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第２３回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

平成２９年１１月２日（木） 午後３時００分から午後５時１９分まで 

 

２ 開催場所 

北区役所 ４階 ４０２・４０３会議室 

 

３ 出 席 者 

吉川 郁夫（議長）、岡田 宣子（副議長）、磯野 雅央（委員）、 

植松 光徳（委員）、大西 ひろみ（委員）、大西 洋子（委員）、 

笠井 あゆみ（委員）、金下 玲子（委員）、伊永 勉（委員）、 

白石 千壽（委員）、友田 幸子（委員）、前田 陽子（委員）、 

南 順之介（委員）、三輪 栄子（委員）、森田 謙（委員）、 

吉村 孝司（委員） 

前田 和彦（市会議員）、高山 美佳（市会議員）、 

久谷 眞敬（府議会議員） 

上野 信子（区長）、諏訪 俊也（副区長）、角野 良昭（総務課長）、 

髙村 和則（政策企画担当課長）、香山 豊（（政策企画）担当係長）、 

谷口 悦朗（地域課長）、木戸 信成（戸籍登録課長）、 

木村 泰治（保険年金課長）、武市 佳代（福祉課長）、 

湯浅 昭義（生活支援課長）、北田 正治（健康課長） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

   平成３０年度北区運営方針（素案）等について 
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５ 議事内容 

○香山（政策企画）担当係長 

 お待たせいたしました。 

 定刻になりましたので、只今から第２３回北区区政会議を開会いたします。 

 本日は、お忙しい中御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 北区役所政策企画担当の香山と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、開会に当たりまして、区長の上野から御挨拶申し上げます。 

○上野区長 

 区長の上野でございます。この度は大変お忙しい中、皆様には北区区政会議委員を

お引き受け下さいまして、誠にありがとうございます。 

 任期は、この１０月から２年間です。おかげさまで地域からの推薦で９名、そして

公募で７名、合計１６名の皆様に御就任頂くことになりました。これからは、この１

０名の委員の皆様の力をお借りしながら、北区がより良くなるようなしっかりとした

区政の取り組みを進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 本日の区政会議ですが、平成３０年度の北区の運営方針の素案につきまして後ほど

担当課長のほうから御説明させて頂きましてから、委員の皆様からの忌憚のない御意

見を頂き、さらにブラッシュアップしていきたいと思っております。 

 委員の皆様には、最後までどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ですが、御挨拶とさせて頂きます。 

○香山（政策企画）担当係長 

 では、本日御出席頂いております委員の皆様の御紹介をさせて頂きます。 

 お手元にお配りしております北区区政会議議員名簿の順にお名前を読み上げさせて

頂きます。 

 磯野雅央委員でございます。 
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○磯野委員 

 磯野です。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 植松光徳委員でございます。 

○植松委員 

 植松です。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 大西ひろみ委員でございます。 

○大西ひろみ委員 

 大西と申します。よろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 大西洋子委員でございます。 

○大西洋子委員 

 大西でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 岡田宣子委員でございます。 

○岡田委員 

 岡田です。よろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 笠井あゆみ委員でございます。 

○笠井委員 

 笠井です。よろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 金下玲子委員でございます。 

○金下委員 
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 金下です。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 伊永勉委員でございます。 

○伊永委員 

 どうぞよろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 白石千壽委員でございます。 

○白石委員 

 白石でございます。よろしくお願いいたしします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 友田幸子委員でございます。 

○香山（政策企画）担当係長 

 友田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 前田陽子委員でございます。 

○前田委員 

 前田です。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 南順之介委員でございます。 

○南委員 

 南でございます。よろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 三輪栄子委員につきましては、所用により４時過ぎにお越し頂くということで伺っ

ております。 

 続きまして、森田謙委員でございます。 
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○森田委員 

 森田です。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 吉川郁夫委員でございます。 

○吉川委員 

 吉川でございます。よろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 吉村孝志委員でございます。 

○吉村委員 

 吉村です。よろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、本日御出席頂いております北区選出の市会議員並びに府議会議員の御

紹介をさせて頂きます。なお、市会議員につきましては、条例の規定により必要な助

言をすることが出来るとされておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、御紹介いたします。 

 前田市会議員でございます。 

○前田市会議員 

 前田でございます。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 高山市会議員でございます。 

○高山市会議員 

 高山でございます。よろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 久谷府議会議員でございます。 
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○久谷府議会議員 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 ありがとうございました。 

 山本市会議員につきましては、本日、市会決算委員会出席のため、御欠席というこ

とで伺っております。 

 次に、北区役所の職員を紹介させて頂きます。 

 改めまして、区長の上野でございます。 

○上野区長 

 よろしくお願い申し上げます。 

○香山（政策企画）担当係長 

 副区長の諏訪でございます。 

○諏訪副区長 

 諏訪でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 総務課長の角野でございます。 

○角野総務課長 

 角野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 政策企画担当課長の髙村でございます。 

○髙村政策企画担当課長 

 高村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 地域課長の谷口でございます。 

○谷口地域課長 
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 谷口と申します。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 戸籍登録課長の木戸でございます。 

○木戸戸籍登録課長 

 木戸でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○香山（政策企画）担当係長 

 保険年金課長の木村でございます。 

○木村保険年金課長 

 木村と申します。よろしくお願いします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 福祉課長の武市でございます。 

○武市福祉課長 

 武市です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 生活支援課長の湯浅でございます。 

○湯浅生活支援課長 

 湯浅です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 健康課長の北田でございます。 

○北田健康課長 

 北田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山（政策企画）担当係長 

 北区役所の職員は、以上でございます。 

 それでは次に、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１項に基づ

き、区政会議の委員はその互選により議長及び副議長を選任するものとすると規定さ
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れておりますので、この会議を主催する議長・副議長を選任して頂きたいと思います

が、この会議の前に開催いたしました委員説明会におきまして、委員の皆様の意見が

おまとまりでしたので、その内容を私のほうから申し上げ、確認させて頂きます。 

 申し上げます。 

 議長及び副議長の選任については、委員の互選により議長は吉川委員、副議長は岡

田委員を選任するということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

（拍手） 

 

○香山（政策企画）担当係長 

 ありがとうございます。では、只今議長は吉川委員、副議長は岡田委員が委員の互

選により選任されましたので、吉川委員、岡田委員は議長席、副議長席に御移動下さ

いますようお願いいたします。 

 なお、本日の議事につきましては、委員定数１６名のうち１５名が出席されており、

議長を含む委員定数の２分の１以上の委員が出席されておりますので、有効に成立い

たします。 

 それでは、議長、副議長から一言ずつ御挨拶頂き、議事のほうを進めて頂きたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 只今、議長に選任されました吉川でございます。委員の皆様の御協力のもと、円滑

な会議を進めてまいりたいと思います。どうぞ御協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○岡田副議長 

 副議長に選任されました岡田でございます。議長の円滑な議事進行の補佐役として、

精一杯、務めてまいります。よろしくお願いいたします。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。委員の皆様、御協力お願いいたします。 

 次第に従いまして議事を進めてまいりたいと思います。 

 まず初めに、議題の平成３０年度北区運営方針（素案）等について、資料の説明を

お願いいたします。 

○髙村政策企画担当課長 

 では、私、髙村のほうから早速説明させて頂きます。お手元の資料、事前送付も含

めましてたくさんお配りしています。かなり量が多く申し訳ございません。現在、来

年度に向けての作業、そして今年度の事業を走っているという最中で、資料が非常に

多くなっています。 

 本日は、御案内ありましたように平成３０年度北区運営方針（素案）の概要説明と

いうことで、まさに今、策定中でございます。合わせまして平成２９年度北区運営方

針につきましても、「市政改革プラン２．０」というものが大阪市全体のプランとし

て８月に策定されておりまして、それに関わる改訂をしたということでお配りしてい

ます。これも参考でお配りしていますので、あわせてよろしくお願いします。 

 では早速、資料ですけれども、資料３を見て頂きますでしょうか。 

 これは、各所属が１年間どういうことに注力していくのかということをまとめてい

る大阪市共通の様式で作成しております運営方針と呼ばれるものです。北区運営方針

（素案）となっています。これが本体なのですけれども、説明していくとかなり細か

くなりますので、区政会議用に作成しております資料が資料２、平成３０年度北区運

営方針（素案）の概要版ということで御説明させて頂いております。 

 その概要版に入る前に、運営方針というものが一体どういう構成になっているのか

と示しているものが、資料１の北区運営方針の全体構成です。これについて申します

と、いわゆる家でいえば建付けの状態です。様式２と様式３に分かれておりまして、
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様式２が重点的に取り組む主な経営課題ということで、３つの経営課題、８つの戦略、

１１の取り組みという内容です。続いて、様式３。これが今申し上げました市政改革

プランという、大阪市全体としてこういう目標に沿って頑張りなさいと定められてい

るものについて、北区が作成しているもので、これは大阪市共通の目標として定めら

れている。北区独自の特徴的な取り組みということになりますと、どちらかというと

様式２のほうが重点的になってくるのですが、もちろん両方とも重要でございます。

これを両輪で推進していくというのが運営方針でございます。 

 この建付けを御覧頂いた上で、中身に入っていきます。資料２にお戻り頂きます。 

 ここからが平成３０年度北区運営方針の中身でございます。１つおめくり頂きまし

て１ページ。 

 戦略１－１地域防犯という部門から説明させて頂きます。防犯・防災と並び称され

るように、この部門でずっと力を入れている部分ですけれども、まず地域防犯、街頭

犯罪の発生件数をいかに減らしていくかというとこで、啓発活動が中心になっていま

す。 

 目標と書いていますが、アウトカムと片仮名で書いています。どういう状態をいつ

までに目指していくんだというところを書いているものです。ここでは、北区内には

３警察署ありますけど、区役所、地域住民と総合的な取り組みによって平成３０年度

末までに７０％以上が街頭犯罪の減少に効果があると感じている割合を増やしていき

たい。このように目標を定めております。 

 具体的取組につきましては、防犯パトロール、巡回、そして防犯カメラの設置を中

心に特に力を入れており、これらの取り組みによって、安全・安心なまちを目指して

まいりたいと考えております。 

 下の地域防災でございますけれども、これも目指す状態としまして、区役所におい

て、対処すべき危機事象を整理し、各地域の実情、特性に即した地区防災計画等を策

定して地域住民に周知出来ているという状態を目指したいということで、北区におき
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ましては平成２７年６月に区民、事業者、区役所の責務と役割を明確にしました北区

防災計画というものを策定しています。そのもとで、今度は更に地域の実情に応じた

地区計画というものを策定していくということを主眼にしております。 

 具体的取組としましては、ちょぼの２つ目、いつ起こるかわからない南海トラフ巨

大地震による津波等に備えるために、今、民間施設等に津波避難ビルの登録要請を行

っています。現在２２のビルに登録頂いております。 

 そして、３つ目のちょぼですけれども、帰宅困難者対策。これも本当に北区は大き

な課題となっています。これにつきましても、防災パートナーの登録事業者というこ

とで、それぞれ企業の強みを生かして、うちならスペースが提供出来る、うちなら人

が派遣出来る、うちならこんな道具が貸し出せるという形で事業者を防災パートナー

として登録していくという取り組みを進めておりまして、今現在６３件の登録を頂い

ているということです。 

 それから、４つ目になります。これは先程申し上げました地区防災計画の作成支援

ということで、これまで３地域で作成済みですけれども、現在２地域で作成中という

ことで、年度を通してどんどん地域を広げていきたいと考えております。 

 具体的取組の一番下にございます、外国人観光客向けの多言語防災マップ。北区は

特に外国人観光客多い地区でございますので、多言語マップの作成にも力を入れてお

りまして、この１２月に完成予定を目指しておりまして、３０年度はこれをしっかり

普及させて頂きたいと考えています。 

 それから、３ページです。 

 今度は自転車利用適正化事業です。放置自転車対策も慢性的な課題でございます。

ピーク時には、平成２１年２月に５，６４６台という大変な数だったんですけれども、

啓発活動を中心に取り組みまして、平成２９年２月には１，０９４台というところま

で下がっております。 

 自転車の基本としましては、駐輪場の整備と撤去、これは建設局がやります。区と
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しては、啓発活動です。自転車にエフをつけたり、いろいろと啓発活動を取り組んで

おりまして、こういったところを警察署、建設局等と連携しまして、しっかりやって

いきたい。駅における啓発指導員の効果的な配置もやっていきたい。あるいは、ここ

にも書いています曽根崎１丁目に自転車駐輪場整備予定ということで、台数がまだわ

かりませんけれども建設局にもしっかりと駐輪場を整備して頂きたいということで働

きかけております。 

 こういった取り組みを行い、３０年度目標として、２９年実績の１０％減というこ

とで、台数はまだ出ておりませんが、設定しております。 

 それから、戦略２－１につきまして、今度は福祉分野です。地域福祉コミュニティ

づくりの推進ということで、ＣＳＷという言葉、聞き慣れないと思いますけれども、

コミュニティソーシャルワーカーです。いわゆる社会福祉士とか介護支援専門員等の

資格を持たれたソーシャルワークの実務経験者の方を指すわけですけれども、北区に

おきましては５中学校区、３０年度の具体的取組に書いています区内に５名のＣＳＷ

を配置しまして、そのもとで小地域の支援ということで、地域福祉コーディネーター

という方と連携を密にしながら難しい相談、あるいは早期の発見をきめ細かく支援し

ていくという体制を構築しております。これは、社会福祉協議会に委託している事業

でございますけども、非常に区の特色のある事業として推進しているところでござい

ます。 

 目標としましては、やはり相談件数を上げていくというところを掲げております。 

 それから、５ページに移りまして、同じく福祉分野としまして北区の地域福祉計画

に基づく地域福祉の推進。これも社会福祉協議会との連携事業でございますけども、

北区におきましては、５ページ一番上に書いています平成２７年３月に北区全体の地

域福祉計画というものを策定して運用しているんですけども、やはりこれも防災と同

じように各地域、特色がありますので、その特色に応じたきめ細かな小地域の福祉活

動計画というものを策定しまして、より細かな支援につなげていくというものです。
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５ページ一番下にありますように、これまでに７地域策定済みでして、３０年度は策

定を希望している２地域を支援し、そのための専門ワークも行っていきます。 

 ３０年度の業績目標として、振り返りの実施と書いています。既に策定していると

ころもどんどん更新し、充実していくという活動も同時に出てきておりまして、そう

いう部分も合わせて支援していくということで、このように記載しております。 

 それから、６ページに移りまして、子育て支援策の強化。大阪市は、待機児童３０

年４月ゼロという目標を掲げている中で、北区におきましてももちろんこの待機児童

ゼロ、あるいは入所保留児童数ゼロを目指していきます。 

 今までの経過としましては、２８年４月に１４名、２９年４月に３名というところ

まで来ておりまして、３０年４月にゼロを達成すべくいろいろ力を入れているのです

が、やはり受け皿を作るということで、具体的取組として認可保育所あるいは小規模

保育所の新増設ということで、ここの数字が空いているのは、策定中のこの段階で募

集中のところの今後の見通しを整理中でございますので、具体的な目標として何カ所

何名というところまで、まだ書ききれていないという状況です。いうことで、引き続

きこの入所枠の確保に努めてまいりたいと考えています。 

 そして、７ページに移ります。 

 同じく子育て支援の強化ということで、臨床心理士を配置し相談や支援をしている

んですけれども、今日もお越しになられてお気づきになられた方いらっしゃるかと思

いますけど、区役所１階に子育て支援ルーム「ｋｉｋｋｉ」というのを開設していま

して、大変たくさんの方に御利用頂いていますけれども、ここを御利用頂いた方に、

来られたのをきっかけに、なかなか相談しにくい環境を掘り起こして、臨床心理士の

方を通じて、その仲間を通じて、その方も通じて、細かな相談でも何でも受け付けま

すよというような環境を作りたいということで、このｋｉｋｋｉというものを子育て

支援ルームとして開設しています。ここでの満足度を高めていきたいということを目

標にしています。 
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 そして、次が８ページ、健康分野の取り組みです。 

 北区におきまして、医師会とともに連携しながら健康づくりの意識の醸成というこ

とをこれまでもずっとしてきておりまして、ここに書いておりますのは特定健診、が

ん検診の受診勧奨ということで、３０年度の具体的取組をいろいろ書いています。そ

の中でもやはり啓発、いかに受診して頂くか、それを自らの健康意識の醸成に繋げて

頂くかというところが大事でございまして、いろんな取り組みの代表として掲げてお

ります。 

 こういった取り組みで、３０年度の目標としましては、保健福祉センターでの受診

率あるいは受診者数の向上を目指していきたいと考えています。 

 そして、９ページです。 

 これも医療の分野、健康づくりの続きですけれど、行政と医療関係団体との協働し

た取組で、生活習慣病等の疾病に関する知識や予防法を学ぶことを通じて、食生活や

運動への関心を高めて、生活全般で行う意識改善を促す機会として、医師会等と連携

して健康まつりを開催します。今年度も１０月２８日に開催されています。毎年、非

常に盛況で沢山の方にお越し頂いているということで、引き続きこれを続けてまいり

たいと考えています。 

 そして１０ページに移りまして、今度は教育環境の支援ということで、まず学校学

習環境向上への支援、生涯学習講座、区民スポーツ大会の取り組みを書いております。 

 具体的取組としまして、青少年健全育成推進事業。非行防止の指導ルームの実施を

引き続き取り組んでいきますとともに、地域活動における次世代の担い手の育成、青

少年の地域への愛着を醸成することを目的に、いわゆる成人式ですけれども「はたち

のつどい」を開催します。また、区内の中学校と連携した啓発活動によって非行防止

に取り組むということで、業績目標をそれぞれ掲げております。 

 そして１１ページなんですけれども、これも区として今、非常に力を入れている新

規要素の強い事業でございまして、学校教育活動支援事業ということで、１つ目と２
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つ目のちょぼを御覧頂きたい。区長が区担当教育次長ということで、これまで教育行

政はずっと教育委員会のもとで行われており、その基本は変わらないんですけれども、

より地域に密着した教育行政の展開ということで、学校と連携しながらいろいろアイ

デアを出して取り組んでいけるようにということで、教育次長という職を兼務してい

ます。そんな中の１つとして、うちで推進していますが、文化芸術体験を通して人材

育成を図るため、区内の小学校、中学校で芸術鑑賞会を実施するということで、北区

には上方落語唯一の定席であります天満天神繁昌亭がありまして、今もいろいろ学校

を変えながらやっておりますけども、出張をして頂いて、そこの演者さんに実際に体

育館に舞台を作って古典芸能を演じて頂く。それを生徒が鑑賞しまして、やはり情操

といいますか、いろんな刺激があって体験をして頂くという取り組みでございます。 

 それから、２つ目が部活動支援です。中学校を中心に特別講師の派遣と書いていま

す。いろいろとＳＮＳでも発信しておりますけれども、中学校・高校合同で、例えば

プロバスケットボールの大阪エヴェッサのコーチにお越し頂いたり、あるいはＪＴマ

ーヴェラスの女子バレーボールの選手の方に来て頂いて直接指導をして頂くというよ

うなことで、生徒も非常に刺激を受けるという取り組みでございます。 

 そういうことも展開していまして、以下、従前からやっている会議の開催について

も記載しております。最後、市長杯市民ソフトボール大会の区予選会を区長杯として

実施ということで、今年初めての取り組みでして、第１回は８月２０日に行っており

ます。こういうことも新規要素として取り入れているという状態です。 

 そして、１２ページに移りまして、質の高い行財政運営の推進ということで、ここ

からが様式３の市政改革プランに基づく取り組みということで、１４ページにかけて

項目をずらっと掲げております。これは概要版というよりも本体のほうに箇条書きで

出来るだけ簡潔に書くように努めておりますので、概要版に全部抜き出して説明する

は省略させて頂きますけども、中でもこの部分は、というところを３カ所ほど抜き出

しております。 
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 その１つが１２ページにあります５の地域に根差した活動の活性化、自治会・町内

会単位の活動への支援ということで、これも目玉事業の１つなんですけれども、北区

では区内９割の世帯がマンションということで、ここのコミュニティづくりをどう活

性化させていくのかということが、特に災害の点からも非常に不安視されております。

北区には分譲マンション３６５棟あるんですけれども、まずはマンションの管理組合

にダイレクトメールを送りまして、わがまち北区においても事業案内を掲示して、ま

ずはマンションに呼びかけを行いまして、そしてそれをもとに関心を示されたマンシ

ョンには積極的にまずは防災、自助・共助というところの切り口ですので、防災の点

から様々な講座を開催したり、そこから発展してマンションの中での防災マニュアル

を策定していくというとこで、住民間の交流を促進し、ひいてはコミュニティの形成

へと繋げていく取り組みを段階を踏んでではございますけれども、力を入れていきた

い事業ということで書かせて頂いております。 

 そして、１４ページです。 

 もう１つは、さらなる区民サービスの向上というとこに書いてあります。ここに書

いている丸２つの取り組みを今後もっと力を入れていきたいということで、まず１つ

が、窓口サービスの関係の向上ということで、接遇研修。外部講師を招いて職員の接

遇を研修してスキルアップを努める。あるいは２つ目に書いています課題発見力・企

画力の向上を図るための研修ということで、業務改善プロジェクトチームというもの

を職員を選抜して作りまして、ここにも外部の先生をお招きして、もっとどういうサ

ービスが出来るだろうか、もっと区民の方に喜んで貰える対応は出来ないだろうか、

というところを色々なアイデアを出し合い、職員の間で発表会を行いまして、可能な

ものからソフトもハードも含めて実施していくということで、様々な取り組みを広げ

ております。 

 それから、区政情報の発信。今、伝えるということを区としましては一番のキーワ

ードとしておりまして、いかに情報発信して伝えるかというところを頑張っていると
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ころです。ＳＮＳが発達したとはいいましても、まだまだ特に高齢者の方を中心に広

報紙という情報源は非常に大きなウエイトを占めておりまして、北区では広報紙を全

戸配布しております。１２万５，０００部刷っておりまして、今日も１１月号をお手

元に置かせて頂いているんですけれども、ちょうど発行したところです。毎月１日付

で発行するんですけれども、こういうのをいかに手に取って貰えるか、改良を重ねて

いるところでして、例えばこの１１月号の一番後ろを見て頂きますと、「区長がキ

タ！！」ということで、区長の顔写真入りで地域を訪問したいろいろな情報、あるい

は右の「北区の名所・旧跡をめぐる」ということで、北区にもたくさんの文化的資源

があります。そういう文化的資源を中心に紹介するといった記事。あるいは、今、大

阪市全体として左下のほうに「わたしと万博」という連載をお願いしていますけれど

も、７０年の当時の万博を振り返ってどういう思い出があるかというのを順番に載せ

まして、万博誘致運動の一助となればということで発信しております。このように非

常に多種多様にいろいろ紙面構成工夫をしまして、情報発信をしていくということに

力を入れています。 

 そして、あとＳＮＳですけれども、ホームページはもちろんツイッター、フェイス

ブック、ユーチューブもですけれど、インスタグラムもこの１０月末から運用を開始

しまして、こちらもＳＮＳ媒体もしっかりと力を入れるということで取り組んでいま

す。 

 こういった情報発信についても御紹介させて頂きました。 

 概要版としては以上ですけれども、時間の関係で非常に雑駁になりましたけれども、

御質問につきましては本体もほかも含めて、もちろん２９年度も含めて何でもお受け

いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、委員の皆様より御意見をお伺いしてまいりたいと存じます。委員の皆さ

ん方には、本日、受付で意見を述べたい事項をお聞きいたしておりますので、出来る

限り御希望のテーマに沿って意見を述べて頂けるよう進めてまいりたいと思います。

また、出来るだけ多くの方も御意見をお聞きしたいと思っておりますので、円滑な議

事進行に御協力をお願いいたします。 

 それでは、まずテーマ１の防災・防犯につきまして、御意見を頂戴したいと思いま

す。まず、意見をされる内容に関する資料番号とページ番号をおっしゃってから、御

意見をお願いいたします。 

 それではまず、南委員、よろしくお願いいたします。 

○南委員 

 南でございます。 

 私は防災を今までやらせて頂いておりますけれども、その中で今までやってきた避

難訓練というのは私の地域だけで見てみますと、町会に入っておられる方とは訓練に

参加して頂いていますけれども、それ以外のマンション等はなかなか周知も出来ない

し参加もほとんどないということで、住民の約９０％がそのマンション群で、我々が

やっている活動はたった１０％の住民でやっているわけです。現状としまして、避難

所には備蓄している避難物資は約３００名分しかない。水については３人いれば２人

しか水が供給できないという状態です。 

 それから、今までは共助ということで地域ぐるみでいろいろやっていましたけれど

も、これからはまず自助をということで考えていかないといけない。その自助につい

ては、各マンションには、避難所には来ないで下さい。避難所に行っても何もありま

せんからということをこれから伝えていかないといけない。また、マンションについ

ては３日間は水と食糧は各自獲得して下さいというようにやっていかないといけない

と思うんですけども、避難訓練を通じてつくづく思っております。 

 その自助については、やはり我々だけでは、啓発活動の一部しか出来ないので、も
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っと大がかりに行政としても啓発活動を取り組んで頂きたいということをお願いした

いと思います。それも、いつもこういったわがまち北区などに掲載して頂いています

けども、やはり各マスコミ媒体を利用してもらって、出来れば防災に関する番組を作

って頂くとか、そういった形で取り組んで頂かないと、やはり見た目でないとなかな

か現実味が帯びでこないと思いますので、その辺にも力を入れて頂きたいということ

です。 

 長くなりましたけれども、以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これに関しまして、谷口課長どうでしょうか。 

○谷口地域課長 

 防災担当の谷口と申します。 

 今、南委員がおっしゃって頂きました住民の１０％しか訓練に参加していないとお

っしゃって頂いたんですけども、その１０％のうちの参加頂いている地域振興会、赤

十字奉仕団、その組織の方々が避難訓練を自主的に開催して訓練を行っているという、

まさにそこの部分が私どもは一番重要ではないかと考えております。特に避難所は、

普通の小学校、中学校の体育館では６００平米しかございません。６００平米という

ことは、３００人しか入れない。全人口の約十数％しか収容出来るキャパシティがな

いということでございますので、南委員がおっしゃっていたマンション住民について

は、マンションの中で完結してほしいということは私ども行政としても本音の部分で

もあります。 

 ただ、先程申しましたように、避難所の運営は区役所職員ではなかなか難しいので、

運営して頂ける赤十字奉仕団、地域振興会、町会組織の皆さんの場合、繰り返し毎年、

訓練をして頂くということに大変重きをおいているところでございまして、それ以外

の御参加頂けないマンション住民につきましては、今年度からも実施し始めていると
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ころなんですけども、マンションコミュニティの充実ということで、先程髙村からも

説明ございましたように、町会等に参加頂けない、またマンションの中でもコミュニ

ティをなかなか形成できない、そういったところに関しまして、直接区役所からダイ

レクトメールを送って、一度防災を切り口としたような形で人を集めて頂いて講習会

等をさせて頂きたい。そこで集まった人々を拠点としました形でのコミュニティを形

成をして頂いて、最終的にはそのコミュニティの中で皆さんマンション住民で助け合

ってほしい。そして、その先に地域にあります自主防災組織の防災リーダーさんであ

るとか町会組織と交流を図って頂きたいというようなスキームで事業を進めていく予

定をしているところでございます。 

 それとあと、委員がおっしゃいましたマスコミ媒体での防災の番組につきましては、

全くその辺は取り組みを考えておりませんけれども、今後につきましては、紙媒体だ

けではなく、動画も含めた形での広報には取り組んでいくことは可能ではあるかと思

いますので、その辺を考えていきたいとは思っております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

南委員、よろしいでしょうか。 

○南委員 

 はい。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、大西ひろみ委員お願いします。 

○大西ひろみ委員 

 先日送って頂きました、伊永委員の資料を見ましたら、九州北部豪雨では災害時に

役所の対応はすごくまごついたと。でも、以前経験があったために、それが役立った
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とかいうようなことも書いてあったんですけれど、大阪市はあんまり防災意識、災害

意識がないんじゃないかと思うんです。だから本当にこれからは南海トラフだとかど

んな災害が起こるかわからない時代ですので、もう少し真剣に取り組んで頂きたいな

と組織的にも思うんです。 

ただ単に区役所はこういう体制をやっているよというんじゃなくて、実際に災害

が起こったらどうなんだという実際的な観点から考えて頂きたいなと思っております。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 谷口課長、いかがでしょうか。 

○谷口地域課長 

 区役所の体制についてでございますが、委員がおっしゃいましたように私ども職員

は、実際に阪神淡路大震災で被災した職員は実際いるのですが、ほとんど退職したよ

うな状態でございまして、被災した職員は数える程しかいません。しかし、去年の４

月に熊本で大きな地震がございましたが、そこに私ども防災の担当職員を始め、また

区長も被災地に実際に赴きまして、避難所運営を一緒にやってきました。実際に体を

使って体で覚えるようなそういった現場に行って体験をしたものを例えば職員全員の

訓練でありますとか、地域へ行ったときの防災の出前講座であるとか、そういったと

ころで防災の担当職員につきましては、そういった経験を生かして講座をしていると

ころでございまして、おっしゃっているように経験のほとんどない者ばかりでござい

ますが、それはそれなりに大阪市組織を挙げて工夫を凝らして、防災の重点課題では

ございますので、防災の災害対策に取り組んでいるところであります。 

○大西ひろみ委員 

 その職員の体制について組織図のようなものはあるのでしょうか。 

○谷口地域課長 
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 組織図というのはきっちりとマニュアルがございまして、例えば北区役所の職員は

百六十数名おります。災害のあるときにこの人はどんな仕事をする、どんな活動をす

る、そういったことは事細かにマニュアル化されております。そのマニュアルに基づ

いた職員の全員の訓練を１１月２３日に実施する予定でございます。北区役所の職員

の災害対策の訓練としては初めてでございます。机上で訓練するとかということは毎

年しているんですけれども、防災の担当でない職員が実際に地域に出かけたりという

ような訓練につきましては、初めて１１月２３日に実施いたします。それは災害対策

実施要項というマニュアルに基づいて進めて実施を行う予定をしております。 

○大西ひろみ委員 

 災害が日中起こるとは限らないので、皆さんが退庁をなさった後に、夜中なんかに

そういう災害が起こった場合はどういうふうに考えているのでしょうか。 

○吉川議長 

 これに対して、谷口課長どうぞ。 

○谷口地域課長 

 夜間とか休日につきましてはそれぞれ職員の動員体制がございまして、動員体制に

つきましては、１号動員から２号、３号、４号という動員体制がございます。例えば

地震の揺れ具合である震度に応じて参集する職員の数を決めております。例えば震度

４でありましたら、職員が大体２０名から３０名近く、二十数名ですけどれも、北区

の近隣の職員が参集すると。それは夜中であっても参集するという業務体制になって

おります。また、震度６弱以上で百六十数名全員の職員が全て参集する。中には参集

できない職員もいるかもしれませんが、時間外であっても参集するというような形で

マニュアル化されています。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

大西委員、よろしいでしょうか。 
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○大西ひろみ委員 

 はい。 

○吉川議長 

 続きまして、植松委員、よろしくお願いします。 

○植松委員 

 植松です。 

 私、北野地域で防災部長をやらせて頂いておりまして、いつもいろんな想定をして

避難訓練をしているんですけれども、消防署とか区役所から何人来るということは全

く想定しておりません。多分来られないだろうという想定のもとで避難訓練をやって

いまして、去年もあと次の回も、夜間に起こったという想定で、何人かにランタンを

配っていますので、ランタンを持って集合しなさいと言っています。それで講堂に暗

幕を張って、夜間に起こったという想定で訓練をやっています。先程、南委員がおっ

しゃっていたように自助を３日というのはすごく良い案で、これはもっと区からも３

日ぐらいは自分達で何とかして下さいというようなことを、ただ避難、避難というの

ではなくて、そういうのを宣伝して貰えたら有難いです。私どもは北野地域で梅田を

抱えておりますので、その３日間ぐらいは帰宅困難者の処理だけで精一杯じゃないか

なと考えていまして、そういういろんな想定をしながら避難訓練を計画しております。 

以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

上野区長、自助のことについて、いかがでしょうか。 

○上野区長 

 避難所２３カ所ある中で職員は約３名ずつしか配置できません。そして３名は大阪

市全体の情報を集めたり、避難所の様子を本部に報告したり、私は北区の対策本部長

で、ここが本部になりますが、本部の情報を集めたりということで動きますので、実
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際に各避難所の運営は地域の皆様、普段訓練して頂いている皆様、そして避難されて

いる方達の中で元気な方でやって頂かなくてはいけないというのが現状でございます。

職員はそれぞれの任務を全う出来るような訓練を続けてまいります。 

 今回、職員全体の訓練を、１１月２３日に実施するにあたり、相当な課題が抽出さ

れることと思います。必ずその課題は整理いたしまして、次回に解決するということ

を繰り返してまいりますので、それをしっかりと地域にもお伝えして、地域はどのよ

うにして頂けるかということについて、先程申しました、自助について、「わがまち

北区」や、若い方にはＳＮＳやいろいろな方法で広めていきたいと思います。マンシ

ョンへのアプローチでも、自助が大切ということで取り組んでまいりますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 植松委員、よろしいでしょうか。 

○植松委員 

 ３日は自助でいいんですけれども、阪神淡路大震災のときにボーイスカウトのリー

ダーとして西宮市へ行って、支援物資の搬送という業務を大分やっていたんですけれ

ども、水は支援物資としてあちこちから届きます。あと水以外の食料が来たときに、

早く始末するかというような問題がありました。それから、マンションは３日もって

もその後はどうするのかということになると、やはり地域としてはマンションからど

れだけ支援物資を取りに来るのかという人数が知りたい。そのようなデータを区役所

としては集めてほしいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 谷口課長、いかがでしょうか。 

○谷口地域課長 
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 食糧については、製パン業であるとか米穀業界であるとか、そういったところと大

阪市、大阪府は協定を結んでおりまして、途絶えることのないような形で食糧を補給

するというようなそういったラインも組んではいるのですけれども、今、植松委員が

おっしゃいましたマンション住民の方が３日間過ぎて食糧を取りに避難所に来られた

ときに、どれだけの方が来られるかわからないということでございますけど、確かに

数字的には北区内１２万人の人が１週間、２週間しのげる食糧を蓄えることは不可能

でございます。間違いなく不可能でございますので、そこにつきましては例えばマン

ションの中で物資を備蓄して頂くとか、そういった形、自助及びマンション内の共助

という形で、行政からもお願いというか、講座等でお知らせするといったことを取り

組んでいるところでありまして、植松委員がおっしゃっていた、限りないような形で

の物資、食糧の提供というのは余り考えておりません。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 まだ御意見あるかと思いますが、時間の関係で次の方にお渡しします。 

 それでは、伊永委員お願いします。 

○伊永委員 

 伊永です。 

 私は２ページと１２ページ目の内容に少し御質問を用意しておりましたけれども、

南委員が自助というお話された分で、今お二方からの質問も踏まえて、お話させて頂

きます。大阪府も含めてですけれど、特に大阪市の場合５６年間、大規模な災害に対

応しておりませんので、今の消防も警察も市町村、全ての職員が災害対策本部を実際

に立ち上げた経験をした人は誰もいません。ですから、当てにしないほうがいいと思

います。やりたくても出来ないです。それで一番問題なのが、過去の災害で、東日本、

阪神淡路大震災とか各市町村の職員出勤率は３日目で最低４７％でした。過半数の職

員が出勤できません。亡くなっているか、怪我しているか、家族が犠牲になっている。
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職場には来られません。しかも熊本地震の宇土市役所のように庁舎が使えない。こう

いう状態が起こるというのが、次の南海トラフの一部の地域ですので、職員がしてく

れるということを我々市民が絶対思ってはいけない。だから自助と共助なんです。 

 自助の問題で今回、マンションのことで私も思ったんですけど、私、ジオタワーか

らローレルタワー、それから阪急、梅田のザ・タワー大阪いろいろ声がかかりまして

講演会をしています。そこで全て言いますのは、地域の誰も当てにしたらだめよと。

あなた方を助ける人は地域にいません。自分で自分たちを守りましょうというために

備蓄の問題。ローリング備蓄とかライン備蓄という手法の問題もそうですし、助け合

いの問題もそうなんですけれども、問題はマンションの中で自治会を作って完全にコ

ミュニティが出来ても、全員が被災したら誰も助からないんです。助け合う人がそこ

で怪我したら誰もできないために、一番大事なことはマンションの高層階に住んでい

る人、今度の南海トラフの去年の想定では大阪市内で２０階以上の高さで長周期地震

で８，０００人死亡するという数字が出ています。これは、がれきとかいわゆる下敷

きじゃなくて、飛んでくる家具とか時計とかテレビに頭を打って脳挫傷で救助が３日

後にしか来ないので、その間に息絶えるという数字です。これを防ぐためには、地域

内でみんながそうなってはいけませんから、マンションの外にいる人のお友達を作っ

て普通のおうちに住んでいる近くの人たちが、例えば幼稚園、小学校のお子さんのお

母さん方、知り合いで尋ねに来てくれる。マンション側から延々と階段を下りて救助

を求めてはいけませんから。だから、そういう近所付き合いすることによって、地域

とのコミュニティのきっかけをつくりなさいということを、ついこの間も話したとこ

ろなんですけれども、やり方が一辺倒じゃだめなんです。そこのマンションの地理的

条件と建物構造と地域とのことを考えて、ここにはこの仕方ということを。いつも言

うんですが災害は二度と同じものは来ません。阪神と同じ地震はもう来ません。東日

本での津波はここには来ません。ただし、大阪市内は全ての川が氾濫して水浸しにな

りますから、全部の道路が４、５センチから十数センチ水浸しになるということは、
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地下街が危ないということですね。そうすると、２時間半の間にどこに逃げるかとい

ったら上しかない。そうしたらマンションの問題というのは、地域の住民の人たちが

平家に住んでいて怖いから近くのマンションに上がらせてくれということも後で多く

なるんです。だから、そういうことを踏まえてマンション側の人に自助で生き残って、

自分達で自活しないといけませんよということを言うと同時に、地域に何が出来るか

考えなさいという教育をしないといけないということです。 

 そういう意味で今大事なことは、区役所としてどこまでそこに立ち入るか。要する

にそういう専門の職員研修をして欲しいんです。熊本へ行って、いろいろ見るのはい

いんですけれども、災害が起こった１０日も２０日も過ぎた、１週間、１カ月過ぎて

現地に行ったって何の勉強にもなりません。避難所の運営をちょっとさわるぐらいで

す。災害発生３日以内に一緒に泥かぶって市役所に、それも当該市役所の職員と苦労

する。ぼろくそに最初は言われながら考えるという体験をするべきなんです。そのた

めにはいち早く行く。地方によってはやっていますけれども、それぐらいの厳しさが

いると思います。体験していない地区の怖さです。 

 特に北区と中央区は大阪で５０％以上がマンション暮らしの圧倒的な地域です。ま

た、東京と違って大阪はお金がないです。だからお金がなくて出来ることとなると人

の心しかないんで、ぜひ市の職員の方たちも任期中の何年かの間、この担当している

から防災だとか福祉だとかじゃなくて、行政職員の使命として定年まで住民の安全は

自分達の責任だと思うと何が出来るかということを考えて頂くというような教育をし

て頂きたい。いろいろ言いたいですけど、以上です。 

○吉川議長 

 大変辛口な意見のお話だと思いますが、これもこれからのテーマになると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 時間の関係がございますので、テーマ１はこれにて終わらせて頂きます。後ほど、

時間があれば御発言頂けるかと思います。 



28 

 続きまして、テーマ２の福祉・子育て・教育につきまして、御意見を頂戴したいと

思います。 

 笠井委員、お願いいたします。 

○笠井委員 

 笠井でございます。 

 まず私は今、北区の子育て支援事業のｋｉｋｋｉというところと同じ事業のつどい

広場事業の代表を務めております。 

 防災に戻らせて頂きながらお話させて頂きます。 

 今日、地域課さんの協力を得てあおぞら防災ママ養成講座ということで、地域の防

災士さん、坂本真理さんと北区の協力によって、要支援者である乳幼児を抱えるお母

さん向けの防災講座を全４回講座の第１回目を終えてきました。やはり、乳児の方が

コミュニティがないんです。保育所、幼稚園、そういうところに属するまで一切、紙

媒体であれ何であれ自分でアプローチしないと何も入ってこないというところをいか

に繋げるかということで、私たちつどいの広場というのはそういう役割があるんです

けれども、そこへ防災講座だけをしますとなるととてもハードルが高いです。興味あ

りません。ですので、行政の方でして頂けるのであれば、やっぱりお母さんとして食

べること、寝ること、発育にはとっても興味があるのでそこに必ず抱き合わせるとか、

そうじゃないと防災講座しますって言ったって一切来られないので、私たちのつどい

の広場で毎日顔を合わせているのでこの人たちがやっている講座だから行こうという

ことで来て下さいます。受講者さんの傾向としましては、やはり地方から来られてき

ている全く関わりを、接点のないお母さんたちというのがたくさん参加されたなと初

回を終えて思っています。ぜひ１２月１４日の最終回、区長も来て下さるということ

なので、マスコミとどなたが繋いで頂けたらと思いました。 

 それと子育て支援のほうに移らせて頂きますと、内閣府のほうで新子育て支援制度

ということで、今、高齢者の地域包括支援センターという形で包括的に物事をとらえ
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ていきましょうということの１つで、子育て支援包括支援センターという機能を考え

ていかなきゃいけないのではないかという動きがあるんですけれども、それで私も利

用者支援専門員ということで勉強してきたんですけれども、役所の考えている利用者

支援というのがやはり待機児童の減少とかそういうような形で、社会的擁護をしやす

い世の中に変えていくことが利用者支援なんですけれども、家庭保育にしにくいから

保育園に預けたいとなったら保育園を作ることが解決になってきたりとかするので、

そういう包括的な支援センター事業というのを地域それぞれで根づかせていかないと

虐待件数、８月の時点でもう昨年に近い相談件数が入っているということなので、身

近に相談出来る方がいないということの表れかなと思います。ぜひともそういった包

括的な子育て支援というのを考えて頂きたいなと思います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これのお答えは、武市課長お願いします。 

○武市福祉課長 

 福祉課の武市でございます。 

 今、笠井委員から御指摘のあった、乳児さんを抱えて保育所とか幼稚園に繋ってい

ない親御さんは、地域の中で孤立をしているので呼びかけをしてもなかなかそういう

講座に出てこないということなんですけれども、確かにいろんなことをちょっとずつ

噛み合わせて取り組んでいく必要があるだろうと考えております。ｋｉｋｋｉのほう

でも離乳食の時に防災関係の物品をお渡しをして、ちょっとしたそういう講座を入れ

てみたりというようなこともしましたので、ｋｉｋｋｉにたまたま来てそういうもの

も貰って帰れるのでということで興味を持って聞いて頂ければなと思っております。 

 もう１点の子育てに関する包括支援センター構想というか、どれだけ家庭の支援を

していくかというところなんですけれども、現在、確かに保育所への入所というのは
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北区では非常に大きな課題になっておりまして、タワーマンションが増えております

ので人口は増加、保育所に入所させたいような年代の子どもさんを抱えている家庭が

増加しております。入所できなかったら当然、待機児童であったり保留児童というこ

とになりますので、その対策をしていく必要があるということは一方ありますけれど

も、もう一方で、家庭で子育てをなさっているお母さんたちを孤立させない支援をし

ていくということもある意味、車輪の両輪のように考えていかなければいけないかな

と考えております。身近な相談先の確保ということでｋｉｋｋｉを作ってみたり、子

育てのイベントを各地域の子育ての広場であったり、他の幼稚園や保育所の先生と協

力をしながら地域の主任児童委員さんたちも来て頂きながらやっておりまして、回数

も以前よりは増えてはいますけれども、やはり日常的な拠点も必要だと考えておりま

すので、それも小さなお子さんのそういう集まれる場所も３カ所目を募集をしました

けれどもなかなか応募がなく、再び募集すると聞いておりますので、なかなか北区の

高い家賃の中でどこまで応募して頂けるかということもありますけれど、私たちも支

援をしていきたいと考えております。実際に相談を受けるような場をたくさん作るの

ももちろんですけれども、一度相談を聞いた御家庭について継続的に丁寧に必要なと

ころに繋いでいくということも大切かと考えておりますので、今後も担当者、子育て

の部門は期待されるところどんどん大きくなっておりますので、担当者もしっかり研

修をしてレベルアップを図りながら対応してまいりたいと考えているところです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

笠井委員、よろしいでしょうか。 

○笠井委員 

 はい。 

○伊永委員 

 すみません、今の質問とお答えのことで、私お勧めしたいんです。防災の勉強会、
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講座と言っても来ないんです人は。だから行くんです。出前講座と一緒で、３歳児健

診の時間３０分下さい。学校の先生との進学の相談の参観日に３０分下さい。敬老会

なんかも３０分で。そういう人の集まるところに、こちらから行って、今日はＡＥＤ

の勉強会しましょう。今日は救命、避難所、水害のときの避難の仕方。地震が起こっ

たときに家で絶対守らないといけないこと。３０分でいいです。そういう話をさせて

下さいって行ったら、大概の人は喜んでくれます。幼稚園のお母さん方に講座をした

ときに、お母さん方がそれ聞いた後に消防にお願いして応急手当の普及の講座を消防

に開いて下さいと言って申し込まれたこともありました。だから、求めるところに行

くっていうのが絶対成功しますんで、集めて来なければ行くということをぜひ区役所

も考えていただければと思います。そしたら職員の方、出前講座ももっとたくさん出

来ると思います。 

○吉川議長 

 植松委員、どうぞ。 

○植松委員 

 今の乳幼児の問題ですけれども、私の家族が民生委員の児童福祉委員をやっていた

んですけれども、健診に来られない人だけ連絡があって様子を見てきてくれないかと

いう話はあるんですけれども、地域にどれだけの乳幼児を抱えたお母さんがいるかと

いう情報がないんです。ぜひ、せめて民生委員の児童福祉委員だけにでも、地域にこ

れぐらいの乳幼児を抱えた人がいますよというような情報が地域にあれば、また地域

から声をかけて子ども相手の何か行事に誘うということも出来ると思うんですが、今、

情報がないものですから、そういうお誘いができない状態です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

これは、個人情報保護法という大変難しい法律ございまして、これに対して諏訪

副区長、どうでしょうか。 
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○諏訪副区長 

 副区長の諏訪です。 

 今、議長おっしゃって頂いたように、やはり個人情報の問題があって、どこまでの

情報をお渡し出来るのかというと、非常に厳しいものがあろうかと思いますけど、せ

めて地域の実情が俯瞰出来るような情報をお渡しするとか、そういった工夫をしてい

かないといけないと思いますし、また今日の議論での御指摘については、関係先とも

相談をしながら考えていきたいなと思います。 

○植松委員 

 みんなに知らせるのではなくて、委員だけにでも知らせて頂くことは出来ないので

しょうか。 

○諏訪副区長 

 それも含めて、個人情報の整理は必要かと思いますので、確認をさせて頂きたいと

思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

少し、私の個人的な話ですが、私も民生委員をしているのですが、ただやはり同

意書というのが必要で、先方さんの同意がないと開示がしにくいところがあって、そ

れも裁判沙汰になったりするケースもありますので、取り扱いは十分配慮した上で開

示しないといけないと思いますので、これはこれからのテーマだと思います。 

○諏訪副区長 

 高齢者の要援護者とか障害者も含めてですけど、個人からそれぞれ同意を頂いた上

で民生委員協議会に情報提供をさせて頂いていたりとかしますので、そういうことで

よろしくお願いしたいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 
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植松委員、よろしいでしょうか。 

○植松委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは続きまして、金下委員、お願いいたします。 

○金下委員 

 私は経営課題の３の部分の教育というところで、少し意見を述べさせて頂きたいと

思います。 

 今回初めて参加させて頂くんですけれども、北区のこれからの重点的な政策で上が

ってきている部分として、防災や減災、子育て支援があったり福祉があったりという

ところを見ていくと、全部が今ある北区内の喫緊の課題に有効に取り組んでいこうと。

その先には、やはり持続可能な地域づくりをしていこうという部分が見てとれるなと

感じたんです。 

 では、それを教育の場でその取り組みに関することをどうやって反映していけるか。

学校を中心とした教育現場で区が出来ること、やることっていうのは側面からの教育

環境の支援ということになるとは思うんですけれども、持続可能な地域づくりのため

の教育をどのようにして進めていくかということは、やはり地域住民に近い、地域の

状況がわかっている区だから出来ることなのかなと感じています。 

 それで考えると、私は３０年近く教育行政の取材をしたり学校現場の勉強の手伝い

をしたり、仕事でそういうことをしているんですけれども、何々教育というのがこの

２０年、３０年の間、学校現場でとても増えています。防災教育も含めて消費者教育、

情報教育、何とか教育、何とか教育というのが増えて、学校現場にはとてもたくさん

いろんな資料がいろんな業界からこれに取り組んで下さいねという形で教育現場に押

し寄せて来ている。環境教育もそうだと思います。資料などの形で押し寄せて、やっ

て下さいという形で来ているんですけれども、それを学校が経営として処理しきれて
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いるのかということにすごく課題を感じます。では、持続可能な地域づくりのために

必要な、学校と地域が一緒にやっていける教育というのは、じゃあどこが担っていく

んだろう、これをこういうふうにしたら出来ますよというようなことを提案していけ

るのかといったことは大阪市でいうと、情報やいろんな人たちをマッチングする、テ

ーマと人、機会をマッチングするというコーディネート機能は、区のほうでもやって

いくべきことなんじゃないかなと感じています。 

 これから教育の側面的な支援事業で、北区の魅力的な部分である伝統芸能とかにぎ

わいのある魅力あるまちづくりというような部分で取り組んでいかれるとともに、地

域（区）でこういうことを取り組んでいきたいんだけれども、学校だけでやれと言っ

ているんじゃなくて、そのためにこういう場づくりが出来るんですよということも提

示、共有して欲しい。学校との連携というのは会議をもつことだけではないと思うの

で、実際の形になるように、例えば土曜授業の中で活用したらやっていけることがあ

るかもしれない。それから地域の行事の中で取り組んでいけることもあるかもしれな

いというように、先ほど伊永委員がおっしゃっていたように、何かに合わせて必要な

ことをマッチングしていく機能を入れていくと、もちろん学校も頑張って欲しいんで

すけれども、学校が疲弊しない形でちゃんと地域と子どもと、それから学校にいる先

生方が繋がって、大人も子どもも一緒に学んでいける場づくりに近づくことができる。

ぜひ北区が北区ならではのやり方で取り組んでいけることを教育の側面でも取り組ん

でいってほしいなと感じました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 只今の意見に対して、何かお答え頂けますでしょうか。 

 副区長、よろしくお願いします。 

○諏訪副区長 

 副区長の諏訪です。 
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 金下委員の御意見、おっしゃるとおりと思います。 

 やはり持続可能な北区のまちづくりという視点でいいますと、やはり、時代を担う

子どもたちがまず北区の魅力を知るということが非常に大事だと思います。さらには、

地域の大人たちと様々な交流をしながら人間関係を作りながら、また温かさを感じな

がら自分の地域をふるさととして愛せる子どもたちに育ってもらう。そういうことが

非常に大事かなと思います。 

 そういう意味で伝統芸能であるとか、先程、髙村から資料で御説明を申し上げまし

たが、今、学校のほうでも防災教育ということで取り組んでいますし、そういう際に

は地域の防災リーダーの皆様方とか町会の皆様方とか一緒になって防災訓練を学校で

行ったりもしていますし、金下委員おっしゃって頂いたような視点で区役所が繋げる

機能というのをしっかりと果たせるように工夫もし、また地域からもいろいろと御意

見を賜りたいなと思います。だから将来、子どもたちが大人になっても北区に住み続

けてくれる、あるいは北区に戻ってきてくれる、そんな町を肌で感じて貰えるような

貴重な体験が出来るような場づくりをコーディネートしていく必要がある。また、そ

ういう役割を区役所がもっていると思っていますので、今後も工夫をしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。金下委員、よろしいでしょうか。 

○金下委員 

 繋げる機能というなかなか見えにくい、仕事としても認められにくい。それから、

どこの誰がやるのかということがとても見えにくいけれども、多面化してきている世

の中、社会の中ではそれを繋げていくということをしないと先程からもあった包括的

な視点から見えないと思いますので、子どもに何々をしてやるではなくて、大人も子

どもも学んでいくという視点も持っていてほしいなと思います。ありがとうございま

す。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 このテーマ２の福祉・子育て・教育について、まだ皆さん御意見があろうかと思い

ますが、テーマ３のその他の区の施策で、総合的な意見として御発言頂ければと思い

ますので、テーマ３にまいりたいと思います。 

 それでは、磯野委員、お願いします。 

○磯野委員 

 どうも失礼いたします。 

 テーマ３ということで、１９ページです。 

 取組項目３の職員づくりと人材マネジメント。研修のことでいろいろお話させて頂

きたいと思いまして、防災とかの研修は先程からもお話がいろいろ出ているので省略

させて頂きますけども、まず取り組み内容として職員の方の課題再発見、それと企画

力の向上を図る研修を実施されるという計画。これは素晴らしいと思います。これに

ついては実際、接遇研修、それと管理職研修とか業務に関する研修をいろいろ実施さ

れているとは思います。 

 それで、１つに職員の方の個人の能力を生かすために、その業務の適性を見ながら

研修内容を定めていく必要があるのではないかと。大阪、特に北区の職員の方は大阪

市の財産、私いつも思っているんですけれど非常に素晴らしい方で、この素晴らしい

財産をいかに生かしていくか。ということで、いろいろ難しい問題はあると思うんで

すが、北区のために住民の方の生命、身体、財産、守るためにいろいろ頑張って頂い

ているというのは、もうそのとおり。全体の奉仕者ですので当然のことだとは思うん

ですが、そこで職員の方が業務を遂行する上において市民志向とかチャレンジ精神、

プロ意識、この３点をどうも上げられています。 

 実際、北区の今までの研修内容として、この前、伊永委員が職場づくりの人材マネ

ジメントのことで質問されて、その回答として今言った３点を挙げられているんです



37 

が、思うに具体的に今まで研修というのはほとんど座学が中心じゃないかと。座学と

いうのは知識を得るためにはいいんですけれども、実際行動するという上の１つのハ

ンディになる。つまり座学から職員の方の五感とか全ての知識、経験をもとに動いて

いく必要があるのではないかということで、要はアクティブラーニング。これは最近、

どの企業も取り入れて、実際に自分の肌に経験をしながら能動的に動いていく。そう

いう研修手法があるんです。つまり、自ら学ぶ力を養っていくということが必要で、

北区は事実、社会変化が激しいということで、今までの教育で学んだ内容もすぐ陳腐

化してしまうということで、だからいろんな形のアクションプランを自ら作っていく。

そういう必要があると思います。問題解決型ということです。そういう学習方法を取

り入れて頂いたらいかがかと。 

 自ら職員の方が行動していくということで、データを拝見させて頂いたら、北区内

１８カ所の地域活動協議会の認知度のアンケートが非常に低い。３０％と書いていら

っしゃったので、なぜ低いのか。せっかく地域活動協議会に助成金を出している。二

百何十万、出しているみたいなんですが、そうすると職員の方の中で失礼ながら地域

活動協議会どの程度認識されているかということです。それをまず確認して、実際に

地域に行っていろんな形でお話されたらいかがかと思っています。これがまず１つの

行動の１つの研修内容です。 

 それと次に、職員の方の企業派遣。これはどの自治体もやっていると思うんですが、

ここの北区には素晴らしい天神橋筋商店街というのがあるんです。そこの天神橋筋商

店街の商店には、いろいろノウハウが蓄積されている。職員の方が行って、商店街の

方といろいろ情報交換をすれば課題も発見出来る。職員の方の経営能力とかのスキル

がアップになるんじゃないかと。近いですので時間的制約もそんなにないので、旅費

もかからないので大丈夫かとは思うんです。これが第２点です。 

 それと、コミュニティ研修ということをよく言われているんですが、細かな研修内

容は把握していないのですが、今はコンピュータ化が進んでほとんど業務はコンピュ
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ータを中心にやっている。心配なのは人間がコンピュータに使われているんじゃない

か。私、１階のところの一部しか見ていないんですけれども、無駄口はだめなんです

が、やはり職員同士の会話というのは絶対大事だと思うんです。それから、時間を少

しでも取れれば、職員同士の情報共有化をやって頂ければと思っております。 

 今まで、ｅラーニングやってらっしゃることを確か書いてらっしゃったんですが、

ｅラーニングも非常に効果的なんですが、あくまでも機械を使うのは人間だというこ

とを忘れないで頂ければということです。 

 それと、英語の研修です。つまり、２０２０年に東京オリンピック・パラリンピッ

クがある。そのときに大阪に多くの観光客、いろいろな方が来られる。現在、北区で

は外国人の方は５，０００人程いらっしゃるらしいんですが、この方に行政サービス

を伝えるのでしたら、職員自ら、コンピュータ、ロボットでも結構なんですが、喋れ

る英語を研修して頂きたい。座学の基本的な英語はもう結構なんですが、喋って職員

の方が北区に来られる方に意思を伝えるということで、簡単な実践研修をやって頂け

ればということです。職員の方はちょっと耳が痛いと思うんですが、職員の方のメリ

ットになることとして、研修を積んだ方には人事評価のポイントをプラスする。そう

すると人間というのは結局、飴と鞭で動くので、いいところもあれば動くと思います。

せっかく北区の職員百六十数名の方いらっしゃるので、能力をより一層高めて頂けれ

ばより良い北区になると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 大変貴重な御意見、ありがとうございました。 

 これに対して角野総務課長、お答え頂けますでしょうか。 

○角野総務課長 

 総務課長の角野でございます。 

 様々な視点で御意見を頂きまして、現在私どものほうでも意識をさせて頂いている

ところ、また、そういうこともあるかなと伺ったところも正直ございます。 
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 具体的に御質問あったところで申しますと、事前質問でありましたように職員の基

本的な職務遂行に当たっての姿勢ということで回答させて頂いているところでござい

ます。それに基づいていろんな取り組みをしているということで、座学中心であると

いうところは確かに御指摘のとおりでありまして、時間的に限られて、職員が通常に

業務をさせて頂いている中で時間を作って行うということで、出来るだけ効率的にし

たいというところもあります。ですので、全員を対象にするという研修に関しては、

どうしても座学ないしｅラーニングといったものが中心にならざるを得ないというの

が現状としてございます。 

 そういったものよりもある程度人を絞ってでももう少しいろんな方の、いろんな能

力を伸ばすような取り組みが必要だという御指摘だと受けておりますので、また今後

そういう手法というものは検討もさせて頂きたいと考えております。特にコミュニテ

ィ研修ということでおっしゃって頂いているところについては、基本、やはり人と人

の対話ということで、これに関しては職務の能力を上げるということはもちろん、研

修の中で実務研修をやっているところなんですけれども、対話力あるいは説明力を上

げるということに関しては、接遇ということを、これも座学の部分以外に実際に市民

と対応をさせて頂いているところを専門家の方に見て頂いて、留意点を見て頂くとい

う形の研修ということで、多少ではありますけど実践に即した形の研修という形はさ

せて頂いているところでございます。 

 それと英語の関係でいいますと。残念ながら今、区の職員だけを対象にした英語の

研修というのは取り組めておりません。大阪市全体の中で申しますと、英語の研修と

いうのは自分で手を挙げて頂いて研修を受けて頂くという制度はございますけれども、

なかなかそこに実際に行っている者がいるのかというと、なかなかそこに参加出来て

いないというのが実情でございまして、これまで職員個々がそういう英語に興味をも

っている者が、英語の勉強をされて取り組むとか資格を持った職員というのはもちろ

ん在席はしております。ポイント制というのは、大阪市のそういう人材育成の制度の
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中で実はございます。人事評価の中で反映をさせていくというところも、そういう制

度というのは、その得点のほうに限らずかなり広い範囲でそういう資格を取得した者

に関しては、ポイントとして反映をさせて頂いているところであります。 

 それと企業派遣というのは、実は以前に取り組んだことがあると私も耳に聞いてい

るだけなんですけれども、ここ何年かについてはそういう形は業務の中でその方を外

してやっていくということについて、なかなか決断が出来てないというところが実際

のところとなっております。 

 十分な御回答になっておりませんけれども、以上です。 

○吉川議長 

 どうぞ、上野区長。 

○上野区長 

 貴重な御意見、ありがとうございます。おっしゃるとおり北区政の根本的な改革は、

職員の意識改革だと思います。みんな一生懸命やっているんですが、やはり課題の発

見力であったり解決方法であったり、実際に自ら動いていくという能動的な動きはま

だまだ足りないと区長として思っています。ですので、昨年度から始めたのが、前期

と後期に、各課から出してもらって、１５名ずつ、１回２時間を１０回分しっかりと

考えていくようなワークショップ形式での研修をしています。その様子は私も入って

見ていますし、全体研修もやりながら個々がしっかり考えるこの研修では、ファシリ

テーターをしていただく講師も入れています。今、３期目が動き出しました。私は成

果が出ていると思います。名前が「わくわくプロジェクト」というちょっと楽しげな

名前の研修なのですが、今、総務課長に、その成果を検証するように指示しておりま

すが、そういう動きが大事だなと考えています。また、研修に加えて実際に現場でど

ういう動きをしているかに対しては、私を始め各課の課長他、管理職がしっかりとマ

ネジメントしていこうということで、毎週ミーティングをし、確認しています。まず

はこれを繰り返すしかないと思っています。これらをやることで、例えば、自分は英
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語をしっかり学んでいかないといけないとか、今、北区に弱いのは国際化、など、課

題を見つけて、どのように解決していくかという提案がどんどん職員から出てきて、

それを実現していくことが大切だと思います。 

 そして、コミュニケーション能力ということになると、自分たちも市民や区民であ

るのですから、本当に伝えようと思ったら、いろいろな伝え方があること、例えば、

ポスターやチラシ、文章の書き方、全てを自らがしっかり考えていく必要があると考

えて、実際に全体研修から個々の研修、そしてプロジェクト形式で私も入りながら一

緒に考えながら取り組んでいくということを複層的にやっています。なかなか結果は

すぐには出ていないのかもしれませんが、実際に成果が出ているよとか、逆にここは

出ていないよというところを、委員の皆様、そして区民の皆様からお言葉をいただき

ながら進めていこうと思っております。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。磯野委員、よろしいでしょうか。 

○磯野委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは、吉村委員、どうぞお願いいたします。 

○吉村委員 

 吉村です。どうぞよろしくお願いします。 

 今、天神橋筋商店街の商売人と役所の方とお話したらいいという御提案頂きまして、

ちょっと過大評価をして頂いていると思っていますけど、第１回目の顔合わせのとき

にも少し言ったんですけれど、役所の方と我々商売人は基本的に考え方が全く違うの

で、根本的に商売人はもう自己リスク。ずっと商売ありきで死ぬまで自己リスクでや

っています。だから、いつ倒産するかわからない。そういうリスクを抱えて大きなお
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金を動かして稼いでいるわけです。役所の方には申し訳ないですけれど、２５日にな

ったら必ずお金が入ってくる。何十年とされているわけですから。 

 僕はそんなに経験がありませんが、いろんなことをやるときに何か役所の方と相談

するときに、まず自己リスクを、自分でこれだけやったらあとどれだけ手伝ってくれ

るのかという話からいつもしているんです。ですから、商店街の活性化にしてもまち

づくりにしてもにぎわいづくりにしても何にしても、まず自分で出来ることを全部や

るんです。大阪市は特にお金がないので、助成金も当てにしない。出来るだけ商店街

で稼ぐ。稼いだお金でまた人を呼ぶというようなことをずっと何十年も考えてやって

きましたので、この区政会議で特別、国に何かしてほしいとか、大阪市にこんなこと

してほしいとかということは特にないんですけど、あえて言うなら、商店街に関わる

いろんな規制緩和いうものをちょっと本気でやってもらいたいなと。例えば広告物１

つ出すにしても、今はいろいろ役所に手続を踏んで、占有料も払って、警察のデザイ

ン許可も貰ってという手間のかかるようなことして、大体３カ月ぐらいかかるんです。

そういうことをやって出せるか出せないかわからない。出せてよかったな。それでは

広告物にならないですよね。３カ月も待って貰わないといけないんです。こんなこと

を１つでももっと簡単に出来るように規制緩和をすれば媒体回線がある商店街はかな

り儲かるわけですから。大阪市からハードは別にしても、ソフトの助成金のほとんど

を貰わないといけないですから、お金に変えたら５年、１０年ですごい金額になると

思いますし、そういうお金はやっぱり福祉とか教育とかそっちのほうに回して貰った

らいいと思います。僕はいつもそういう風に思って商店街の運営をしています。です

から、できれば商店街のことよりも他の事にお金が回るように考えて貰ったらいいと

思います。 

以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 
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 これに対しまして何か御意見はございますでしょうか。 

○上野区長 

 おっしゃるとおりで、役割が違っていると思いまして、区役所、私たちがそういう

経済活動をされている方にどのようにお役に立てるかということ、さっきも言いまし

たが、考えるということが大事だと思います。全て応用がきくのは、感度を鋭くして、

考えることだと思います。その研修をしっかりしてまいります。 

○吉川議長 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、森田委員。防災・防犯でも教育でも何でも結構ですので、御発言お願

いいたします。 

○森田委員 

 森田です。 

 先程の防災とかのお話を聞いていて僕が思ったのは、防災だけでなく教育というか

子どもたちのこともそうなんですけれども、僕は青少年指導員として、北区で活動さ

せて頂いています。もともとは自分の豊仁という地域で活動してきまして、子どもに

いろんな体験をさせたい、教育をしたいということで、地域でいろいろして頂いたこ

とに対して、じゃあ自分も出来ることをやっていこう。子どもたちにかけがえのない

体験をさせてあげたい。今、地域活動協議会というものが出来て、いろんな体験の幅

が少し広がって、してあげられるということ。そしてそれをすることによって大人も

すごく勉強になります。 

 誤解を恐れずに言うと、地域の災害であり、地域の子どもたちへの経験であり、と

いうものを区役所にどうにかして欲しいなんていうことはそもそも思ってなく、自分

たちの子どもは自分たちで守り、地域のお年寄りは自分たちで守っていくぞというよ

うな思いです。そこに区長がおっしゃっていたような、もちろんコミュニケーション

能力やいろんなところで区役所の方々がスキルアップして頂くのはもちろん有難いこ
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とですし、今後やりやすくなっていくわけですが、それぞれの立場があって、僕なん

かもマンションですけれども、マンションを飛び出して、地域活動協議会、連合町会、

町会、それから町会の中で班長みたいなところが、毛細血管のように張りめぐらされ

て僕達は近所の知らないお年寄りも子どももいないような状況と少なくとも僕は思っ

ていますし、そういう状況が広がっている。そこに対して僕が区役所に求めるのは、

僕なんかはすごく地域活動協議会の会議にも夜遅くまで職員の人が来てくれて、ずっ

と一緒にいてくれたり、本当によくやってくれるなと思っているんです。ただ、もっ

と僕達は防災訓練１つにしても、そういうときに我々も毎年同じことを、炊き出しし

ようかとか、避難所から歩いて学校行こうみたいな、僕達は僕達の立場で凝り固まっ

て、やることが一緒になるんですけれども、ただ新しいマンションの住人の人たちそ

れぞれ、例えば子育て世代であったり、一昔前だったらＵＲの住宅なんかでいうとお

年寄りがいる。そういう人たち向けの切り口といったものを情報とかツールを区役所

の方が学んで頂いて僕たちに提供してくれる。それをもった僕たちが地域の住民たち

にいわば血液のように浸透していって、何かあったときに共助という形をとっていけ

るようなことをしていきたいとすごく思いました。ですので、いつも区役所の方たち

が来てくれるんですけども、そういうときに受け身で「いいですね、それ。」みたい

にすごく気を遣ってやってくれているのはいいんですけど、もっと主体的にコーディ

ネーターというかコンサルティングみたいに「いや、ここの地域やったらこんなんい

いんですよ。」というような情報を頂けたらより良い関係づくりと、地域も繋がって

いけるんじゃないかなというふうに思いながらお話を聞いていました。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これはまた後で、区役所にお答え頂きますので、次に三輪委員、どうぞよろしくお

願いいたします。 
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○三輪委員 

 委員の三輪です。 

 私は今回、堀川地域活動協議会から参加させて頂いておりますが、ここ１５年ぐら

い生涯学習に関して活動してきました。また、市民活動としては、環境や防災の活動

を長くしてきましたので、ここでいろいろとお話を聞きながらいろいろ考えることも

あるのですが、市民活動も活動をすればするほど結構頭打ちでいろいろ課題が見えて、

自分たちだけではどうしようもない状態というのが多く感じられます。例えば１つは、

積極的に地域からボランティア活動に関わっていっても、その人たちが動くスペース、

相談する場所だとか、そういう場所が確保出来ないのが現状です。私は小学校を使っ

ていますので、今までは空き教室を使っていろいろな学習の企画をしたり、または積

極的にボランティア活動をするグループをお手伝いしながら環境活動や防災活動をし

てきたんですけれども、その人たちが打ち合わせをしたいと思ったときに、打ち合わ

せをする場所や時間を確保出来ないというのが現状です。活発になればなるほどそう

いう頭打ちがあって、今、子どもがすごく増えてきていまして、教室もいっぱい使っ

ています。地域の人が使える時間帯っていうのが夕方の皆さんが本当に忙しい、御飯

の支度をしなければならないような時間帯しか学校が空いていないということもあっ

て、あらゆる活動が何かぎくしゃくした形で展開したままになっているっていうのが

現状です。 

 ですから、区役所にもお願いしたいことがあって、以前はこの区役所の１階は登録

した市民団体であればちょっと打ち合わせをするということが出来たんですが、今は

そのスペースもないようなので何かそういう市民グループにとって活動の場所ってい

うのを、もう少しオープンにいろんなところが使えるような配慮が頂けたらなと思っ

ています。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 
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 今お二方から御意見を頂いていますが、これに対しまして何か参考になる御意見は

ございますでしょうか。 

○上野区長 

 今、三輪委員が言ってくださったこと、私も欲しいところなんですが、どこにそう

いうスペースを持ってこようかというのを悩んでいるところです。区民交流プラザが

あるのは御存知かと思います。区役所１階の入ったところの右側ですね。今は少し空

いていますが、ほぼ１週間単位でいろんな展示などがありまして、御要望があっても

なかなかお受け出来ない状況になっております。その他にどういうところにつくれる

かなと。区民センターそして区役所内など、どこに出来るか、ずっと探しているので

すが、またベスト案がないので、努力してまいります。私も是非作りたい空間です。

ありがとうございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 三輪委員、よろしいでしょうか。 

○三輪委員  

 はい。 

○吉川議長 

 それでは、続きまして前田委員お願いします。テーマは何でも結構です。 

○前田委員 

 前田です。 

 分譲マンションの管理組合を対象にＤＭを打って防災関係の講座みたいなものをや

っていきますというお話があったと思うんですけれども、もし集まりが悪いようであ

れば、例えば最近だと民泊の問題とか、分譲マンションの管理組合が関心を持ちそう

なテーマと抱き合わせてする。言い方悪いんですけれども、それでちょっと食いつき

をよくするみたいなものを工夫されていったらどうかなと思います。 
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 それと分譲マンションの先に賃貸マンションがあって、そっちのほうが大変なので、

その賃貸マンションまで最終的には取りこんでいくということを目標におきつつ、で

もその手前のまず分譲マンションでいろんな取り組みをされていくというのは、他の

自治体さんでもなかなか出来てないと思うので、すごくいい取り組みだと思っていま

す。 

以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 これに対しまして区役所より何かございますでしょうか。 

○佐伯地域課長代理 

 区役所の地域課長代理の佐伯と申します。 

 今、御指摘頂いたマンションの管理組合が抱えるいろんな関心事を抱き合わせて行

うというのは、確かに私たちも今考えているところでして、防災というのが一番皆さ

ん関心があるのかなと思って初めは考えていたんですけれども、防災の感心はあるん

だけれど、他にも民泊の問題、また、これを区役所でというのは難しいですが、管理

積立金の不足の問題とか、いろんな問題があるというのを住まいの情報センターなど

に行っていろいろ聞かせて頂いていますので、今の御意見も参考にさせて頂いて、来

年度の事業の組み立てを考えていきたいと思います。どうもありがとうございます。 

○上野区長 

 すみません、賃貸の部分に関して、分譲がなぜ出来るかというと、大阪市が分譲マ

ンションの場合はリストを持っていますので、それでまずアプローチがしやすいとい

うところがございます。賃貸マンションに関しましても並行して進めたいと思うんで

すが、分譲マンションと少し違うのが、不動産のオーナーさんへのアプローチが必要

になってくるということで、まずこれが基本的に違うのですが、並行して進めてまい

りたいと思います。 
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 そして、今おっしゃって下さったような部分ですが、お送りするＤＭに関しても、

防災のメニューは当然なのですが、その他にニーズはないかというのもお聞きしよう

と思っています。例えば日常の問題などもあるかもしれません。おひとり住まいのこ

と、虐待の問題とか、いろいろなものがあると思いますので、少しでも取っ掛かりを

持って頂いて、貰った返信で繋がるような形で関係が作れることがまず第１弾のＤＭ

と思っております。御指摘、どうもありがとうございました。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 前田委員、よろしいでしょうか。 

○前田委員 

 はい。 

○吉川議長 

 続きまして、友田委員、お願いいたします。テーマは何でも結構です。 

○友田委員 

 私もボランティアをさせて頂きまして４０年程になります。いろんなボランティア

をしているんですけれど、ボランティア員の高齢化。それをちょっと考えて頂きたい

と思います。私達も一生懸命マンションなどに行ってアプローチはするんです。でも

なかなか入って頂けない。どこの地域にも訪ねて「どうしたらいい」と聞いてみるん

ですけれど、考えは「もうそんなん若い人入ってくれへん。」そういうようなことで、

森田委員がおっしゃいましたように、ちょっとマンションと地域の者とのお互い寄り

合うような、寄り合っていってもなかなか難しい面がございます。そこへ役所が入っ

て頂いて、公的機関のフォロー、それをお願いしたい。そして、いろんな行事に参加

して頂いて、若い人がどんどん入って頂けるように協力して頂きたいと思います。こ

の実行を出来るだけよろしくお願いいたします。 

○吉川議長 
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 ありがとうございました。 

 もうお一方、白石委員お願いします。 

○白石委員 

 私は、子どもたちの学区のことが少し心配で、自由に選択が出来るということにな

って、小学生が遠くまで歩きながら学校に行っております。もしそのときに災害があ

れば、学校が対処してくれるのでしょうか。家の者が走るのでしょうか。その途中は

どうなるのでしょうか。そういう心配がとても切実に感じております。その不安が横

切って頭から離れないときがあります。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。今お二方の意見は関連性もあると思いますから、これに対

して谷口課長、お答えいただけますでしょうか。 

○谷口地域課長 

 学校選択制のことになるかと思うのですが、まず小学校の学校選択制につきまして

はブロック選択ということで、中学校校区内のみで選択が出来るということになって

いるんですが、特に北区は扇町小学校区は７つの地域が１つになっている校区でござ

いまして、おっしゃるように遠くから小学校に通っている生徒さんもおられます。た

だ、その災害がもし時間中にあった場合については、学校での災害対策の実施要項、

教師のマニュアルというものがございまして、まず時間中に災害が起こった場合につ

いては、低学年の生徒さんについては必ず親御さんが学校に引き取りに来て頂くのが

原則になっているということと、あとどうしても引き取りに来て頂けないという生徒

さんについては、近くであれば一緒に先生が連れていくということ、あとどうしても

連れて帰れない場合については、その学校が避難所になる可能性が非常に高いので、

その避難所として学校のほうで待機して頂くというような形での子どもさんの引き渡

しというようにマニュアル化されておりますので、実際に起こった際にはこういった

対応をします。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 副区長、どうぞ。 

○諏訪副区長 

 友田委員のマンションコミュニティのところですけれど、１２ページにはマンショ

ン住民間での交流を促進しコミュニティ形成へと誘導する、繋げると言っているんで

すけど、我々の目標としてはさらにその先がありまして、マンションの中でコミュニ

ティが形成される。そのマンションのコミュニティと地域活動協議会を始めとした地

域のコミュニティと繋げていくというのが最終目標ですので、またお力添えを頂きた

いと思います。よろしくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 区長、どうぞ。 

○上野区長 

 先程、友田委員がおっしゃって下さったボランティアの件ですが、私もなるべく地

域に行かせて頂いて、どんな方がいらっしゃるかということを拝見しています。その

ときに、やはり巻き込み力のある方とか巻き込まれ力がある方というのがいらっしゃ

るのかなと思っていて、そういうのがお得意な方というのを見つけることが大切だと

感じております。昔で言うおせっかいみたいなところがあるのだと思いますが、繋ぐ

ことは、みんなが出来るものではないんだろうなと思ったり、逆に慣れていって、そ

ういうことが得意になるのではないかと。そういうことを私は前職で研究していたり

したものですから大変関心があります。私自身が実はつないだりするのが得意なので

すが、区長なのでなかなか動けませんので、そういうことをまちづくりセンターの支

援員さんにぜひお願いしたいと思います。そして、先程言いました職員もそういうこ

とが出来るようになってほしいと思っています。ぜひ地域の中でそういう人を発見し
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て頂きたいなと思っております。 

 そして、子どもたちの学校選択制についてですが、広報紙の１１月号が、「みんな

で見守る北区」ということで、学校選択制はもう決まっていますが、その中で遠くの

学校へ行かれる子どもさんもいますが、やはりみんなで北区の子どもたちを気にして

いくという取り組みは、やっていかなくてはいけないと考えています。それにはコミ

ュニティづくりが根本にあり、努力してまいります。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 一通り皆さんから御意見は頂戴したと思いますが、最後に１つ、伊永委員からちょ

っと発言をされたいとのことですので、お願いします。 

○伊永委員 

 すみません、先程白石委員がおっしゃっていた登下校中の子どもの安全という問題

なんですけど、実例がございまして、学校にいれば学校、家にいれば家ですけども、

登下校中の途中で学校にも戻れない、家にも行けない状態になった子どもが助かる方

法は、具体的にはもう既に始まっています。これは、通学途中で最も親も本人も納得

しているちゃんとした建物。例えばスーパーマーケット何でもいい。そこに駆け込み

なさいというルールを共有しておく。そうすると電話がかからなくても、この状態だ

ったらうちの子は、４時だったら４時の時間だったら通りすがりの何々ビルに入って

いるはずだということでの安心感が非常に大きくて、これは東日本で大成功しました。

津波避難ビルのように子どもたちの避難場所ステッカーが張ってあって、雷が鳴った

ら入れる。大雨が降ったら入る。こういうことも地域で出来るはずなので、連絡がと

れないという一番の不安が、自分が怪我していても子どもの安否がわからない不安が

お母さんの最大の悩みになるので、そういう手法は絶対出来るはずなんです。そうい

う細かいこともぜひ導入して頂きたいと思います。 

 それから、マンションのコミュニティなんですけど、マンションの防災、先程も言
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いましたように私も行っていますし、大阪市の都市計画局からもマンション管理協会

からも依頼が来ております。これがなぜうまく私のところに来るかというと、実は北

区社会福祉協議会が窓口なんです。北区の社会福祉協議会にはそういう情報がマンシ

ョンからどんどん来ています、地域からも。そこから私が講師で紹介されるという形

がどんどん増えていまして、北区だけでなく周辺の区などからも来ています。そうい

う意味では、普段から接している中でのこの窓口をされるところに、こういう仕事を

任せられることが一番、私はいいんじゃないかと思って、これは提案として話してお

きたいと思います。 

 あと、職員のスキルアップの問題なんですけど、私は日常業務に関しては市民の対

応とかいろんなことでは相当数、きちんとした熟練の対応出来る力、皆さんお持ちに

なるんですけど、３年とか５年で転勤するのが常識の行政の世界では、防災に関して

のプロは育ちません。どこの部署に行っても防災のプロだという職員を育てる。防災

の部署に行っても３年で終われば、その間、何もなければただ単に訓練したり研修し

ているだけですから、実際には実行力が伴わないんです。 

 ですから、私の提案は、この北区の中のプロフェッショナルの民間人をアドバイザ

ーとして登用されていると思うんです。例えば輸送の専門家とか、民生委員さんもそ

うです。施設で高齢者の介護のプロになっている人など、いっぱいいます。その人た

ちで話し合いをして協議会か何かアドバイス集団を作って、いざというときに災害対

策本部に来てもらって、実際にアドバイスをするという人を私は作るべきだというの

を提案します。これは私が国土強靭化対策会議で国に発表すると全く同じ内容なんで

す。市町村の職員にアドバイザー制度を登用するということを国でも言うので、ぜひ

区でもそういう考えもぜひ一度考えて頂きたいなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 定刻の５時になりましたので、意見は終わらせて頂きたいと思います。 
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 それでは、本日、大変お忙しい中、御出席頂いている議員の方々からお言葉を頂戴

したいと思います。 

 前田議員、よろしくお願いいたします。 

○前田市会議員 

 今日は本当に区政会議お疲れさまでした。委員の方々から本当に貴重な意見を頂き

まして、本当にありがとうございます。 

 今日いろいろお話を聞かせて頂きましたけど、今日特に多かったのが防災の関係の

話が多かったかなと思います。防災と子育て関係も話があったと思うんですが、北区

はここ数年で本当に人口が都心回帰によってどんどん増加をして、それによってこれ

までのコミュニティの形が大きく変わってきている。そこにあって、この区役所の役

割っていうのはどうしていくべきか。防災訓練の話も出ましたけれども、今、市会の

ほうでもいろいろ議論がなされております。北区だけでなくて、大阪でいきましたら

特に中央区、北区、西区、この辺の区は同じように高層のマンションが立ち並んで、

なかなか地域との結びつきがない方が非常に多くなってきているという問題もありま

す。特に待機児童の問題、この３区については、ものすごく保育園そして幼稚園が足

りないという状況になっているんです。 

 その中で市会で議論させて頂いたのは、こうしたもともとマンションが建つ前に、

建てようとしている事業者に対して一定の周りに子どもたちがどれぐらい増えるのか。

マンションが増えたことによって受け皿となる保育所が近くにあるのかどうか。これ

を事前にきっちりと調査をしなさい。そして、きっちりと市と協議をして下さいとい

うことで条例を改正いたしまして、各事業者がそれに応じた受け皿をちゃんと確保す

るようにという協力義務が今回の条例改正で盛り込まれました。 

 同じように、今、北区からも積極的にマンションの管理組合に対してＤＭを送ると

か、直接アクセスしていくという方法をこれからとるということで、非常に１歩進ん

だ取り組みになってくるかなと思います。 
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 今回、私が思ったのは、マンションを建てるに当たって事業者に対して、これから

先ほどの市の条例改正と同じように例えば防災訓練の実施を、これは努力義務になる

んだと思いますけれども、各事業者そしてそれに応じたマンション管理組合が１年に

１回であるとか、そういうことを実施する努力義務を条例改正あるいは規則か何かで

負うような、規制をかけるといった内容もこれから市会で議論していきたいなと改め

て思ったところです。 

 それと北区の場合は、大阪駅、梅田駅という大型の駅を抱える区です。特に帰宅困

難者があの駅前周辺には何十万、下手すれば百万人ぐらいの方が週末になるとお越し

になるということがございまして、ここもやはり南海トラフを含めた大型地震なんか

が起こりますと、本当に混乱した状況というのが容易に想像されるということかと思

います。そんな中で今、市会でも議論していますのが、うめきた２期開発の中に４．

５ヘクタールの都市公園を真ん中に作るんですけれども、その中に防災拠点を作って

いくということで、そういう帰宅困難者の方もしっかりと対応出来るような拠点整備

をこれからしていきたいと思っております。そんな中で周辺区の地域の皆様の声も頂

きながら、地域の防災拠点としても活用出来るような、そういう都市計画を進めてい

きたいなと思います。 

 今日はいろんな御意見の中でも区役所、特に防災講座なんかはいろんな行事がある

中で積極的に発信していくべきだと。確かにこれからはやっぱり区が求められていく

のは、届かない方々に対してどう届けていくかということをしっかりと、区としてい

ろいろ検討する、そういうことが必要だなと。これはもう市会議員に関しても同じで

して、普段接している方というのは顔が見えるんですけども、そうじゃない方に対し

てどう届けていくか。これはもう市政の状況についてもどう届けていくかというのを、

これは私自身も市会議員としてしっかりと考えていかないといけないことかなと思い

ました。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、高山議員、よろしくお願いいたします。 

○高山市会議員 

 本日は皆様、お疲れさまでした。私、本日、初めて参加させて頂きまして、北区の

皆様の声、聞かせて頂きましてありがとうございました。 

 災害、防災に関しましては、今回の議論の中で、多く占められていたなと感じてお

ります。私自身も実家が少し遠いところでして、マンション生活を長い間させて頂い

ていて、地域の団体であったりグループであったり、マンションの管理組合の人との

関わりが、振り返っても本当に少なかったなと思って、今まで地震や災害がなかった

から無関心でいれたのかもしれませんが、これから南海トラフなど迫ってきているも

のがある中で、マンションとの繋がりというのがこの北区、すごく大きな課題なのか

なと思います。 

 一方で、子育ての関係のところで言いましても、待機児童の問題含めまして、北区、

マンションが建ってきているという中で、小学校の校区の問題なども市会でも聞いて

おります。そういった中でやはりマンションに関しまして、本当に市政としても何か

対策を打っていく必要があるのではないかと実感しました。 

 あと、教育のところで文化、芸術のお話聞かせて頂きまして、やはり情操教育とい

うのは、私自身、地元では芸術関係でたくさん学ばせて頂きました。その中で私の個

人の話になってしまうんですけれども、地域のコミュニティに所属させて頂いてミュ

ージカルをずっとさせて頂いていたことがあったんです。その中で芸術というところ

に触れさせて頂いて、私は振り返った中ですごくいい教育を地域から受けさせて頂い

たと感じておりますので、北区の中でもせっかく芸術の拠点があるので、私も何か力

になれることがあればなと思っております。 

 あと、今まで皆さんが活動されてきた拠点やスペースという問題、市のほうでも聞
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いているのがやはり老朽化問題が出てきておりまして、なかなか今までどおり使い続

けるというのが難しい地域もあるとお聞きしておりますが、スペースの確保というと

ころでもしっかりと私も調べさせて頂けたらなと思います。 

 あと、ボランティアの方の高齢化というところでも、私も今まであんまりそういっ

たボランティアの方々のところに、自分が若いのに余り関われてなかったなという反

省点、すごく今回感じております。若いからこそ、やはり巻き込む力、私も何か１歩

お役に立てたらと感じております。届かない人にどう届けていくのか、前田議員もお

っしゃっておられましたけれども、すごく課題は大きいなと感じております。 

 今日お配り頂いているわがまち北区の１枚目にも１１月児童虐待防止推進月間と書

かれておりまして、ここに書かれているホットラインなどの問い合わせ先が多いなと

感じたんですけれども、市会でいじめの相談窓口をＬＩＮＥなどの新しい媒体とかを

考えないかという話が出てきております。実際、児童虐待のホットライン、子ども相

談センターのお母様方から受けるのが、私たちが受けとれる方法が電話番号以外にも

ないかなという、今回、感じました。そのあたりも私もしっかりと北区で発信して受

けとれるような人になっていくためにも、本当に今回はたくさんの課題を私にも頂き

ましてありがとうございました。しっかりと役に立てるように私も前に進んでいけた

らと思っております。ありがとうございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 最後になりましたが、久谷議員、よろしくお願いいたします。 

○久谷府議会議員 

 府会議員の久谷でございます。 

 今日は新たに改選されました区政の委員の皆様方、本当にいろいろと御指導を頂き

たいと思っております。また、吉川議長にもまたいろいろと御尽力頂きたいと思って

いますのでよろしくお願いいたします。 
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 今、両市会議員の先生方もいろいろ御発言ありまして、私は府会議員という立場で、

この場では発言力はないんですけれども、そういう機会を与えて頂きまして感謝申し

上げます。 

 防災の点で今日は皆様方からいろんな御意見があったかなと思っていますけれども、

本当に最近で言いますと台風２１号、２２号の豪雨で、泉州のほうが電車がストップ

したというようなこともあります。本当にいつ災害というのが起こるかわかりません

し、夏にはゲリラ豪雨があったり、私の事務所もかつて床下浸水したという経験もあ

ります。そういった中でいつそういう災害が起こるかわからないということがありま

すし、今日皆様方からも御意見聞いたら自助が大事だということです。役所も当てに

ならないということもあると思いますけれども、私もマンション住まいでありますし、

マンションは自分達で自助をやっていけということであるので、町会の加入も、今の

加入の仕方もちょっと考えないといけないなと思っております。私、事務所と家と２

カ所で町会に加入をしております。事務所のほうは平家なんですけど、自宅はマンシ

ョンです。だからマンションのほうでもし被災したら、自分のところで何とかせなあ

かんし、事務所の中でそういった被災したら共助していかなければならないというこ

となのかなと思っております。そういう使い分けを出来る人はまだいいんでしょうけ

ど、そういう方ばかりではないと思っております。いつどこで被災するかわかりませ

んので、その辺についてはしっかりと役所の中でもコーディネートしっかりやって頂

きまして、対策をとって頂きたいと思っております。 

 今日はいろいろな委員の皆様方からの御意見、この区政会議で話をするよりも役所

の特別顧問か何か特別採用になって頂いて、直接アドバイスを頂いたらいいんじゃな

いかなという御意見もありました。そういった活用をしながら、この区政会議がさら

に成熟した会議となりますことを御祈念申し上げます。 

 また、学区の問題。私も今、子どもが中学校通っておりますけど、僕は中学校は学

区選択制というのはいいのかなと思っています。個人的には私は、小学校は選択制じ
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ゃなくて、そこの学区のところの小学校に通うというのが基本であると思っています。

それはやっぱりコミュニティという部分です。この地域の子どもたちはどこの小学校

で、そしてどこの地域の子どもなのかということが常に問題になっています。今、帰

宅途中の災害のことでどうするのかとそういう問題だけではなくて、例えば子ども会

のキックベースとかソフトボールとか、そういうのに参加すると言ったら、あなたは

この地域ですかと、学校はそういう地域というのは選定をしておりません。例えば扇

町小学校の子どもたちっていうのは、あなたは済美地域、あなたは北天満、というよ

うな分け方をしておりません。扇町小学校の児童は扇町小学校ということになります。

だから、そういう地域とのコミュニティというのは、私、学区を選択にしていろんな

とこから来るというのはまた１つはいいんでしょうけども、小学校の間は選択制じゃ

なくて地域のコミュニティの１つとして、この学校に通うというのがいいんじゃない

かなと個人的には思っています。 

 そういったことも踏まえて私もいろいろとこの会議に参加させて頂き、また勉強さ

せて頂き、また府政に繋げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。今日は、どうもありがとうございました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは最後になりましたが、副議長の岡田委員、よろしくお願いいたします。 

○岡田副議長 

 今日は、どうもありがとうございました。 

 今まで民生委員の主任児童委員の会議がメインで、あとは学校関係の会議に出させ

て頂くことが多かったので、防犯まではあっても防災に初めて触れて、早速もう出張

サロンとか学校のイベントの中にでも入れられたらなとちょっとわくわくしました。 

 子育てサロンにしても学校に関しても、障がい者や外国籍の子どもがすごい増えて

きているという現状をやはり来られたら受け入れる。その中でどのようにサポートす
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るのかというところで、いろいろな問題があるかと思うんですが、区役所さんでもい

ろいろな仕組みづくりをして下さっていますが、それをどこまで広報出来るかによっ

て、そのボランティアに名乗り出てくださる方も数が増えるということにも繋がるで

しょうし、それを活用される方も増えることによって精神的なストレスとか、学校で

いえば学校の活動が円滑に行くというところに繋がってくると思いますので、ぜひシ

ステムや器を作るだけじゃなくて、その中身や運用のところまでぜひ入ってきて頂け

たらなと思いました。 

 継続していく事業がっていう話がいろいろ出てきたと思うんですが、継続していく

とやはり問題点というか何でこうなったのかという原因が見えてくると思いますので、

何年か事業を継続されたら、その予防策というか、そこに踏み込んで頂けると繋がれ

る関係のところに繋がっていけて、予防に手がつけられるようになると、今抱えてい

る問題が少しずつ減ってくるのではないかなと思いました。すごく私は今、北区に住

んでいてよかったなと思ったのが、防災の件で自分たちで行政の方々は出てきますと。

地域の方々は、「いや、自分たちで頑張る。」って言っておられる、このすごい前向

きな発想がすごくいいなと思いました。福祉の関係でも一緒なんですけども、行政が

やって下さるから主任児童委員たちも頑張ってやろうというような形になってきてい

るんですけど、やはりそうなっていくと今度、地域がやってくれるからと行政の方々

がだんだん緩んでしまうと、いつの間にか今やっている活動がそう思われているんだ

ったらと、だんだん下火になってしまうといけないので、今、皆さんが思っておられ

る、行政頑張る、地域も、いや私らも頑張るよっていうのが競い合って上に行けばす

ごくずっと継続していていいんじゃないかなと感じました。 

 とても今日は勉強になりました。ありがとうございました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 委員の皆さんには、本日は多くの御意見を頂戴いたしまして、誠にありがとうござ
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います。また、円滑な議事の進行に御協力を頂きましてありがとうございます。本日、

皆様方に頂いた多くの意見、課題を区役所で十分御検討頂きまして、これからの区政

に反映して頂ければと思っております。 

 区政会議はこれで終わらせて頂きますが、最後に区役所より何かございましたらお

願いします。 

○上野区長 

 委員の皆様、長時間ありがとうございました。貴重な御意見、中で検討いたしまし

て、しっかりと３０年度に反映してまいりたいと思います。また、十分にお答え出来

なかったものに関しましては、担当の課長からまた委員の皆様に改めて御説明させて

頂きたいと思います。 

 今日感じましたのは、やはり私たち何でも出来るわけではないのですが、しっかり

と北区役所としての役割は何なのかということを踏まえまして、出来ることについて、

その伝え方や、しっかりと情報を伝えること、そして提案力も必要だろうという意見

を森田委員からも頂きました。これから提案力ということも必要だと思います。そし

て、岡田委員からも教えて頂きましたように、実際にやったことに対しての振り返り

が大事だなとあらためて実感いたしました。よくＰＤＣＡという言い方をするのです

が、実際計画してやってみて、チェックすることで、次の段階にもっとよくなるよう

に、きっちり力を入れてやっていきたいと思います。 

 本日は、本当に貴重な御意見ありがとうございました。また次回もどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○吉川議長 

 本日は、長時間にわたりありがとうございました。これをもちまして第２３回北区

区政会議を終了いたします。ありがとうございました。 
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６ 配布資料 

別添のとおり 


