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第２４回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

平成３０年２月７日（水） 午後３時００分から午後４時５９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）、吉村 孝司（委員） 

高山 美佳（市会議員）、山本 智子（市会議員） 

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（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、ただいまから第２４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まことにありがとうございます。 

 北区役所政策企画担当の香山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、本日の議事についてですが、前田委員につきましては遅れられるとい

うことで伺っております。森田委員につきましては少々遅れられているようでござい

ます。また、北区選出の久谷府議会議員につきましては御欠席、前田市会議員につき

ましては少々遅れられているようでございます。なお、委員につきましては、委員定

数１６名のうち、ただいま１３名御出席ということで議長を含む員定数の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しております。それでは開会に当たり

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。本日はお忙しい中、大変寒い中御参加頂きましてありが

とうございます。 

 本日の区政会議は、３０年度の北区政の運営方針案を議題に挙げさせて頂いており

ますが、運営方針案につきましては前回御説明させて頂きました素案から大きくは変

わってはございません。区役所からの資料説明では事前質問で頂いておりました、町

会加入のことや地域活動協議会の仕組み、それと私たちが来年度にかけて取り組もう

としております防災を中心としたマンションのコミュニティづくりについて、冒頭に

担当から説明させて頂きたいと思います。その後説明させて頂いた案件や運営方針、

それ以外の区政のこと何でも結構ですので委員の皆様の御意見を賜りたいと思ってお

ります。 

 また２０２５年大阪万博誘致の署名に御協力頂きましてありがとうございます。３
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月の万博本部からの視察に向けて一旦２月１５日時点で署名の取りまとめをしており

ます。開催国が決定される１１月まで引き続き署名活動を続けていきながら誘致活動

を推進してまいりたいと思いますので、引き続きの御理解御協力賜りますようどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 最後になりますが、今日も長時間ですが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 

 それでは議事に入りたいと思います。吉川議長よろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 皆さん、こんにちは。議長を務めさせて頂きます吉川でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日の皆様方の御協力を頂戴いたしまして円滑な議事進行に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。 

 さて、本日の区政会議ですが平成３０年度北区運営方針案について皆様方の御意見

をお聞きすることになっております。運営方針につきましては前回の区政会議の素案

の段階で区役所から詳しく御説明を頂いておりますので、変更点やその他資料の説明

がございましたらお願いいたします。その後次第にもありますようにテーマごとに委

員の皆様の御意見を承りたいと思います。では区役所から資料の説明をお願いいたし

ます。 

○髙村政策企画担当課長 

 政策課担当課長髙村でございます。それでは早速説明させて頂きます。 

 ここまで御案内ございましたように本日の議題は北区運営方針案となっております

けども、私の説明は運営方針案に立ち入っての説明はいたしません。素案から変更し

ております点につきましては下線で示しておりますので、また御参考頂ければと思い

ます。私の説明としましては資料一番初めの次第に資料１から６まで書いております

が、この資料のうち今回の区政会議から新しくつけることとなっております資料５そ
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れと資料６をお手元に御用意頂けますでしょうか。これが今回の区政会議からつける

ことになっておりまして、資料５につきましては前回の平成２９年１１月２日に開催

しました第２３回北区区政会議において頂いた御意見に対する対応表でございます。

北区はこれまで区政会議が終わりましたら事後対応ということで、以前から独自で対

応してまいりましたけれども、「市政改革プラン２．０」において区政会議の充実、

あるいは双方向の充実という観点から改革が進められておりまして、この度、事後フ

ィードバックについても２４区全てで区政会議において書面で提示申し上げるという

ことになりまして、この資料５が大阪市統一的な様式として定められたものでござい

ます。そこに前回頂きました意見を順に並べております。左から、どなたの委員様か

ら、そしてそれに対する担当課はどこか、意見の内容、それから区政会議での答弁ま

たは事後対応となっていますけれども、区政会議答弁といいますのはその会議の場で

こういう旨のお答えを差し上げたという内容を記しております。事後対応となってお

りますのは会議ではお答えが間に合いませんでしたけれども、後ほど担当課長から御

説明申し上げたということで事後対応となっております。それから対応方針、どうい

う対応方針をしていくかというのが次の欄、分類となっていますのは裏面ご覧頂きま

すと１から５まで番号がありまして、当年度から対応するもの、来年度の運営方針に

反映させるもの、来年度対応するもの、あるいは４番のように対応困難または不可能

なもの、それから最後は予算措置が伴うかどうかということで、１から５の分類で記

載しております。このような表で今後は、毎回次の会議で前回の意見はこうでした、

ということお示ししていくことになりますのでよろしくお願いいたします。これが新

しい資料の一つ、資料５でございます。 

 それから資料６、資料５はこれから毎回なんですけど、この資料６につきましては

年１回ということで今回初めてになります。表題にありますように区政会議に関する

アンケート集計表ということで、これも市政改革プランで区政会議そのものの運営に

ついて委員の方からアンケートを頂きながら良くしていこうという取り組みの一つで
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ございまして、これも２４区このアンケートを年１回行いまして結果をフィードバッ

クしていくようにということで、今回初めての試みですのでアンケートの対象は前委

員となっています。前委員１９名いらっしゃったんですけれども、昨年の１１月頃に

郵送によりまして無記名でアンケートをお願いしまして、一番上に有効回答数、設問

１番でこの区政会議で活発な意見交換がなされているかという質問ですと、１２名の

方にお答え頂きまして、思う・やや思うという肯定的な意見が９２％あったというよ

うなことです。それから２つ目、区政会議のより活発な意見交換に向けた課題、どう

いうことを思っていらっしゃいますかという中で左に選択肢がアイウエオとある中で

選んで頂きました。１２名の方が複数回答可能ですのでいろんなパーセンテージ出て

いますけれども書いています。またその課題に向けてどんなことが考えられますかと

いうことでこれは自由に書いて頂いたものが一番右に書いてあります。新委員決定時

に区政説明会を開催とか、事前説明会ですとか、もう既に取り組んでいるようなこと

もありますけれどもいろんな意見が出ています。前委員さんからのアンケートで出て

きた意見反映の取り組みや対応の明示を、先程の資料５のような形でお示ししている

というような資料です。もちろん出来ること・出来ないこと、いろいろございますけ

れども、可能な限り意見を区政会議運営についても頂くというような姿勢でやってお

ります。その以下４、５というふうにそれぞれの設問につきましてまとめております

ので、またお目通し頂ければというふうに思います。こういった形でこれはあくまで

前委員さんのものですので、今後、現委員さんにつきましても今年の秋頃にアンケー

トを差し上げまして、また結果を開示していくというような形で進めてまいりたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。私からの説明としましては今日のこの資料

構成の中で新しく追加された資料５と６について説明申し上げました。 

 続きまして案内いたしましたように防災と町会関係ということで資料４のほうに戻

って頂きたいと思います。事前質問票、一つ一つ個別には説明申し上げませんけれど

も、今回非常に大きな取り組みという中で頂きました質問ということで、見開きの町
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会加入の促進についてということにつきまして関係資料を配付しておりますので地域

課長から説明よろしくお願いいたします。 

○谷口地域課長 

 地域課長の谷口と申します。私から今皆様のお手元のほうにお配りさせて頂いてお

ります手のひらサイズの北区と書かれているパンフレット、それからＡ４サイズの北

区からの御提案という小冊子を説明させて頂きます。 

 手のひらサイズのパンフレットですがこれをまず見て頂きましたら、赤字で北区の

ような都会では近所づき合いなんてないと思っていませんか、という問いかけがあり

ます。そして開いて頂きますと、これ一体何かというと真ん中あたりに円盤のような

形で地域活動協議会とはいかなるものかということを説明しております。地域活動協

議会というのは従来からございます地域振興会でありますとか社会福祉協議会、また

女性会等各地域の団体また企業やＮＰＯさん、また市民グループなどが一堂に会して

１つの集合体を作っているとそれが地域活動協議会でございまして、基本的にこの地

域活動協議会の主催で地域の活動が行われているということで、裏をめくって頂きま

したら北区の地域は１９の地域に分かれておりますけれども、それぞれの地域でごく

代表的といいますかそれぞれこのような形でいろいろなコミュニティ事業または防犯

や防災というような形での事業を行っていますという紹介をしております。このパン

フレットにつきましては北区をよく御存知のない方に配付している資料でございまし

て、北区という大都会のちょうど中心、ど真ん中にある北区においたコミュニティ活

動が行われているのかどうか、また近所づき合いがあるのかどうかということをよく

知らない方が大勢おられます。特に最近は大型のマンションが建ってきて転入者が急

増しているということで北区にこれからお住まいになるお方、また北区に住んで間が

ない方々につきましてこの冊子を見て頂きまして北区ではこのような各地域でコミュ

ニティの活動をしているんですよということを、そして地域活動協議会とはこういう

ものですよということを紹介したパンフレットでございます。またその中には中心と
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なる先程申しました地域振興会では町会の加入促進という形で加入勧奨を行っていま

す。ぜひとも町会に入ってくださいねというような案内等も書かれております。この

パンフレットにつきましてはどういったところで使っているかといいますと、北区役

所の住民登録の窓口がありますがそちらのほうでは転入された方々に新しく転入者に

対して転入パックといいまして北区の広報誌でありますとか暮らしの便利帳でありま

すとか、ごみの出し方やごみの日程表とかそういった新しく北区の住民になられた方

に必要であるという情報を満載した１つのパックにまとめたものをお渡ししているん

ですが、その中にこの手のひらサイズのパンフレットを入れております。それと合わ

せて先程申しましたように新築のマンションが増えておりますので、新築のマンショ

ンの鍵の受け渡しのときに事業者さんに転入の手続用の書類でありますとか、このパ

ンフレットなんかも一緒にお渡しして、新しくマンションにお住まいになるときに配

付しているということでございます。それがこの手のひらサイズの北区の地域活動協

議会を紹介したパンフレットでございます。 

 そしてもう１点、北区からの御提案ということで、先程申しましたように北区では

人口が急増しておりまして特に大型のマンションが次から次へと建ってきております。

北区の住民の方々の約９割が集合住宅にお住まいの方々でございます。特に分譲の新

しくマンションにお住まいの方につきましてはマンションの中でのそういうコミュニ

ティというのがなかなか作られていないという現状がございまして、北区の大きな課

題の１つになっています。そういったことから区役所では大きなマンション住民の

方々のコミュニティづくりのために一つ支援をしようじゃないかということで、約３

５０軒の分譲マンションにダイレクトメールでこの北区役所からの御提案という冊子

とアンケート用紙、それと返信用の封筒を入れてダイレクトメールでお送りしており

ます。そしてこの御提案というのは何かと申しますと、マンション防災を切り口とし

たマンションでの防災学習や防災のマニュアルの作成であるとか、マンション防災の

講座でありますとかそういったことのメニューをここに書きまして区役所からそうい
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った出前講座をしていますのでぜひとも活用してくださいというようなＰＲの冊子に

なっております。そして最後のページをご覧頂きましたら繋がりとコミュニティと書

かれているんですけれども、その防災を切り口としたような形での出前講座だけでは

なかなかコミュニティを形成するのは難しいので、それ以外に北区役所ではいろんな

ジャンルの出前講座というのがございまして、例えば食育であるとか子育てであると

か高齢者の認知症予防であるとか、そういったような出前講座も用意していますよと

いうことで、そういったことでマンションの中で自主的に人を集めて頂いて区役所の

ほうから、そういった出前講座を開催してその方々にみんなで防災を切り口としたコ

ミュニティを形成して頂くということを３０年度の新しい事業として行うということ

で、この冊子を作りました。実際もうダイレクトメールでお送りしているんですけれ

ども、現在で約１割、大変関心があるということで返事を頂いております。そのマン

ションにつきまして早速新年度から防災の講座を切り口として、そのマンションに行

きまして人を集めて、まずは防災の講座から皆さん集まって１人でも多くの方を集め

て頂いてコミュニティ作りをしていくきっかけにするという事業を進めていくという

ことでございます。以上私からの説明でございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様の御意見を聞いてまいりたいと思います。委員の皆様には本

日受付で意見を述べたい項目をお聞きしておりますので、出来る限り御希望のテーマ

で意見を述べて頂けるように進めてまいりたいと思います。また、出来るだけ多くの

方に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いたしたいと思い

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

見を述べて頂きますようにお願いいたします。 
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 それではまず最初に、植松委員お願いいたします。 

○植松委員 

 今、谷口課長から御説明あったように、住民の９割がマンションに住んでおられる

ということで、前回の会議でも少し発言させて貰ったんですが、私は地域で避難所を

開設する担当になっていますので、そのときに各マンションにどれくらいの住民がお

られて避難所としてはマンションに幾らぐらいの物資を供給しないといけないのかと

いうような情報を提供して頂けますかとお聞きしたんですけれども、それはいつ頃に

なったら出来るでしょうか。 

○吉川議長 

 谷口課長、いかがでしょうか。 

○谷口地域課長 

 先程紹介しましたこちらの北区役所からの御提案という資料にも書かれているので

すが、マンション住民の方につきましては基本的に災害があったときにはマンション

の中で在宅避難ということでマンションの中、自分のお家で避難して下さいという自

助、自分ところのマンションで備蓄の物資を蓄えて頂きたいというような指導・講座

をしていく予定をしております。地域の避難所にマンション住民の方が避難されると

間違いなく避難所はパンクします。ですので、まず原則としては在宅避難して下さい、

そして備蓄物資については基本的に自分で備えて下さいということを考えております

ので、まず方針としてはそのような形になっております。ですので、地域でマンショ

ンに何人お住まいかということは確かに数値的には出せないことはないんですけれど

も、今、地域にそういったことを情報として御提供する予定は考えてはいないという

ことでございます。 

○吉川議長 

 植松委員、いかがでしょうか。 

○植松委員 
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 災害が軽かったらそれで十分だと思うんですけれども、長期になってインフラがや

られたときに水とかやっぱり食料が必要になるんじゃないかと思いますし、マンショ

ンだと電気がだめなときに上層階の方はどうされるのかなというふうな心配もありま

すから、別に名前を教えろとは言いませんので大方こういう場合はこれぐらいの数に

なるよというぐらい教えて貰ってもいいじゃないかなと思うのですが、どうでしょう

か。 

○吉川議長 

 これについて谷口課長どうでしょうか。 

○谷口地域課長 

 そうですね。確かにマンションの戸数と中に入っている各世帯の世帯数はわかるこ

とはわかります。それとどれぐらいの物資がいるかということになるんですけども、

物資については基本的に３００人が３日間暮らせる食料を、今までは１日間ですれけ

ども、３日間に増やす予定をしているんです。ただあくまでも避難所での物資でござ

いますので、例えばマンションの方が食料が足りないようになったからということで

避難所に来られて物資を持って行かれるということはあります。そのためにも３日間

用意するわけなのですけれども、食料等がどれだけいるかということは、特に地域に

それがどれだけ必要かということをお伝えするという予定はないです。ただ、３００

人の３日間分の食糧は十分に区で備蓄するとお答えをしたいということでございます。

マンションの住民の方々の何世帯分ぐらいあるかという数字はこちらのほうで出せる

数字は出していくようにはいたします。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

○植松委員 

 はい。 

○吉川議長 
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 ありがとうございます。 

 もう一方、三輪委員お願いいたします。 

○三輪委員 

 今のことに関連してなんですが、私もこの件についてちょっとお伺いしたいなと思

ってたんですが、以前マンションの町会加入の問題でそれを待っていてはなかなか防

災が進んでいかないということをお話ししたことがあるのですが、今回この北区から

の御提案ということで、在宅避難という提案があったので質問内容が少し変わるんで

すけれども、あくまで区が考えているのは北区在住というか住居のある人々の避難で

すよね、食料にしても水にしても。でも現状として北区には昼間人口というか住居の

ないたくさんの人が現実にいるわけですし、それから観光客もすごく多いわけです。

それでそういう人々も同じように災害に遭えば一気にどこかへ避難するので、そうい

う面に関してはどのようにお考えなのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○谷口地域課長 

 行政としましてはまずは住民の方のための備蓄と考えておりますので、旅行に来ら

れている方々とかお勤めに来られている方々、また通学されている方々につきまして

の食料や備蓄の物資等は、それぞれその企業さん学校等で備蓄して頂きたいと考えて

おりますし、旅行等で来られている方につきましてはその方などのための避難所とし

て用意されているわけではございませんので、例えば帰宅困難の方々につきましては、

今、大阪駅周辺帰宅困難者対策協議会という協議会の中で企業さんが帰宅困難者の

方々を収容するというような仕組みを今作っているところでございます。ですので、

その収容する企業さんが備蓄物資として帰宅困難者の方々のための食料を備蓄しなけ

ればならないということは一切ないです。あくまでも収容出来るスペースを提供する

というところでとどまっているところでございますので、基本的に備蓄物資として帰

宅困難者の方々用に区役所でも用意しているのは水とトイレ、あと防寒用のポンチョ

ぐらいです。そういったものは用意はしておりますが、食料までは用意はする予定は



12 

ございません。 

○三輪委員 

 ありがとうございます。 

もう一つ、避難ビルをたくさん増やしていかれていると思うんですが、避難ビル

のマークが割と小さいですよね。避難ビルの利用方法を想定するということで一体こ

のビルにどれくらいの人が収容出来るのかとか、誰がそこに避難してよいのかという

ことが非常にわかりにくいと実際にまちを歩いていて思いましたので、これに関して

はいかがでしょうか。 

○吉川議長 

 谷口課長いかがでしょうか。 

○谷口地域課長 

 津波避難ビルの収容人数はその提供頂いている床面積で割り出しております。です

から津波避難ビルの収容人数というのはほとんど決まっております。それと避難ビル

の周知については主に防災マップにここが津波のときの避難ビルでありますよという

表示はしているところでございます。それとビル自体にも先程三輪委員がおっしゃっ

たように津波避難ビルのマークはあるんですが、遠目でも見てわかるようなマークに

なると畳２畳分とか３畳分ぐらいのマークが必要になってきますので、それはちょっ

と用意出来ませんので、大きさとしてはＡサイズもしくはＢサイズぐらいの大きさの

普通の看板ぐらいの津波避難ビルのマークを表示しているという状況でございます。 

○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 

 ありがとうございます。 

もう１点、疑問がやっぱり残ってしまうんですけれども、在宅避難というのは家
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にいる住民が自分の家にいることが前提なので、私たちは日頃家にいる時間というの

はすごく少ないと思うんですね。ほとんどが外に出ている人が多いので、その辺も考

慮した上での提案がもう少しあってもいいかなと思いました。 

○吉川議長 

 谷口課長いかがでしょうか。 

○谷口地域課長 

 そうですね。基本的に災害時避難所、中学校や小学校などの学校にある災害時の避

難所というのは自分の家に帰れない、帰っても家の中に入れないとかいう方々が寝泊

まりするための避難所でございますので、マンション住民の方がもうマンションが傾

いて中に入れませんよという状況の中で在宅避難して下さいということを言っている

わけではなくて、あくまでもマンション自体が頑丈で多分余震でも大丈夫だというこ

との前提で寝泊まりするのは、自宅のマンションに帰って寝泊まりをして頂きたいと、

中には昼間はどうしても１人になって不安だからという高齢者の方やお子様がいるか

もしれませんが、そういった方々が中学校や小学校の災害時避難所に避難して一時そ

こでおられるということは一向に構わないということです。寝泊まりをするに当たっ

て自宅のほうで在宅で避難して頂きたいというのは私どもの考えであるところです。 

○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 

ではもう一方、伊永委員、お願いします。 

○伊永委員 

 今のお話聞いていると、在宅避難という言葉が出たんですけれども、原則として災
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害規模にもよりますが避難所にどれだけ入るかという計算は過去の災害では、標準地

域人口の１割を超したことがないという想定で備蓄も人口の１割ぐらいで十分だろう

ということでついこの間までは１食だったんですけれども、３食分備蓄しようという

ように徐々に増えてきているというのはいい傾向だと思います。それとマンション住

民の皆さんが避難所に行く・行かないという問題につきましては、特に都市部では自

助に徹してもらわないと行政の限界を超すということで、これは在宅の普通の方も含

めて、少なくとも南海トラフで想定した場合には最低３日分の食事、水は自分で確保

してくださいと、行政では国もそこまでは間に合いませんというのが基本ですという

ことをもっと周知しないといけないと思います。あと在宅と同時に帰宅困難者なんで

すけれども、内閣府のガイドラインで避難所運営委員会の役目としましては避難者以

外に避難所周辺地域の在宅被災者のための生活援助もするというふうに明記されてい

ます。何をするかは書かれていません。食料になるのか水出すのかということがある

んですが、それも避難所に取りに来たら渡すということをしなきゃいけなくなってい

ますのでそのあたりはもう少し具体的に考えられたほうがいいかと思います。それと

帰宅困難者に対しては事業所は責任を持って自分とこの事業所に所属する社員、旅行

者に対しては宿泊施設が責任を持つというのは基本ですので、そこまで行政・地元自

治体が責任を持つというのは予算的にも全て見当がつかないということで無理がある

というのは承知したほうがいいと思います。あと、避難ビルなんですが、私も数カ所

回りましたが、ホームページとかマップには書いてはいるのですが、もう少し表示は

大きくしてほしいなというのは確かに思います。ただその中でもっと知ってほしいの

は、使える日にち時間とそこで何をしてくれるか、何人入るかということをもう少し

大きくわかりやすいように、お年寄りには見えないところもありますし、表示をもっ

と強化するようなことが市としても考えて貰ったほうがいいんじゃないかなというの

は思っているんですけども、そういったところが今の話の中でも感じさせて貰いまし

た。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは第１のテーマはこのあたりで、次に、テーマ２の福祉・子育て・教育につ

きまして御意見を頂戴いたしたいと存じます。 

大西洋子委員、お願いいたします。 

○大西洋子委員 

 福祉・子育てということで、今インフルエンザがとても流行っておりまして、うち

の医院でもひとり親家庭でお子さんがインフルエンザの場合はまだいいんですが、た

またまおうつりになったのは、お父様が１人で育ててらっしゃるんですが、自分たち

の両親も遠くに住んでいるからまるで２人で生活をしている、そのお父さんがインフ

ルエンザにかかられたんです。そうすると保育所はずっと預けるというわけにはいか

ない、近所の誰かに泊めて貰うというわけにもいかないし、かかったのがお父さんで

すので、子どもがインフルエンザだったら病児保育をしたらいいんですが、そういう

場合本当に困ってらっしゃる姿を見て、私たちも預かってあげるわけにもいかないし、

そういう対策ですね、地域でもっといわゆる施設の中に今、病児保育を取り入れよう

取り入れようとはしているんですが、なかなか思うようにはいってないのが現状でご

ざいます。病児保育・病後児保育というのもあるんですが、それも予約制であったり、

治ってないと来たらいけないとかそういう書類がないとなかなかみてあげられないと

か。子どもが病気の場合、先程のケースとは逆の場合ですが、子どもが病気で数が多

い場合、今みたいにインフルエンザで次から次にかかってしまうと今度はお母さんお

父さんが全然働きに出られない、はしかとか流行しましたときも次々に子どもたち感

染症にかかりますので、ひどい場合でしたら免疫が低下しておりますので次から次に

病気にかかったらお母さんがずっと働きに行けなくてもう有休がないと。そうすると

院に来られてもあんたのせいで私が働けないぐらいの、今度は虐待に繋がるような発

言を多々聞いておりますので、子どもたちを地域で育てるとそこに病気が絡んだ場合



16 

どうするのかという施設ですね。簡単にはいかないんですが、昔でしたら近所のおば

さんがみてあげるとかそういう連携があったのが今はそういうわけにはいきませんの

で、どういう施設を行政が作って頂けるかとかその辺をお聞きしたいなと思うんです

が。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 この回答につきまして、武市課長お願いします。 

○武市福祉課長 

 福祉課長の武市でございます。今御指摘ありましたようにひとり親家庭で近隣に子

育ての助けをしてくれるような親族がないような場合に、親御さん側が一時的に病気

とかで子育てが難しくなったような場合に親御さんが何らかの事情で長期にわたって

育てられないとなればもちろんお子さんを児童相談所子ども相談センターと相談をし

て施設にお預かりするというようなことはあり得るわけですけれども、今の現状でい

えばそういう場合は同じく子ども相談センターの一時保護所というようなところであ

るとか、小さな乳児さんであれば乳児院での一時保護委託ということになるかと思い

ます。ただいずれにしましてもそういうところは子どもさんの人数もおりまして、子

どもさんにとって最善の環境ではなかなか言い難いのも事実でございます。今現在子

ども相談センターや大阪市で進めておりますのはそういった場合に本当に身近な同じ

小学校区の中で養育里親さんという制度がございますので、少しでも養育里親さんを

増やして親御さんが例えば１週間入院しないといけないんだけれどもというようなと

きに、一時保護所に行くと小学校の子どもとかですと学校に通うことができませんの

で、同じ小学校区内であれば同じ学校にそのまま通って親御さんが退院してくれば家

に戻るというような使い方ができますので、そういった面も増やせないかというよう

なことは考えております。なかなか里親制度も里親さんが増えないもんですから、難

しいんですけれども、私どもも子ども相談センターと一緒になって啓発に力を入れて
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そういったところが増やせないかと考えております。もう一方の子どもさんが病気だ

った場合ですね、北区でも現在中崎町駅のほうに病児保育を専門にやって下さるとこ

も増えまして、何年か前に比べれば増えては来ているんですけれども、今おっしゃる

ように事前の登録であるとか、なかなか使い勝手が難しいというのは事実でございま

す。親御さんは子どもさんが病気のときぐらいはゆっくり仕事を休んで子どもをみら

れるようなそういう労働環境になれば本当はいいのかもしれない。なかなかそうもい

かない点もございますので、そういった里親制度などがもっと数が増えたときに対応

策にもなるのかもしれないなと考えているところでございます。病気の子どもさんの

対応についてはこども青少年局とも私たちも今後もそういった施設が増えるのかとい

うようなことはいろいろ連携をとりながら考えていきたいと思っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。ちなみにその里親さんというのは区内には何軒ぐらいあ

るのでしょうか。 

○武市福祉課長 

 先日お聞きしましたところ、登録されている方は昔に比べると増えておりました。

７名ぐらいいらっしゃるんですけれども、今現在そういう短期で１週間とか１カ月と

かで子どもさんをお預かりするのを回している里親さんは本当に少なくてお一人とか

なんです。そのほかの方は今言った養育里親さんで子どもさんを預かっているけれど

も、いずれその子どもさんを特別養子縁組ということで本当に御自分のお子さんとし

て預かる前段階として養育里親として登録されているという方もいらっしゃいますの

で、本当に困ったときに１週間とか２週間の単位でいつでもお願い出来るというよう

な方は北区では非常に少ないですし、他の区でもそれは非常に少ないと聞いておりま

す。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。大西委員は医療関係で子どもさん方を診られていて、そう
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いうときはどういう対応をされているんですか。 

○大西洋子委員 

 いや実際には本当に昔の環境でしたら、自分の家で待っていてもいいよというよう

なことは言うんです。実際には今そんなことして今度は他の子の感染の原因になりま

すし、それから何かがあったときにはこちらが善意でしていましても、やっぱり訴え

られるというそういうことがありますので、実際にはお気の毒ですけど帰って頂かな

いとしょうがないということになっております。病児保育ありますよというお知らせ

はしますが。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 次に金下委員、教育関係についてお願いします。 

○金下委員 

 こんにちは、金下です。先程防災関連のところでも皆さん自分たちの生活の中で防

災の取り組みをどういうふうにしていくのかということ話があったと思うんですけれ

ども、それを例えばこれから１０年２０年後に実際に災害が起こったときにどう自分

たちがしていくのかということを考えると、教育の部分がとても重要になってくるの

かなというふうに思っています。北区で今年度防災に関する資料を策定されている中

で私も少し関わらせて頂いていますけれども、実は作るよりも作ったときに関わった

人はとても勉強になるんですけども、市民の方もそれから役所の方も。資料を作ると

それが出来てどう活用していくかというところが次の段階として、とても大事な段階

になってくると思います。例えばマンションの方たちにそれをどう活用して頂くかと

いうことになるんですけれども、１つは先程言ったような教育、小学校とか中学校・

高校、子どもの教育の中でそれをどう活かしていくかという、きっちりその仕組みを

作っていってほしいなというのが少し関わらせて頂いた者としても、その行く末をお

手伝いしたりそれから仕組みづくりを明確に位置づけてほしいなと思っています。せ
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っかく作った防災に関する資料をどうやって学校とどうやって繋がっていこうかなと

いうイメージを持っておられるのかなということ、学校の中へ資料を丸投げするだけ

では埋もれてしまうというのがありますので、今学校とのそういう繋がりはどんな感

じになっているのかなというのが１つお伺いしたいところです。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

これは谷口課長、お願いいたします。 

○谷口地域課長 

 学校の特に土曜授業におきまして小学校・中学校で積極的に防災の教育を取り入れ

たという授業を行って頂いています。その場には私ども区役所職、また地域の方々も

参加したりしているんですが、防災教育に例えば教科書を使うとか資料を使うとかと

いうような教育ではなくて実際に小学校・中学校は避難所になりますので、避難所と

いうのはどういった形で運営されるのか、避難所というのはどんな形をしているのか

とかそういったところを実際に体験してもらうというようなことを授業としてやって

頂いています。例えば備蓄しているアルファ化米のお米を御飯に戻しておにぎりを作

ってみたりとか体育のマットレスを使って避難所としてそこにちょっと寝転がってみ

たりとか、自分たちで机やいすでパーティション作ってみたりとか、あと地域の方も

一緒になって災害用の豚汁を作ったり、可搬式の放水ポンプの訓練を中学生と一緒に

なってやっております。つい先日新豊崎中学校で自分たち生徒さんが自主的に自分た

ちで新豊崎中学校で災害の対策本部というのを作って対策本部長というのを決めて、

地域に出て、例えば高齢の方など支援を要する方々に車いすに乗って頂いて実際に車

いすを押して避難所に連れていくとかそういった体験、また公園にある備蓄用の防災

の倉庫の中を見てどんな物があるのかということを体験したり、そういった実践型の

訓練または学習をやっているところでございます。 

○吉川議長 
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 ありがとうございます。金下委員どうぞ。 

○金下委員 

 今のお話とてもよくわかって、取り組みを始められているなと思ったんですけれど

も、先程もあったように在宅避難というところを含めた上でのアプローチというのも、

学校の中での避難所づくりを体験させるというのも１つあるんですけれども、それが

在宅避難でマンションで避難ということになったときに子どもというか青少年がどれ

だけ自律的に動くことが出来るかということを見越していくのもすごく大事な視点だ

と思うので、そういうところも少し加味していって頂けたらいいなと思いました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

伊永委員より意見がありますので、どうぞ。 

○伊永委員 

 今の在宅避難について１つの意見というか実例なんですけど、小学生・中学生が地

域の災害のときに役に立つ例が今ものすごく増えていまして、よく御存知なのはいわ

ゆる小中学生が訓練に参加するとか中学生が炊き出しに参加するとか、今のお話のよ

うに子どもたちがまちを回って高齢者とか障がい者の人たちと一緒に避難を手伝うと

いったことはあちこちでやっています。実は、その段階を越している例がありまして、

小学生が寝たきりの方とか障がいのある足腰の弱いお年寄りを迎えに行くという以上

に、部屋に上がって寝ている人を起こして、自分たちでおんぶあるいはだっこをして、

あるいはリヤカーに乗せて完全に避難所まで連れて来るということを年に１１０回、

なぜ１１０回といいますと、深夜に起こったり早朝に起こったり昼に起こったりとい

うバリエーションで子どもたちがやりたいと言い出したんです。年間に物すごい数の

訓練・研修をやってきているんです。子どもたちが大人を引っ張ってきて訓練しない

といけないから一緒にやろうと言うのでどんどん増えてくる。要するに各地で一番今

いい傾向は大人の研修会じゃなくて子どもたちが意識して大人を引っ張ってくるとい
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うのが一番成功していますので、ぜひ教科書で云々じゃなくて実践的にやるんだった

ら子どもたちに場を作らせるという訓練をもっとたくさん取り組んでいかれたらと思

います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

それでは次に、テーマ３のその他の区の施策に移ってまいりたいと思います。礒

野委員、お願いします。 

○礒野委員 

 ＩＣＴの環境をお話させて頂きたいと思います。まず北区は安全・安心・誰もが住

みたいまちということで目標を３つぐらい挙げているんですが、区民が幅広く地域活

動に参加して、よく言われる公共と民間が連携活動して一緒に行う豊かなコミュニテ

ィづくりをするということで、これは基本的な考え方だと思うんです。そのコミュニ

ティづくりのためには１つの時代の流れとしてＩＣＴ戦略が大きなテーマだとは思う

んですが、それについて少しだけお話させて頂きたいと思います。大阪市の本庁でＩ

ＣＴ戦略室というのを作られて取り組んでおられるんですが、情報インフラの活用と

かデータの活用促進、それはそれで大きいテーマとしてはいいんですが北区で何が出

来てどうしたらいいか。今後どういう形でもっていったらいいか、自分のちょっとし

た意見を述べさせて頂きます。 

 まずＩＣＴとインフラと行政サービスの融合というのはＩＣＴ戦略の大規範である

わけです。一番身近なサービス、１つの例として申請ですね。申請サービスにおいて

は今は用紙に書いてそれを窓口に持って行ってそこで職員が対応しています。今の時

代の流れとしてはペーパーレスになっているわけです。それをさらに１歩進めて申請

するときにＩＣＴの技術を使って職員が申請者と一緒に内容を確認して書類を作って

いく。つまり申請の負担を１つ減らす。すぐには出来るかどうかわからないんですが

窓口サービスの一環として北区は率先してやってみてはいいんじゃないかなと。高齢
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社会になっているので、例えば私が行ったときに１から１０まで書くのに説明する手

間を省くためにも窓口に行って職員の方と応対してそこで項目を入れていってその場

で書類を作ると、これが１つ。次にもう１つ、最近よくある在宅勤務をまず率先して

子育ての人とか介護の家族を抱えている人とかそういう方をまず実験的にやってみる

ということで、在宅勤務においてはＩＣＴは十分使えるのでそういう方向でやってみ

るといいと思います。それが２つ目です。それと福祉関係で先程から申し上げていま

すように、もう高齢社会なんです。そうすると高齢者のひとり暮らしはもし健康を害

したときにどういう対応が出来るかということで、機械を使った見守り制度、一部は

もう福祉で実施していると思うんですが、率先して北区でやって頂ければと思います。

特に認知症の関係で、私も自分の家族が認知症になって困ったことがあるのですが徘

回されたら場所もわからない、いろんなところに行って情報を掴んで最後は家族が対

応しなければいけないんですが、その高齢者の方にちょっとした機械をつけて遠隔で

操作してみたりといったことはどうかと思っています。当然防災も関係するし教育も

関係する、人材育成も関係するので、本庁ＩＣＴ戦略室が取り組んでいるとは思うん

ですが北区は非常にモデルになるところだと思うので率先して取り組んで頂ければと

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した。 

 広い範囲で御意見がございましたが、お答え頂けますでしょうか。 

○上野区長 

 順番に、まず在宅勤務からお答えします。 

○角野総務課長 

 総務課長の角野でございます。在宅勤務の関係で御質問頂いていたんですけれども、

大阪市の中でモデル事業なんですけれども各所属向けに御指摘のように子育てあるい

は介護の対象者の方で在宅勤務出来る方を今回はモデルということで２週間ぐらい、
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情報の管理というのが大事になってまいりますんで、特殊な機械になるんですけれど

も、いわゆる我々が職場に来て使う専用の回線を使うような情報端末を在宅勤務で使

えるような仕組みがありましてその機器を貸し出して実際に在宅でやって頂くという

ような試行の走りのような取り組みというのが既に始まっております。今の区役所の

業務でいいますと窓口業務が非常に多いという背景がございまして、今申し上げた在

宅勤務の仕組みというのは残念ながら窓口業務のシステム端末には対応していないと

いうのが現状となっていますので、どうしてもそういう方を除いてしまうと現在の仕

組みの中で在宅勤務に適応出来る職場というのが非常に少なくなっているというのが

実情でございます。残念ながら北区では募集を職員向けに募ったわけなんですけども、

該当する方の中で特に子育て・介護の方の中で在宅勤務が出来る方の応募がなかった

というところです。本来の業務の範囲の拡充というようなところが成り立てば、また

改めてそういったものの取り組みというのが広がっていくと考えております。現状の

御報告となりますけれども、よろしくお願いいたします。 

○木戸戸籍登録課長 

 戸籍登録課長の木戸でございます。まず１点目におっしゃって頂きました申請書、

煩わしい申請書をペーパーレス化にしたらどうかというご提案ですが、確かに今北区

では転入者がどんどん増えておりまして、タワーマンションの建設ラッシュというこ

ともあって人口増加が非常にすごくて平成２９年の１年間の転入者数が大阪市内２４

区ございますが、ナンバー１ということで、断トツの増加現象が起こっております。

そういった中で区役所１階の住民登録窓口へも様々な手続に来られるということで来

庁者にかなり待って頂く状態が続いております。今おっしゃって頂いた御提案の中の

待ち時間の解消そして記入する負担の軽減といった観点からも非常に有効な手法と考

えますが、職員も一緒になって入力していくというスキルアップも当然必要でござい

ますので、ちょっと短期間で実現出来るかどうかわからないですが、貴重な意見とし

て受け賜りたいと思います。以上でございます。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、高齢者関係お願いします。 

○武市福祉課長 

 福祉課長の武市でございます。高齢者の見守り制度なんですけれども、今現在ある

制度はＩＣＴというより若干アナログな感じがありますけれども緊急通報システムと

いうのが大阪市ではございまして、高齢の方で御希望の方に緊急通報システムという、

首などにぶら下げていてしんどくなったりしていざというときに電話が出来ないとい

うときにブザーを押して頂くと、センターのほうからあらかじめ登録された御親族で

あるとか御近所で登録して頂いている駆けつけられる方のところに連絡が入ってブザ

ーを押した方のところへ行って頂くというような仕組みは一応ございます。結構、希

望者の方も多くございましてたくさんの方に貸し出しをしているところです。認知症

の方の位置情報の話ですけれども、確かに認知症の方の徘回の課題がここのところ大

変大きくなってきておりまして、そういうことがあると皆さん警察に行方不明になっ

たんだけれどもこういう格好をしてこういう背格好の何歳くらいの人ですということ

を言って頂いて北区管内３警察署ありますけども、警察の方に探して頂いたりして今

のところは比較的速やかに発見されていることが多いようですが、スマホとか持って

おられて警察とか家族ですぐにそれを使って見つけられたらいいですけれども、そう

ではない方も多いですので、今現在やっておりますのが大阪市のほうから各区の社会

福祉協議会のほうに委託しまして認知症の徘回メールというのを配信する仕組みがご

ざいます。それは認知症の御家族を抱えているような方があらかじめ登録をして頂い

て、もしかしたらお家から出て行って迷子になるかもしれないという方を登録してお

いて、本当にいなくなったときには連絡を頂きましたら北区の社会福祉協議会の見守

り相談室というところが、そちらのほうでこれもまたあらかじめ登録している見守り

をして頂くたくさんの一般の市民の方、あとは今登録頂いてる郵便局や信用金庫、お
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医者さんであったり、そういったところに一斉にメールを送りましてお写真をつける

場合もありますしお写真はなしでこういう背格好の方ですというだけもあるんですけ

ども、そういったメールを送らせて頂いております。そういった仕組みで何となくメ

ールにきたような感じの人なんですが、とご連絡頂いて発見されるということも進ん

でおります。現在もそういう徘回メールを受け取って何かのときには探し回って頂く

まではいきませんけれども、気づけばこの人ではないでしょうかというような連絡を

警察に入れて頂くという方をどんどん増やしていくということで、現在福祉課と社会

福祉協議会とで協力しながら進めているところでございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

礒野委員、よろしいでしょうか。 

○磯野委員 

はい。 

○吉川議長 

また後ほど時間がありましたら、よろしくお願いいたします。 

 続きまして笠井委員、お願いいたします。 

○笠井委員 

 地活協の広報ということでまずＰＤＣＡを頂いたことが嬉しかったので防災にも触

れながら少しお話させて頂くんですけれども、資料５の２番のところで防災講座とほ

かのテーマ、キャッチーなものを組み合わせるということで、先日地域社会福祉協議

会主催ということで子どもの授業で節分と組み合わせて防災の啓発をさせて頂きまし

た。０・１・２歳の赤ちゃんを連れたお母さん方が２４組５０名ぐらい集まられて地

域課からの出前講座ということでやっぱり来てくださるなということと、私たちはお

湯を入れて自分たちで非常食を作るというような作業をどんどんお母さんたちにして

もらうということを、巻き込んでやっていくということを得意としているのでやって
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みました。そうすると地域課の担当の方にもお母さん方からそれぞれの生活スタイル

に落とし込んだ質問を積極的に投げられていたなというイメージがありました。やは

りここの回答にあるように、地域課・健康課・福祉課の出前講座とかを利用するのは

いいんですけど、その企画自体がやっぱり思い浮かばないという現状もあるのかなと

思って、こんな抱き合わせが有効だよといったことを、もしワンストップでどこか窓

口があれば、私たちのところにはこういう人たちが集まるんですけどねという問い合

わせに、じゃあ地域課と健康課で行きますねみたいなというような御提案を頂けたら

なと思いました。学校では積極的に防災教育されているんですけど、今は育休時代し

か地域と繋がれないような本当に働くのが当たり前というような時代で、社会課題が

目につくのがやっと学校になったときで、その時には横の繋がりがないというような

保護者の立ち位置があるので、せっかく地域活動協議会という地域の誰でもフォロー

するよという団体が出来たので、せめてその情報を行政であったり社会福祉協議会で

あったりとか、地域に住む上で有効な社会資源とか情報が地活協に行けば必ずある状

態というのを作って頂きたいなと思います。そのまちにいる人をどう捉えるかという

のがすごく難しくて、私も今すぐにはアイデアが思い浮かばないんですけれども、情

報を得られるから集まってきた人たちが、ともに課題を解決していくような、やっぱ

り自発的に自ら強くなろうという地域にならないといけなのかなと思っています。地

域活動協議会が出来て私は間なしに地域と関わらせて頂いたので、ウエルカムな感じ

だとポジティブに捉えていたんですけれど、やっぱり地域というのは昔からＰＴＡと

か役員をやっていた人がいるんでしょうみたいなイメージがすごく強いので、そこの

一線を越えにくいのかなということを情報という形でバリアを外して頂けたらと思い

ます。中津はすごくバリアが壊れてカフェコンパーレというような毎週コンスタント

に集える場が出来てきたので、そこを拠点に徐々にいろんな学生さんや企業さんの顔

が見えるような場になってきているなと思いました。私も行政からコンスタントな情

報を得られていないし貰いにも行けていないなというところが自分の課題にもなって
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いるので、連携出来るような情報を下さいということです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 今の御意見に谷口課長、御説明頂けますか。 

○谷口地域課長 

 情報の発信というのは行政としてこれは重要な役割になっているわけなんですけれ

ども、ただ情報を発信する媒体としまして紙であるとか、あとホームページやフェイ

スブックですとか、そういった形での情報発信はするんですが、今、行政の情報と地

域の情報というのがあるかと思うんですけれども、地域の情報というのは実は行政の

情報であると思っています。私は地域課長なんですけれども、地域課の職員も地域に

行って地域の方々と接して初めて情報を得ている状況なんです。それによって私たち

行政がそのニーズといいますか、そういったものにどういうふうに答えられるかとい

うことを常に考えています。そういったことでいいますとどちらかというと情報とい

うのは地域の人々にあるのではないかというように私達行政側からすると思ってしま

うんですけれども、私どもが発信する行政情報というのはやはり広報紙であるとかホ

ームページであるとかそういったものの情報でしかないと思っているところでござい

ます。 

○吉川議長 

 そのとおりだと思いますけれど、笠井委員、よろしいでしょうか。 

○笠井委員 

 もう１点だけ。先程も病児保育のときに困ったらこんな選択肢があるよというのは

どこを見たらわかりやすいのか、行政は制度として情報を持たれていると思いますが、

制度の見える化ということを取捨選択するのは地域かなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。意見があるようなので、伊永委員どうぞ。 
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○伊永委員 

 情報のことなんですが、ある自治体で昨年度から住民から役所に対して情報を提供

するツールに無料アプリのＬＩＮＥを使った例がございます。それを役所の担当がま

とめて広報としてそれを情報を確認して広報紙やホームページに載せるという、市民

から情報を集める手段を無料のＬＩＮＥを使うということで前よりもうまくいきまし

たという例が実際ございました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 次に南委員、学校教育の支援についてお願いいたします。 

○南委員 

 南でございます。この問題につきましては先程皆さんから御提案がありましたんで、

防災教育をもう少し徹底といいますか、子どもたちに参加して災害が起きる前には何

をしたらいいか、災害が起きたら自分たちは何をすべきか何をしたらいいのか、身を

持って全ての子どもたちが体験してくれることによって災害が起きたときに非常に大

きな戦力になるんじゃないかと思います。それを今度は学校では道徳教育が始まるよ

うですので、それの一環に加えて頂いて防災教育をもっと取り組んで頂けたらなと思

います。以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。谷口課長、どうぞ。 

○谷口地域課長 

 先程、土曜授業で防災教育学習を積極的に各学校でやって頂いていると言いました

けども、学校は学校のほうで、先生に学校での災害の対応マニュアルを作れというこ

とであるとか、避難所の運営については学校の教職員も必ず加わって地域の人たちと

一緒に運営していくこととか、生徒さんについてはまず自分の学校の生徒の安全を確

保したら少しでも地域の災害の避難所を運営しているところに協力出来るようなこと



29 

をどんどん指導していくようにといった、ようやくそういう形のマニュアルが出来つ

つあるところでございます。これまではきっちりと整理されていなかった状況にござ

いました。今、道徳教育の中に防災教育を組み込むかということは、把握出来ていな

いんですが、防災教育に関しましてはそういった災害時のマニュアルであるとかどう

いった動きをしなければならないといったことをきっちりと制度化というかマニュア

ル化して、常に区役所もしくは地域と連携をとったような形で対応するんだというよ

うに学校のほうも変わってきているなと私ども実感として思っているところでござい

ます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。南委員、それでよろしいでしょうか。 

○南委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは大西ひろみ委員、お願いいたします。 

○大西ひろみ委員 

 大西です。私、事前質問としまして町会の加入促進について御回答下さいという質

問をしたんです。その御回答の中に地域活動のリーフレットなどを配付しております

という回答があります。私としましては、以前少し聞いたんですが、直接マンション

に伺っていろいろとお話をして加入してほしいという話をしたと、それは豊崎東に限

ってのことだったのかもしれないんですが、そういうことを聞いたことがあったので

ちょっとここでお尋ねしたいんですけれど、そのアタックの方法としてリーフレット

の配付だけですか。 

○吉川議長 

 谷口課長、お願いいたします。 

○谷口地域課長 
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 約６、７年ぐらい前になりますがそのときは地域振興会の事務局として私ども職員

は積極的に地域振興会の町会加入促進をバックアップするような形での仕事をやって

いました。そういった、町会に入ってくださいという冊子を作って各連合に回って、

またマンションとかにも連合会長さんであるとか町会長さんと一緒になって町会に入

ってくださいねとお願いに回っていたことは事実でございます。それは過去のことで

ございまして、現在はそういう形での町会加入促進ということはやっておりません。

ただし最初に御紹介しましたリーフレットで、町会に入ってくださいという形でマン

ションにお願いしていたんですが、なかなか、それではわかりました町会に入りまし

ょうということで快い返答を頂いたところはほとんどなかったという状況がありまし

た。それとあと今済美地域や豊崎東でもそうだと思うんですが、新しくできたマンシ

ョン丸ごとまずディベロッパーの事業者さんと交渉して町会に入った形で販売をして

くれという契約というかそういう協定を結ぶということを実際今やっております。そ

ういうことでマンション丸ごと町会に加入しているところも実際にはあります。その

場に私ども職員も一緒に行ったりはするんですが、ただあくまで主体的にやって頂い

ているのはやはり連合の会長さんであったり町会の会長さんであったり、そういった

方々に主体的にやって頂いたのをサポートするというか一緒に同行するというような

形での町会加入促進は取り組んでおりますが、今行政が主体的にやっている加入促進

というのはこのリーフレットを使ってまずは地域の活動を知って頂きたい、地域活動

協議会を知って頂きたい、そこに町会というものがございます、ですので、まずはコ

ミュニティを作って頂いてその上で、町会にどうかお入りくださいという形でシフト

したような活動というか、取り組みをやっているところでございます。 

○吉川議長 

 大西委員、いかがでしょうか。 

○大西ひろみ委員 

 先程言いましたように直接管理人さんのところに、例えば防災を前面に出しまして
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こういうときにはこういう孤立していたら大変ですよいうことで勧誘に行ったという

話を聞いているんですが、現在はどうなんですかとお尋ねしたらリーフレットを配っ

ているとおっしゃいましたよね。要するに、私が言いたいのは、やはりリーフレット

よりは実際に会ってお話しする方が、話がスムーズにいくとかいろいろあると思うの

で地域課の方と地域の人が一緒になって、マンションをアタックするような体制があ

ればいいなと思っているんです。この問題というのはすごく息の長い話でして、ちょ

っとやそっとでは解決もしないし、なかなかいい回答は見つからないとは思うんです。

ちょっと話が外れるようですけれど、先日新聞を見ておりましたら童夢という漫画が

あるそうです。私も知らないし見てないんですけれど、童の夢と書くんです。その童

夢のモデルになったのは川口市の芝園団地が童夢のモデルのマンションらしいんです。

そのマンションが先月、多文化共生の先進的事例として自治会が国際交流基金の地球

市民賞を受けたという記事があったんです。話が大きくなるんですけれど芝園の経験

は日本がこれから直面する問題の解決に役立つことだろうと言われているんですけれ

ど、私どもは、これはだめだ、これはしゃあないなということを頭から決めたら何に

も出来ないんです。してもいいといわれることはどんどん取り入れていく、そういう

姿勢のもとに先程言いましたように、自治会にマンションに地域活動協議会でこんな

事もしてますよ、実際に災害が起こればこんな状態もありますよということを実際に

話をすることが大事じゃないかなと思いました。要するに私の言いたいところは、区

役所の人任せじゃなくて地域の人も一緒にマンションにアタックをしたいなと、それ

は息の長いこととして取り組んでいったらどうかなと、提案と質問を兼ねましたけれ

どそういうことです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは次にまだ御意見を承ってない方、吉村委員、お願いいたします。 

○吉村委員 
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 吉村です。僕は今日は観光の件でちょっとお話というか御質問したいんですけれど、

ミナミのほうから連絡がありましてミナミ活性化事業実行委員会というのがミナミ祭

りとかそういったことをずっとやっておられたんですけど、それがこの度、昨年の１

１月に地域ＤＭＯの候補法人になったということで、名前も一般社団法人大阪活性化

事業実行委員会に変わるわけです。どこが変わるかというと、今まではミナミの中で

一般の対応とか観光事業とかいろいろ情報発信をされていたのですが、これからは国

土交通省の地方創生の補助金事業としての補助が国土交通省から出ますので、大阪市

内全域を対象とした観光事業、集客のための観光事業、まちづくりのための観光事業

といったものを、これからやっていかないといけないということで、早速、明後日金

曜日に幹事会を開きたいということで北区のほうに連絡がありまして、北区商店会総

連合会から４・５名、その幹事会に出席してこれからの事業計画とかをお話していく

ということになっております。まず魅力的なのが、予算がつくということで、北区に

とっても絶好のチャンスなので、２４区と言っても観光事業が積極的に展開出来るの

はやっぱりミナミとキタにどうしても限られてしまうので、これを何とかうまく使っ

て北区のインバウンド事業であるとか観光資源の発掘、情報発信それを通じたまちづ

くり、にぎわいづくりを積極的にやっていけたらなと考えております。これから事業

計画を組んでいく上で、北区役所さんの協力や支援を積極的にお願いしたいと、まだ

具体的じゃないので具体的になれば御相談させて頂きたいと思います。よろしくお願

いをしたいということです。以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。いまのは報告だけということでよろしいでしょうか。 

○吉村委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは、次にまいります。 
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長らくお待たせいたしております白石委員、よろしくお願いします。 

○白石委員 

 私はまず、区役所の周りに自転車がたくさんありますが、その玄関口をもう少し有

効利用出来ないかなというのが１つの提案なんですけど、いかがなものでございまし

ょうか。 

○吉川議長 

 これは以前から区長が気にされていることですね。どうぞ。 

○角野総務課長 

 総務課長の角野でございます。御指摘のように非常に便利な場所にあるということ

もあって、北区役所の特に区民センターと区役所の前の敷地に自転車がたくさん停め

られています。景観的にもどうかというのもありますし、何か活用出来ないかという

ことで、関西大学さんにご協力頂きまして社会実験ということで昨年、このスペース

のところにコーヒーコーナーを作って、お話をして頂く場を作っていこうと、そこの

中でこのスペースの活用についての御意見を頂く場ということで実験をさせて頂いて

おります。確かにそういうものがあればぜひ使いたい、時間を過ごしたいという御希

望もたくさん頂戴しております。一方で区役所に用事があって自転車で来られている

方を全部停められませんよということにもならないということも一方でありますし、

実態的に申しますと、残念ながら区役所・区民センターに用事のない方で自転車を停

められている方が本当にたくさんおられて、実験のときには驚くほど駐輪の台数が減

ったというこちらも予想だにしなかった結果というのも出ております。今後について

はそういう検証の結果を踏まえて具体的にこうしていきましょうというところをまだ

明確には出来てはいないのですけれども、そういう活用をしていくという視点を持っ

て引き続き取り組んでいくというところで、取り組みとしては今途中というところに

なっております。 

○上野区長 
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今年度の実験を踏まえまして、昨年行った実験は３日間でしたが、３０年度はカ

フェ実験というか滞留実験を気候のいい春とか秋に１週間か２週間くらい、少し拡大

してやってみたいと思っております。その時にどういうものが必要かというのがあり

ますが、関西大学工学部の皆さんが、自転車の置き方がどうだったとか、学術的にも

検証して下さっていますので、それも踏まえて実施したいと思います。それと、例え

ば、これから実験しますから、そこに自転車を停めてはいけませんよということにな

ると混乱を招くと思いますので、角野課長が申しましたように、実際にそこにカフェ

があったら皆さん遠慮がちに自転車を停められたり、遠巻きに停められるということ

がわかってきましたので、しばらくこれを続けて、そして賛同者が増えたところで、

どうしていくか決定していくといった動きをしたいと思っております。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

○白石委員 

 はい。 

○吉川議長 

 お待たせしました友田委員、お願いいたします。 

○友田委員 

 平成３０年度の北区運営方針案の２０ページと２１ページ、人との繋がりづくり・

自治会・町内会への加入促進ですが、当年度の取り組みの内容を見て、人の集まる区

民カーニバルなど、地域活動の紹介また広報「わがまち北区」において事業案内を記

載しマンションに呼びかける、コミュニティの交流を図るということで取り組んで頂

けることは絶対やってほしいと思います。またいろいろ質問もありましたと思います、

なかなか難しいとは思いますが一つ一つやって頂きますようによろしくお願いします。

区だけでなく私たち地域の者も、もう少しマンションの方々に入って頂けるように声
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かけるように地域も努力しますのでどうぞよろしくお願いします。それからインフル

エンザの話が出たんですけれど、私たち高齢者は値段のことを言って悪いんですけれ

ど１，５００円です。それが子どもたちは高いんです。子ども３人行って１万円以上

かかる。それは議員さん、どうにか考えて頑張って頂けませんでしょうか。やはり子

育てしてる人にはお金１万円でも大きいんです。ですので、どうか子育てに対する無

償化というのを最低限、予防接種、そういうものに対しては無料でして頂けませんで

しょうか。 

○山本市会議員 

 検討させて頂きます。 

○吉川議長 

 また後ほど先生方には御挨拶を頂戴しますので、そのときに少し触れて貰おうと思

いますので。それでよろしいでしょうか。 

○友田委員 

 はい。 

○吉川議長 

 お待たせしました。前田委員、最後になりましたけどお願いいたします。 

○前田委員 

 今日はちょっと遅れまして申し訳ございません。事前に質問を１つ出させて頂きま

したのが、職員づくりと人材マネジメントについての質問だったんですけれども、職

員の方の課題発見力・企画力の向上を図るための研修を実施ということが方針に挙が

っていまして、これは具体的にどういうものなのかなと思いまして、区の枠を越えた

あるいは他の自治体の職員さんの担当課を通して勉強会とか情報交換会みたいなもの

はやっておられるのかどうかということでお尋ねしたんです。頂いた回答を拝見した

んですけれども、これは大阪市全体の階層別・キャリア別の研修がありますというこ

とと、それから北区さんの内部でいろんなワークショップを通じた研修がありますと
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いうことで御回答頂きまして、お忙しい中で一生懸命取り組んでおられるのだなとい

うのはよくわかりました。私がお尋ねしたかったのはこういうフォーマルな研修では

なくてもう少し生の情報のやりとりが出来るようなそういう場があるかどうかという

ことをお聞きしたかったんです。私、たまたま、ある自治体の滞納債権の回収をやっ

ている担当課の方と仕事で付き合いがありまして、その方がこれは他の自治体だった

らもう諦めて塩漬けにするだろうなというような案件をびっくりするような手法を使

って無事にその滞納債権の回収をしたと、若い職員の方なんですけれども話されたん

です。結果は他の自治体の職員の方にもそのノウハウを公開したいということで、無

料で自治体の職員の方を呼んで勉強会をされたんです。その時にたまたま私もその場

にいまして他の自治体の職員の方がとてもおもしろかったと、こんなやり方があると

思わなかったとその感想を言っておられるのを聞いてやはりこういうことが大事なん

じゃないかなと、帰りに名刺交換とかされていましたけれども、もしこういう繋がり

があれば何か課題にぶち当たったときに電話１本で他の自治体の担当課の方に聞くこ

と出来ますし、いろんな生の事例を学ぶことが出来るということがあったので、こう

いう場が北区の職員の方ももしもうやっておられるんだったらすみませんけれども、

あればいいなと思って質問しました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

○角野総務課長 

 総務課長の角野でございます。区の独自の取り組みということでいろいろなテーマ

をもって研修という形ではさせて頂いております。その中の１つの例事ということで

課題発見力・企画力向上の研修ということで、研修としては非常にボリュームを大き

くもって連続講座でさせて頂いている取り組みでありますので、ここの中で御紹介を

させて頂きました。それ以外にもそれぞれ職員の一般的な資質の向上を目指すための

研修であったり、あるいは我々職員として持つべき資質ということでコンプライアン
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スの問題であったりとか人権問題研修というのももちろん取り組んでいるところです。

御指摘のありました、ある程度専門的な分野になるのかなというふうにお聞きはして

いたんですけれども、残念ながら区役所同士でそういう取り組みを行っているかとい

うことに関しましては、現実には今出来ていないという状況にございます。一定の専

門的な分野については区役所の業務というのは所管をする局が大阪市の場合はありま

すので、そこで専門研修というのは実施しているというのが実態としてございます。

その上で他所属が他の自治体とやっているのかいうのは私がそこのところは存じてお

りませんので、場合によったら自治大学とかそういう全国的な集まる研修というのも

あるというのは伺っているんですけど、そこでどういった中身をしているのかという

のは申し訳ございませんが承知していないところです。 

○上野区長 

 補足で申し上げますと、このワークショップの話も企画力などと言っていたのです

が、北区役所の中でも課ごとの連携というか繋がりというのは薄かったなというのが

ありまして、この連続講座によって、それぞれの能力とか方向性がわかるということ

でかなり風通しがよくなったり、普段の業務でも連携が進んできたなというのは実感

しております。御指摘のあったようなことですが、非公式で、それぞれが市の職員・

区の職員も勉強会のようなものはしているのは存じておりますが、それを公式にやる

というのは局が実施していたりします。区役所の場合は、市役所内の局や他の区の中

でのベストプラクティスの共有みたいな場は作ったりしています。特にこれから予定

しているものとしては、例えば、芸術文化青少年育成事業を２４区を対象に実施して

いるのですが、3月に開催するその報告会において、職員が対話形式ですすめながら

横の関係を作り、ベストプラクティスも学ぶというような場を作っていきたいと考え

ています。これは、全庁的な取り組みというより、区長である私の思いが強く、今後、

そのような場をどんどん作っていきたいと考えております。 

 以上です。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。それでよろしいですか。 

○前田委員 

 はい。 

○吉川議長 

 一通り皆様方の御意見を頂戴しましたところで定刻となりましたので、本日何かと

御多用の中、御出席を賜っております議員の先生方に御挨拶お願いいたします。 

 山本議員からお願いします。 

○山本市会議員 

 本当に寒い中、お忙しい中こうやって地域のために皆さんが常日頃から目を光らせ

ていろんなことを考えて、今日こうやってお集まり頂けていらっしゃること、本当に

感謝申し上げます。私もいつも来る度に勉強になることが多いです。私からも一言発

言してよろしいですか。 

○吉川議長 

 はい、どうぞ。 

○山本市会議員 

 北区運営方針でまず１点、特殊詐欺についてのことなんですけど、この間から区役

所の福祉課の山田ですとかと言って電話がよくかかってきて詐欺の還付金の話をする

電話があるといって、区役所にすぐ連絡してそんな人いませんと言われて詐欺に遭わ

ずに済んだといった話があったんですけど、実際そんな声とか問い合わせとかはある

んでしょうか。 

○木村保険年金課長 

 保険年金課長の木村でございます。実際、ものすごくありまして、いろんなケース

があるんですけれども、私のところに来ますのはやはり国民健康保険料の還付がある

ということで区役所の何々課の誰それだと名乗る電話があって、取引銀行を聞いたり
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とか、あるいは銀行の職員からもちょっと電話させますということで一旦電話が切れ

て、今度は銀行の職員だと名乗る者から電話がありまして、対象はお年寄りなんです

けれども銀行のＡＴＭに行って頂いて、携帯電話で振り込みを指示すると、ＡＴＭで

は還付金を返ることは絶対ありませんのでお年寄りですから言われたままにボタン押

していると自分の預金が送金されてしまう。そういった事件でこれはもう全国的に多

く、新聞にも何回も出ているんですけど、やっぱりだまされてしまうということがあ

りまして、国民健康保険業務の中ではそのような情報が来たら必ず集約して大阪市の

ほうで統一して情報提供するということになっていますので、そういうことで対応さ

せて頂いていますし、お電話頂いたらすぐに間違いですよということは御報告させて

頂いております。 

○山本市会議員 

 何か北区の区役所とわざわざ名前を言っているということなので皆さんにもっとお

知らせ注意喚起出来たらいいなと思って一言発言しました。 

 それから９ページの業績でみんなの健康まつりはいつもされて賑わっているのはよ

くわかっているんですけど、大淀とか中津の地域の皆さんがなかなか御高齢になって

区民センターまで来られないというお声もよく聞いておりますので、何かしらの形が

出来たらなと思いました。あと先程、笠井委員からの振興会とか地域活動とか、地域

に入っていくのに壁があるということはすごく実感します。私が１３年前に北区に来

たときはこういうことがあることすら一切知りませんし、私の住んでいる地域では町

会回覧板とか一切回っていませんし、本当に入りづらいというその思いはすごく実感

する次第です。自分がこういう立場になって初めてこんなことがこんな一生懸命地域

の方がされていたのかという、この方々がいなければどうなっているんだと思うよう

な状況なんですが、そこの壁を何とか知恵と工夫を活かして新しく転入された方が入

りやすい、全国的な課題でもありますけれども、北区で率先して、北区というとニュ

ーヨークみたいなイメージがあっていろんなとこからいろんな人が来てまた何年か経
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ったら出て行ったりとか、そこを上手にミックスしてやっていけるそういう理想的な、

大阪でも一番の地域にして頂きたいなと思っております。あとマンションの管理組合

の理事長というんでしょうか、分譲等が入ったマンションであればいらっしゃると思

うんです。その管理組合の理事長さんを集めた何か１回、防災の件も含めて意見交換

のような、いい例とかいろんな声を聞く、声かけをしていい知恵を出して現場の声を

直接聞いて頂く機会を作るというのは、北区ならではの出来ることじゃないかなと思

い御提案いたしまして一言御挨拶いたします。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。 

 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 

 本当に貴重な御意見たくさん聞かせて頂きましてどうもありがとうございます。ま

ず防災のところでなんですけれども、やっぱり都市部ということで自助が基本という

ことの周知はまだまだされていないなとすごく実感しております。あと土曜授業の体

験授業、私も１回行かせて頂いたんですけども、本当に地域の方がたくさん来られて

実際に子どもたちが走ってやっている姿を見たときに、アイデアとしてあった子ども

たちに場を作らせるということは、これからすごく防災訓練が新しい形に変わってい

くんじゃないかなと思いました。その後にあった、ＩＣＴに関してなんですけれども、

やはり情報発信ということがすごく難しいと私も考えておりまして、情報発信は今、

区のほうでもフェイスブックやホームページなどされているということなんですけれ

ども、やはりここにはちょっと限界というものを私も感じておりまして、前回の市政

改革の質疑の中で、大阪市でアプリを導入したらどうかということで民間の力を使う

という方法で質疑させて頂いたんです。実際、大阪市でも住之江区とかは導入してる

ところもありまして皆さん普通にアップストアからダウンロードして頂けるマチイロ

というアプリがあるんですけれども、他の区でこういった講演会がやっているとか、
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自分の区でどこの小学校で何人がインフルエンザでお休みだとかそういった情報がポ

ップアップで出てきたりするアプリがあるんです。これは区のほうでも無料で登録出

来るところなので、ぜひ大阪市全部の区で登録することになれば、若い世代の人もホ

ームページにいって下までスクロールして見るというよりは見やすく伝わりやすくな

るのではないかなと思っています。最後なんですけれども、インフルエンザのお話で

確かに任意予防接種ということでロタウイルスとかも含めて今、助成というのは出て

いないんですけれども、今、吉村市長は本当に子育て世代に対してしっかりと力を入

れて頂いている方ですので、私からもお伝え出来ればと思います。インフルエンザ等

の診療でお金がかかってしまうので、やはり若い世代とかお年寄りの方も自分たちが

使えるお金、可処分所得を使って、それこそ地域に還元して貰って北区が成長してい

けばいいなと思いますので、医療費というところの視点をちょっと私も取り入れたい

なと思いました。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。 

 それでは最後になりましたが岡田副議長、よろしくお願いします。 

○岡田副議長 

 本日は初めにマンションへのＤＭで１割の反応があったというお話がありまして、

前回もＤＭを配っているというお話があったんですが数字が見えたということはこれ

が何年も蓄積するとすごい数字になってきていい方向になるなという明るい展望が見

えたので、数字が見えるというのはすごくありがたいなと思いました。あとマンショ

ンは自助でという話ありましたが、その働きかけとか通勤通学は企業や学校にという

ことについては、やはり行政さんにお願いするところが大きいと思いますので是非こ

このあたりの広報活動よろしくお願いします。それと防災教育についてすごく中学生

小学生が期待されている人材であるということもすごくよくわかりました。今すぐ教

育を受けてすぐに活躍出来るでしょうし、５年後１０年後これが何年も教育続けてい
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くとすごい数の力になるんではないかと思うと是非やって頂きたいことなんですが、

先程お話にもありましたように学校に丸投げすることなく、やはり学校は防災のプロ

ではありませんので、行政とやはり専門家の方々の力を借りて実のある防災教育がで

きたらいいなと思います。防災教育もすごく進んでいるというお話だったんですが、

多分この中にいらっしゃる委員さんで確かにそうだなと思われる委員さんと、そうか

なと思われる委員さんがあると思うんです。やはり数個をやっていて進んでいると捉

えるんではなくて、どれだけの割合で出来ているか、やはり区全体で捉えて頂かない

と一部だけすごく盛んに出来ていても漏れている地域があるということは、区として

出来ていると捉えていいのかというちょっと疑問が残りました。全部でなかなか足並

みそろえてというのは難しいと思いますので成功例をぜひ発信して頂いてこんな地区

でこんなことをしたらこういう結果が出てきた、という発信をして頂くだけで今皆様

からお話があった中で行政に頼ることなく地域で、というお話も出てきていますので、

発信して頂くだけでもすごく進みやすくなるのではないかなと、つまりは先程出てい

た情報もそうですけど、行政が上手にコーディネートして頂ければ、情報を出して頂

いたらチョイスするのは地域側だというお話あったんですが、行政がコーディネート

役になって頂いて私たちが上手に地域にフィードバック出来るような形になったらい

いなと思いました。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きましてありがとうございました。ま

た、円滑な議事進行に御協力ありがとうございました。本日、委員の皆様方より頂き

ました御意見、課題は区役所で十分御検討頂いて区政に反映して頂けたらと思います。

また本日の議論の中で、まだ結論が出ていないところは、事後対応の方よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 区政会議はこれで終了いたしますが、最後に区役所から何かございましたらお願い
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いたします。 

○上野区長 

 長時間どうもありがとうございました。多数の貴重なご意見ありがとうございます。

先程、岡田副議長からもおっしゃって頂きましたように数字が見えることは区長とし

ても、取り組んでいることに対して、これからも含めて、安心というか、まだ足りな

いということも含めて見えることが、すごく安心であるということは、私たちも感じ

ております。区民の皆さんは、もっと強く感じられているんだということを、あらた

めて感じました。そして高山議員がおっしゃって頂いたマチイロに関しては、北区役

所も登録して、発信してまいりたいと思っております。そして情報収集について。北

区役所でこれまで力を入れているのは、「伝える」ということなのですが、それは行

政情報というのを主に「伝える」ということを頑張っておりましたが、広く情報収集

の方ももっと力を入れないといけないということを改めて実感した次第です。その他

にもいろいろと検討しないといけないところ、貴重な御意見頂きました。まだ十分に

御返答出来ていないものは、もう一度検討いたしましてしっかりとお返ししてまいり

たいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。引き続き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御協力ありがとうございました。これをもちまして第２４回

北区区政会議を終了いたします。本日はありがとうございました。 

 

６ 配布資料 

別添のとおり 


