように、子どもサポートネット。こ

れは小中学校の先生が気づいた内容について区役所と連携をして、福祉の施策を

つなげるというふうなことでございまして、これを来年度から中央区でも本格実

施をしたいというふうに考えております。 

 19 ページの（５）ですね、「複合的な課題を抱える人への総合的な相談支援体制

の充実」。これにつきましては、平成 27 年に生活困窮者自立支援法というのがで

きまして、困窮に陥る疑いのある方も含めた相談体制ということなんですが、今、

障がいを持ってる方でも、いろいろ障がいの方だけじゃなしに、いろんな複合的

な課題もお持ちです。例えば、真ん中に「8050」というふうに書いてますけども、

80 の親の方の年金で 50 歳の子どもさんが引きこもりのような形で生活をしてる

と。親が亡くなれば年金もなくなってどうするのかという問題も出てくるという

ことで、一つの課題だけですまない、複合的な課題が出てきてるという状況です

ので、先ほど申し上げた自立支援法の改正 30 年でございまして、そこで「支援会

議」というものを立ち上げて、そういうふうな複合的な課題に対応するというふ

うなことで、国の方針もありますので、中央区、今年度立ち上げてそういう会議

を今から実施をしていきたい、来年度も含めてそんな支援をしていきたいという

ふうなことを考えております。 

 めくっていただいて最後、（６）「権利擁護支援体制の充実」ということで、こ

れにつきましては、認知症の高齢者の方、障がい者の方も含めて本人の権利擁護

ということで、成年後見制度でありますとか日常生活自立支援事業なども、権利

擁護の取組をきっちりしていくというふうなことで取組を進めたいというふうな

ことでございます。 

 最後に 22 ページ、「推進に向けて」ということで、この真ん中に「地域福祉専
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門会議」というふうなのを書いておりまして、あと「区政会議をはじめ」という

ことでこの場ですね、こういうご説明をさせていただいてご意見をいただきたい

ということとしております。 

また、大阪市の計画であるとか、次期の計画を見据えて、必要に応じて見直し

ていきたいというふうに考えておりまして、こういうふうな中身で、今、策定を

しておるというふうなことでございます。 

 全体の説明は以上なんですけども、最後、ちょっとこの改訂に携わってる方に

ついて、資料の２－５と２－６をご覧いただきたいと思います。Ａ４のものなん

ですけども、開催要綱としまして、こういうビジョンの策定会議を開催する要綱

というのを決めてまして、裏面にこういう構成団体で議論していただくというこ

とで、具体的に資料２－６をご覧いただければ中央区の３師会の方々であるとか

地域振興会、女性団体、あと民生委員の代表の方、あと社協の方、あと老人会、

子育て応援団、あと自立支援の障がい者の関係であるとか、オレンジチーム、認

知症の関係ということで幅広い方々をお呼びしまして意見をいただいておる。そ

こに、学識経験者として桃山大学の小野先生、あと社会福祉士として竹越先生と

いうことで、この方々で実施をしております。 

 資料２－４をご覧いただいたら、今、改訂のスケジュールですね。皆さま方に

ご説明したところが真ん中の丸の三つ目ということで、12 月 18 日、今、開催して

おります区政会議で説明しております。で、この間、11 月 28 日に第１回専門会議

を開催しまして、２回目が今週の月曜日に開催しました。で、今回またご意見い

ただいた上で、その意見を踏まえた修正をしまして、年明けの１月の中旬から２

月の概ね１か月程度ですね、パブリック・コメントを実施したいというふうに考

えております。そのパブリック・コメントでいただいた意見も踏まえまして３回

目の専門会議を実施しまして、次に実施をされる３月の区政会議で、その中身を

もう一度ご説明をさせていただきたいというふうなスケジュールを考えておりま
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す。その上で、年度末までにはビジョンを確定させていただいて、次年度からこ

のビジョンに基づいて具体的な取組をさせていただきたいというふうに思います。 

 月曜日に実施をさせていただいた会議の中で、たくさんいろいろな、厳しい意

見をたくさんいただいております。少しだけご紹介をさせていただきたいと思い

ます。 

 一つは、先ほど、委員からもありましたように、やはり「エンドユーザーの意

見をきっちり聞きなさい」ということで、区役所の、言葉悪いですけどで上から

目線のような形で書くのではなくて、やはりその受け取る方がどう思うのかをき

っちり把握するためには、やはり利用者であるとか、対象のサービスの受ける方

の意見を聞いた上でやっぱり反映しないといけないですよね、ということを一つ

言われております。 

 あと、実際には区役所が総合的な発信をしていただきたい。いろんな情報を持

っておるのであるから、それを区役所としてやはり発信をすることで、そういう

ふうなことのビジョンのめざすべき状態につなげていきたい、つなげてほしいと

いうふうなご意見ございました。 

 あと、災害時の対応ですよね。そこでやはり本人さんも自覚してもらわないと、

なかなか行政だけがやっても難しいんではないかと。移動できる人はきっちり自

覚していただいて、ということと、もう一つは、今の時代、やっぱり Twitter と

か LINE などで、やっぱり相談できるようなツールをつくってほしいというふうな

ことも言われております。なので、そういうふうなところも一つ、ご意見として

あります。 

 それで、一番、ちょっと大きな、といいますか、斬新的なところは、認知症の

取組をやはり若い世代、特に小中学生に対する学習の場をね、設けて、やはりそ

ういう、子どもたちからそういうふうなところをやはり認識していただく必要が

あるんではないかなということで、大阪市内のある区ではもうそれもやってると
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いうふうなこともお聞きしてますので、そういうふうなことも、学校との連携も

ございますが、そういうふうなところができないかというところについても検討

もしたいというふうに考えております。 

 専門会議、月曜日の会議ではそういうふうなご意見いただきました。ちょっと

長くなりましたけど、以上でございます。 

【伊藤議長】 

 ありがとうございました。ただいまの中央区地域福祉ビジョンの改訂につきま

して、委員の皆さんからご質問があれば、お聞きしたいと思います。 

【黒石委員】 

 ちょっとすみません。さっきちょっと聞き漏らしたんですけどね、18 ページの

ね、子どもの虐待、これ 630、上の方のね、18 ページの 633 ってあるけども、こ

れは中央区ですか。区で聞いたことですか。 

【難波保健福祉課長】 

 中央区です。中央区だけで 5 年間で 633 件ありまして、それ以外に例えば、育

児相談であるとかね、たくさんもっと幅広くいっぱいあるんですが、その中で虐

待の相談っていうのが 633 件、中央区だけです。はい。 

【黒石委員】 

 市かなと思いました。かなり多いですね。 

【伊藤議長】 

 黒石委員、いいですか。いいですか、もう。 

【黒石委員】 

 はい。 

【伊藤議長】 

 そのほかにございませんでしょうか。 
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【菊地委員】 

 いいですか。先ほどからたくさん資料がありまして、聞いてましたんですけど、

認知症の予防や介護の予防やとか、それから取組を推進していくとか、その具体

性として、なんかもう一つ、資料のところにすごい細かい字で、私らもそういう

認知症に近いんやから、もうちょっと大きな字で書いてほしい。まずそれが。よ

けいなこと言いましたね。 

 いいですか、じゃあもうちょっと。皆さん、見守りが、まわりの者が支える、

どうして支えようかということばっかりで、先ほどちょっとお話のあった、そう

いう人が少なくなっている、助成の金銭的にもう少しあったらとか言うような話

が出てるけどね、こないだ朝日新聞の日曜版にすごい、介護、認知症のことが出

てまして。もう少し本人らに自立さす方針を持っていったらどうやいうて。 

 それが一つは、どう言うたらいいかな、GPS を本人らにつけて、こういう集まり、

単純な区役所の集まりや何か、そういう集まりの所に参加してもらう。もう一つ、

ほかで書いてあったのは、この人は、私はアルツハイマーですよというカードを

自分でさげると。ほんで誰にじゃなしに、実質そういう、そして、わからんと、

何か言うてるのわからんでも、それ見たら、この人はアルツハイマーやから、こ

ういうふうにフォローしてあげないかんかなという、そういうふうな具体性がわ

かる。ただ単に、わーわーわーわー言うてても、やっぱり接触するのはこうやか

ら、それ以上、前に行こうとはしないですからね。やっぱり、相手からも表して

もらうのには、そういう具体的なものが、一般の人にないといけないんじゃない

かなという。 

 オレンジドアの代表の丹野さんいう人ですか、やっぱりお前忘れても俺たちが

いるという、そういうふうにやっていけたらいいと思うんですけど。 

今、今度、万博の 25 年ぐらいですか、65 歳以上の人の今５人に一人が認知症に

なってる。そのペースで万博ぐらいになったら 750 万人ぐらいが認知症になって
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る。先ほどここでちょっと話してたんですけど、750 万人いうたらどこの人口やろ

ないうて。大阪市に 750 万ぐらいあるかなとかね、言うたりね。750 万の市いうた

ら、結構大きな市になるんじゃないかいう。そのぐらいすごく、さっきもちょっ

と書いてありましたけど、増えてるわけですよ。これは私自身にも言えますから

ね。どうなるかわからんし。それの対策として私も頭の中でいろいろ考えてるわ

けで、そういう具体的な活動いうのは、こういうふうに自立さすために、何かこ

ういう方針をしていこうと思ってる、対策をしている、予防している、こういう

ような推進をしている、言葉ばっかりで、具体性の文章がほとんどないですよ。

そういうことが必要なんじゃないかなと思うんですけれどもね。いかがでしょう

か。 

【伊藤議長】 

 どうぞ。 

【難波保健福祉課長】 

 よろしいですか。菊地委員のほうからいただきました、まず自立というところ

については、一つはやはり、基本的目標と言いますか、理念のところで謳わして

もらってます。やはり人権尊重もところもございますし、やはりソーシャル・イ

ンクルージョン、排除をしない、自立を支援するという形で地域で一緒にね、や

っていきたいと思っておりますので、個人個人のその自立という姿は違うと思い

ますので、それはいろいろとそれは関係団体が本人と例えばお話をするとか、状

況を見ながら支援をしていくということになりますので、支援していただいて、

やはり就労してやりがいのあることも出てくる方もいらっしゃいますので、その

方々に合った支援、自立というのをめざしていきたいと思いますし、やはりこの

将来ビジョンというのは、やはり、そういう目標、到達点をどうしていきたいか

という姿を、やっぱり描いたものでありますので、菊地委員おっしゃるように、

抽象的で具体的ではないということで、ちょっと文字を小さくしたのはね、実際
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に、この中に各、例えば 10 ページで開けていただきますと、【主な取組】の四角

いくくりがございます。これを A3 のところに流してますので、文字的にはこっち

をご覧いただいたら大丈夫かなと思っております。 

それで、【主な取組】の中に、例えば、二つ目の担い手の支援であるとかでした

ら、「地域活動協議会の活動支援を通じて地域福祉活動、担い手づくりを促進しま

す」こういうのもまだ抽象的かなと思います。なので、具体的にどんな取組をす

るかということについては、実際にこのビジョンに基づいて、一番最初の１点目

申し上げた、区の運営方針であるとか、予算のお話をするときに実際に具体的に

はこういう取組がしたいというお話ができるかなと思いますし、このビジョン策

定後には、やはり年１回、２回の専門会議を開催しまして、この取組を実際に評

価をしていただくと言いますかね、その取組が、どの取組がいいかというのもお

話をしたいというふうに考えておりますので、できるだけ具体的なお話はできる

ようにさせていただきたいんですが、ちょっとビジョンの趣旨から申し上げると、

こういうふうな抽象的になってしまうところがありますので、その辺はちょっと

ご理解いただきたいなということでよろしくお願いしたいと思います。 

【伊藤議長】 

 はい、ありがとうございます。黒石委員どうぞ。 

【黒石委員】 

 今の菊地さんの意見、反対ではないんですけどもね、昔はね、認知症の人みな

名札付けてね、歩かしとったんですわ。ところがね、個人情報出てからね、名札

付けささんようになってね。せやから、どこに、結構、行方不明者も出てくるけ

ども、個人情報出るまでは、菊地さん言いはるように、認知症の人は結構、家族

がね、名札付けていう形であってんけども。前に１回一人、認知症の人が全然ど

この人かわからん言うたら、調べてみたら隣の人やったいうてね。そういう形で、

個人情報保護法できてから、やっぱりこうね、その認知症の人に対するそういう
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名札を一切こう、できひんようになったから、その辺も僕はやっぱり国として考

える必要あると思いますね。それでせやから、今役所のほうに、区のほうにね、

認知症の人にこう、わかるようにせえ言うたところで、国のね、個人情報保護法

自身が重きを置いてるから、ちょっとこう難しい点があるん違うかないう感じが

あります。以上です。 

【伊藤議長】 

 ありがとうございました。ほんとにね、短い時間でございますけどね、なかな

かこう、説明もね、これ細かくいきますとほんとに時間がね、何時間あっても足

らんので、皆さんからね、ほんとに多岐にわたってね、ご質問があると思います

けども、時間のこともございますので、その辺で次に移らせていいでしょうか。

はい。すいません。 

それでは最後の議題（４）に移ります。「その他」となっておりますが、この部

分につきましては、区役所のほうからご説明いただきたいと思います。 

【谷口まち魅力推進担当課長】 

 まち魅力推進担当課長の谷口でございます。それでは、その他案件でございま

す「路上喫煙禁止地区指定の拡大について」、ご説明申し上げます。お手元資料１

枚おめくりくださいませ。 

まず、路上喫煙禁止の意義でございますが、大阪市では路上喫煙による迷惑や

被害の未然の防止を図るため、「大阪市路上喫煙防止に関する条例」を制定してご

ざいます。特に、路上喫煙による被害が発生するおそれがあると認められる区域

を路上喫煙禁止地区として指定し、路上喫煙を禁止するとともに、区域内で喫煙

した場合、1,000 円の過料が徴収されることになっております。 

路上喫煙の防止によりまして、たばこの火による火傷や火災の防止、たばこの

煙、副流煙による健康被害の抑制、さらにはたばこの吸い殻のポイ捨てがなくな

りますので、まちの美化にもつながるものと考えてございます。 
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次に禁止地区の指定候補となる区域でございますが、まず、通行者数が多く、

路上喫煙による迷惑や被害が特に発生するおそれのある区域。禁止地区指定によ

り高いＰＲ・抑止効果が見込めます区域。禁止地区の範囲について明確性を確保

できる区域。喫煙場所が確保できる区域。最後に、日常的な美化活動など喫煙マ

ナーの向上の取組が行われている区域など。これらの要件を満たす区域が、禁止

地区指定の候補となる区域でございます。 

次に、現在の中央区の路上喫煙禁止地区につきましては、淀屋橋からなんば高

島屋前までの御堂筋の一本筋。この地図上の赤色の長い矢印部分でございます。

こちらが平成 19 年の７月に、また、長堀通りから心斎橋筋、戎橋筋の商店街を抜

けまして、同じくなんば髙島屋前まで、地図上の短い矢印部分でございますが、

こちらが本年２月から路上喫煙の禁止地区に指定されております。また、このた

めの喫煙所がなんば髙島屋前と長堀通りの三休橋に設置されております。黄色の

丸でございます。 

ページを１枚おめくりいただきまして、新たな路上喫煙禁止地区指定に向けて、

ご説明申し上げます。まず長堀、心斎橋、南船場エリアの「長堀通り」では、芦

池連合、渥美連合、大宝連合、御津連合や御堂筋・長堀 21 世紀の会などの地元団

体の皆さまが、35 年にわたって定期的に清掃活動を行っておられます。こうした

地元の自治会や団体から、本年９月に喫煙者のさらなるマナーの向上及びまちの

さらなるイメージアップを図るため、「長堀通り」、地図上の緑の矢印部分につい

て、路上喫煙禁止地区に指定されたいとの要望を頂戴いたしました。私どもとい

たしましても、内部で十分検討を重ね、環境局や建設局など関連部局と協議をい

たしまして、地域からのご要望のとおり、長堀通りの東は長堀橋交差点西詰め、

西側は阪神高速の高架下手前まで、こちらの区域を禁止地区指定といたすべく取

り組みを進めてまいりたいと考えてございます。なお、喫煙施設につきましては、

現在三休橋に設置されております施設の活用を予定しております。 
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次に、禁止地区指定に向けての今後の進め方でございますが、大阪市では禁止

地区を指定する場合、条例の規定により、環境局からあらかじめ外部委員で構成

する「路上喫煙対策委員会」に諮問をし、答申を受けることとなっております。

今後、中央区からの依頼に基づき、環境局によります委員会への諮問、答申の手

続き、また市民の皆さまのご意見をお聞きするため、禁止地区指定にかかるパブ

リック・コメントを並行実施し、意見の集約を経て、禁止地区指定として正式決

定・告示をし、指定のスタートに向けまして、禁止地区の掲示物等を設置するな

ど、広報・周知活動を行ってまいります。実際に禁止地区となる時期、指定のス

タートでございますが、さまざまな広報・周知活動期間を経た令和３年２月頃と

考えております。地域の皆さま方の長年にわたります環境美化の取組や路上喫煙

禁止への熱い思いをしっかり受けとめまして、長堀通りにおける路上喫煙禁止地

区の指定に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。説明は以上でござ

います。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。ただいまの路上喫煙禁止指定地域の拡大につきまし

て、皆さんご意見ございませんでしょうか。黒石さんないですか。 

【黒石委員】 

 私に返ってくることやからよう言いませんけど。 

【伊藤議長】 

 いかがでしょうか、ございませんでしょうか。時間も大分経っておりますんで、

この辺で一応次に移りたいと思います。 

それでは本日の議題は以上となります。最後に、助言者として来ていただいて

おります、３名の市会議員の方々から本日の議事に関しまして、ご助言をいただ

きたいと思います。まず有本議員からよろしくお願いします。 
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【有本議員】 

 皆さま、本当長時間お疲れさまでございます。１時間半越してますので、簡単

に２点だけちょっとご提案させていただきたいかなと思っております。 

先ほどのこの冊子の中にもありました、放置自転車対策、ゆめまちロードとい

うことでご紹介があったと思うんですけれども、実は幹線道路は駐輪ラックが概

ねついておりまして、いいんですけれども、それよりも中側にですね、例えば中

央区のミナミでいいますと道頓堀の相合橋筋を起点として、千日前一丁目までの

東西の軸のところ、ここは車が入れないんですね。だから放置自転車の収集車が

入れないということで、かなりたくさんの放置自転車が置かれているようでござ

います。おそらく店舗で働かれる方々の自転車かなとは思うんですけれども、い

っぺんでも撤去をすれば、ここ置いといたら撤去されるなということの認識して

いただけるのかなと思うんですけれども、さっき言いましたように車が入らない

ということで撤去もできないということを言われておりますけれども、大きな台

車を用意して運ぶとか、いっぺんはそういうふうなことをやることをちょっと中

央区からも建設のほうにもご提案いただけたらどうかなと思います。 

それと、南船場地域は、放置自転車区域に入っておりません。前に放置自転車

区域を指定する時に、何年か前らしいんですけれども、ここら辺はあんまりそん

なんないからいいわということやったみたいなんですが、それからずっと今日に

至るまでマンションがかなり建ったりしましたので、やはり放置自転車がすごく

迷惑になっているっていうご意見も聞いておりますので、あらためてここに対し

ても放置自転車禁止区域にしましょうかというようなお問い合わせというか、そ

れも区のほうからやっていただけたらどうかなというふうに思っております。 

もう一点、これはにぎわい創造といいますか、本当にインバウンドのお客さん

たくさん来ていただいてる大阪ミナミなんですけれども、やはり世界から人が来

られる一つの要因として、安心・安全で清潔なまちやでっていうところがあると
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思うんですけども、ちょっと道頓堀川への飛び込みっていうのがもう常態化して

きておりまして、この間ハロウィンのときも南警察の発表では 139 人、大阪市会

では 200 人飛び込んだと言われているんですが、何かがあるときだけ飛び込むん

ではなくて、何にもないときでも飛び込むような状態ができております。で、警

察さんも大変困ってらっしゃるのは飛び込み禁止区域っていうことになってない

んですね。で、条例化ができてないっていうところが大きなハードルになってお

りますので、区役所のほうからはやはり地域の商店会の皆さまのご意見も聞いて、

こういう要望があるんやっていうような中で、以前に死亡事故も出ておりますの

でね、ぜひとも条例化できるような、市への働きかけを地域の皆さんのご意見を

まとめていただいて要望書も作ってというような形で、ぜひできるようにしてい

ただければいいかなというふうに思っております。私ども一生懸命やらせていた

だきます。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す。不破議員、どうぞ。 

【不破議員】 

 皆さん、今日は、今日からまた２年間、大変いろんなご議論賜りましてよろし

くお願い申し上げたいと思います。 

 私からもちょっと２点ほど、お話しさせていただきたいなと思います。 

 １点目は、児童虐待のことについてなんですけども、過去には中央区では児童

虐待で悲惨な事件が起こってる、起こったという事例がございます。やはりね、

この児童虐待につきましては、行政だけがやったところで、もう限界がございま

す。これは本当ね、皆さん、民生委員の皆さま方、また地域の皆さま方の本当に

力がないとできないことですので、またご理解いただきましてご協力いただけれ

ばと思います。 

 それとですね、また、中央区の特性としましては、ミナミのあたり、繁華街が
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ございまして、どうしても夜間就労されているお母さま方が多いということであ

ります。また、特にね、外国のルーツをお持ちの方が、子どもさん、親御さんお

られるということで、これが一つの、児童虐待にはなっていないとはいえ、一つ

の問題点として出てきてるのではないかなと思います。また、先ほど、黒石委員

からもありました中央区の児童虐待の件数が 633 件。これ本当、すごいことなん

ですね。こういったことで、その半分がやはりネグレクト。ネグレクトっていう

のは育児放棄と育児怠慢ということであります。これはやはり子どもさんのこれ

からの教育にも大事なのかなというふうに私自身は思ってます。子どもに対して

命の大切さっていうことを、これからも教育という部分において子どもたちにし

っかりと教育していくっていうのも大事なことだと思います。 

 改訂を行っております中央区の福祉ビジョンにも方向性示しておりますけども、

子どもの居場所づくりということ。こども食堂、中央区では８軒あるということ

聞いております。私も何軒か視察に行かせていただいたことがございます。本当

に地域の方が一生懸命やっておられるということで、私自身も本当に皆さま方に

感謝するということで、また何か協力をできればということで、行政のほうでも

力をですね、協力できるようにやっていきたいなというふうに考えております。 

 それとね、やはり子どもの児童虐待っていう部分につきましてはね、やはり本

当、何度も言いますけど、行政だけではなく地域の目、皆さま方の目っていうの

が一番大事ですので、そういうネットワークをですね、利用して、利用してって

いう言い方したらあれなんかもわかりません。行政としては協力をして、地域挙

げて、区を挙げて児童虐待ゼロに向けて頑張っていきたいなと。我々も頑張って

いかないかんというふうに思っております。 

 それと、もう一つのほうは路上喫煙のことなんですけども、大阪市は平成 19 年

から路上喫煙に取組んで、もう 12 年になるんですね、先ほどもありました、区内

では御堂筋と商店街、心斎橋と戎橋筋で実施しております。今度はまた令和３年
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ですか、長堀通りで禁止区域、毎年そういう会合のときに言われてたことがやっ

と実現ができるのかなということに、喜んでおるところでございます。新年互礼

会のときにいつでもなんとかならんのかと、みんな長堀通りなんとかならんのか

と。35 年にわたってですね、そこの地域の方々、企業の方々が毎朝掃除をしてお

られるっていうことで。本当にね、路上喫煙、吸われる方は嗜好品ですので、本

当につらい思いをされると思います。ただ、歩きたばこの怖さっていうのは、副

流煙とかもありますけども、子どもたちの目線にちょうどたばこがあるというこ

ともあります。そういった怖さもあるんで、歩きたばこの怖さというのも一つの

目安になればなと思います。 

 それと、路上喫煙とまたちょっと違うんですけども、事業者の方にも一つお願

いしていかないかんなと思うのは、やはりビルの１階部分で灰皿を囲んで皆さん

吸っておられる姿、それをちょっと考えていかなあかんのかなというふうに思っ

ております。そういった取組もですね、行政のほうもやっていけるように努力し

てもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、この２点で終わらせていただきたいと存じます。皆さん、２年

間よろしくお願いいたします。 

【野上議員】 

 皆さま、お疲れさまでございました。時間も時間なので簡単にお話をさせてい

ただけたらと思います。 

 中央区ならではの街頭犯罪やグループホームなどお話しされていましたが、

数々の中央区の問題があるなと、とても感じました。ただ一つ、令和２年度から

重点的に取り組む、不破議員からもありましたが、児童虐待ゼロに向けた取組と

いうのがありまして、私も今、小さい子どもが３人いるので、この問題は非常に

重点をおいておりまして、たくさん勉強会なども参加させていただいているんで

すけど、どうしても児童虐待、虐待という言葉に敏感になってしまって、やっぱ
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りお母さんたちやお父さん、手を上げてしまう、子どもに手を上げてしまって、

手を上げてしまったと自分から行政や区役所に相談に来るかというと、相談しに

くい、とてもハードルが高い状態となっているのが事実で、現状であって、あく

までも虐待している親を、と目を光らせるのではなく、やっぱり子育てをサポー

トしますよという姿勢がとても大切だと感じています。 

 ただ、中央区のネグレクトの相談件数が非常に高いということと、あと今、虐

待でとても多いのが心理的虐待ということで、心理的な虐待、例えば夫婦喧嘩な

どの光景を子どもが見るっていうことで心理的にとても虐待を、ストレスを感じ

ている子どもたちがとても高いということで、この近年の相談件数は心理的虐待

が非常に多いですが、この問題、ネグレクトも心理的虐待も共通するのが、やっ

ぱり書かれていましたが、発見するのがとても難しいということで、親御さんが

自分から相談にも行けない、また、子どもに自分が虐待していると思っていない

親御さんが非常に多いので、行政としてもやっぱり手を差し伸べてほしいのが、

必ず皆さんが訪れるであろう定期健診であったりだとか、１歳半健診、３歳児健

診で、子どもさんの状態を見るのもとても大切なんですが、保護者の方の状態な

ども今後特化して見ていただけたらと強く願っております。 

 また、あと、黒石会長からもございましたが、防犯カメラの件についてですが、

私も個人的に防犯カメラを設置したあとの電気代など、地域がこう、負担すると

いうのは少し酷なところもあるのかなと感じているところもあり、地域の方から

も相談を受けることも多いんです。で、市にいろいろ確認をさせていただいたと

きに、地域活動協議会の補助金などで補っている区もあるとのことでしたので、

ぜひそういったものも活用していただけたらと思います。 

 あとですね、１点だけすみません、「区役所のホームページなどにパブリック・

コメントなどを記載している」とあったのですが、大阪市のほうでホームページ

のパブリック・コメントを掲載する際に、例えば中央区の内容であっても、中央
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区のホームページでは掲載されていないというご相談などもたまに受けておりま

して、ぜひ、大阪市のホームページで掲載している中央区に関しては中央区でも

載せていただければなと思って、ここですみませんが言わせていただきました。 

 すみません、長くなりまして。以上でございます。お疲れさまでございました。 

【伊藤議長】 

 ありがとうございました。有本議員、不破議員、野上議員、本当にありがとう

ございました。貴重な意見をいただきまして、ありがとうございました。 

 今日の会議の中で、本当、皆さんからね、貴重な意見をいただきましたし、こ

ういった問題解決するのは、先ほどからも行政だけでなくこの地域もね、一体と

なってね、皆さんの問題点をね、できるだけ解決するという方向に向かいますよ

うに努力していきたいと思いますので、次回からも議会でいろんなご意見をいた

だきまして、長時間ではございましたけど、本当に本日はどうもありがとうござ

いました。 

 それでは、事務局のほうにお返しいたします。 

【溝淵総合企画担当課長】 

 本日は伊藤議長をはじめ、委員の皆さま方、長時間にわたりご議論いただきま

して、誠にありがとうございました。委員の皆さま方の中にはですね、本日ご用

意していたご意見をちょっと発言できなかったような方もひょっとしたらいらっ

しゃるかもしれません。そういったご意見につきましては、今後どういった形で

も結構でございますので、区役所のほうにお寄せいただければと思います。 

 次回のですね、区政会議は３月の開催を予定しております。日程はまだ決まっ

てございません。本日、また今後ですね、いただきました意見などを踏まえまし

て、あらためまして令和２年度の中央区運営方針及び中央区地域福祉ビジョン改

訂の案などにつきまして、ご意見を頂戴したいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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 以上をもちまして、令和元年度第２回中央区区政会議を閉会とさせていただき

ます。お疲れさまでございました。 

閉会 午後８時 22 分 

 


