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第２５回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   平成３０年６月１４日（木） 午後３時００分から午後５時０６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）、礒野 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）、森田 謙（委員）、吉村 孝司（委員） 

   前田 和彦（市会議員）、山本 智子（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（政策推進課長）、香山 豊（政策推進課長代理）、 

   谷口 悦朗（地域課長）、木戸 信成（戸籍登録課長）、 

   森 正俊（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２９年度北区運営方針の自己評価について 

   平成３０年度北区運営方針について 



2 

 

５ 議事内容 

○香山政策推進課長代理 

 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２５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。 

 北区役所政策推進課の香山です。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、三輪委員が御欠席でございます。委員定

数１６名のうち１５名が出席されておりますので、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、有効に成立しております。なお、大西洋子委員

につきましては、所用のため、４時ごろ御退席されることを伺っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、４月１日付人事異動により新たに着任いたしました区役所の職員を御

紹介いたします。保険年金課長の森でございます。 

○森保険年金課長 

 森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 以上、今年度は、保険年金課長が新たに着任しております。よろしくお願いいたし

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 

 本日は、お忙しい中、そして梅雨の晴れ間の貴重な日に区政会議に御参加頂きまし

て、まことにありがとうございます。 

 本日の区政会議ですが、昨年度の運営方針の自己評価について、この後、担当のほ

うから御説明させて頂きます。目標を達成した事業と達成できなかった事業がござい
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ますが、委員の皆様には区民の目線でこの評価結果に対して御意見賜りたいと存じま

す。 

 また、本日は、昨年度の振り返りだけでなく、今年度の運営方針についても議題に

上げておりますので、こちらもどしどし御意見賜りたいと思います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○香山政策推進課長代理 

 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。本日も皆様方

の御協力を頂きまして、円滑な議事進行に努め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。着席をお許し頂き、進めてまいりたいと思います。 

 さて、本日の区政会議ですが、平成２９年度北区運営方針の自己評価と平成３０年

度北区運営方針について皆様の御意見をお聞きすることになっております。今年度の

運営方針につきましては、前回、前々回と、案や素案の段階から何度も区役所から御

説明を頂いておりますので、本日は昨年度の運営方針の自己評価を中心に御説明を頂

きたいと思いますので、委員の皆様には、その説明をお聞きした後、本日受付でお配

りをいたしております平成２９年度北区区政会議委員評価シートの記入の参考にもし

て頂きたいと思っております。説明の後、次第にありますように、テーマごとに、昨

年度の自己評価についてだけではなく、今年度の区政の進め方、運営方針も含めまし

て、委員の皆様の御意見を賜りたいと思っております。では、髙村課長、資料の説明

をお願いいたします。 

○髙村政策推進課長 

 政策推進課長の髙村でございます。それでは、早速説明させて頂きます。 

 本日、資料１から５までありますが、メインの説明としましては、資料１の概要版

を使っていきます。平成２９年度の自己評価、その本体資料は資料２でございまして、
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これが大阪市全所属共通の様式で昨年度１年間やってきた結果を全部書き込んだ資料

です。ですので、詳細は全てここに書いてあります。 

 その中から、主要なものを資料１として抜き出しまして、時間の関係上、それに絞

って御説明するわけでございますけれども、その前に、資料２の２ページ、ここに中

段から自己評価と書いています。ここは非常に大事な部分でして、ここは、２９年度

の１年間、各取り組みをした結果、所属長として、つまり北区長として、どういう所

見を持って評価したかということを端的にまとめているところです。非常に細かくて、

字が見づらく、申し訳ございませんが、全部でチョボが８つあります。一つずつ読み

上げるわけではありませんけれども、一つずつ何を書いてあるかといいますと、行っ

てきた取組です。 

 端的に言いますと、１つ目は、マンション内外のコミュニティ形成に向けて防災を

入り口としたダイレクトメールを、北区９割以上マンションですので、３６６棟に送

付したということで、今後、積極的にアプローチを繋げていくということが１点。 

 ２つ目が、全職員による一斉防災訓練、これを実施しました。今年度は、地域や関

係機関も交えて実施するなど、より連携強化に努めていきたいということが２点。 

 ３つ目は、防災冊子、防災に非常に力を入れていますけれども、北区としてオリジ

ナルの自助・共助に役立つ防災冊子を編集しました。来年度は、それを形にしまして、

ダイジェスト版を全戸配布していきたいということを書いています。 

 そして、４つ目、これは、外国人観光客が多くなってきているということも受けま

して、観光・防災の多言語マップを作成しましたということ。 

 次に、大学や企業と連携協定を結びました。一番最近では、大阪工業大学と連携協

定を結びました。 

 それから、これは引き続きですけれども、小学校、中学校で芸術鑑賞会を実施しま

した。また、中学校の部活動支援ということで、プロの選手に来て頂いて、部活動を

サポートして頂くということを実施しました。 
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 それから、広報の点では、区民を対象にグループワークによる動画を作成して、今、

北区のホームページでその作品を発信して、魅力発信に努めているということ。 

 最後が、接遇研修、業務改善。これも北区独自ですが、わくわくプロジェクトと称

しまして、職員の課題発見力の向上ということで、外部講師を招いて実施しました。

そういう成果もありまして、窓口サービスで評価点３．５。これは民間の窓口サービ

スの平均レベルを上回るレベルというのを北区は初めてとりまして、今まではずっと

星１つだったんですけれども、今回、２９年度、初めて星２つということで、３．５

点を獲得することができた。あわせて、下ですけれども、北区役所ブランディングプ

ロジェクトということで、北区役所としての職員の目指す行動目標を設定しましたと

いうことで、住んでよかった、来てよかったと区民の皆さんに信頼される区役所を目

指していく。こういうことを、２９年度、取り組んできましたということを書いてお

ります。 

 一番下ですが、さらなる充実ということで１つ、例として挙げています。住民主体

のコミュニティづくりということで、３０年度はＳＳＷ、いわゆるスクールソーシャ

ルワーカーを１名増員しまして、さらに充実強化に努めていきたいということを挙げ

ております。 

 以上、ざっと、自己評価の総括をご覧頂いた上で、本日の項目ごとの説明に入るわ

けですが、資料１をご覧下さい。 

 資料１、左から青、黄、緑となっています。横に吹き出しがありますけれども、ま

ず、この資料の見方です。計画内容と書いているのは、昨年度、平成２９年度運営方

針を立てた際に、どういう計画をしていくのかということを一番左に示しました。黄

色の取組実績は、年度を通して、こういうことを実施しました、こういうことに取り

組みましたということを、一番右の緑は、その取り組みの結果、当初立てた目標はこ

ういうふうに達成しました、あるいは達成できませんでしたということを数字で表し

ているということです。左の吹き出しが、オレンジ色になっています、これは先程議
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長からありました、今年度から新たに実施します委員の皆様に評価を書いて頂く際の

対応する経営課題をお示ししておりますので、また後ほど照らし合わせて頂ければと

思います。 

 そして、具体的取組のまず１－１－１ですけど、地域活動の活性化支援、これは地

域活動協議会に対する支援・連携した取り組みですけれども、これまでもやってきて

おりますように、中間支援組織と連携して勉強会を開催する、あるいは効果的な情報

発信へのサポート、それから下にあります地域活動協議会というものはこういう活動

をしていますよというのを知って頂くリーフレットを活用するということを計画に掲

げまして、黄色に書いておりますように、種々勉強会を開催しました、あるいは転入

者にリーフレットを配布するなど呼びかけを実施しました。一番右にあります取組の

結果は、区民アンケートで年１回測るんですけれども、大体１２月頃に実施します。

地域行事に参加したことがあると回答した区民の割合が、目標４０％だったのが、結

果、３７．４％、もう一歩という数字だったということです。 

 それから、下の具体的取組１－２－１、これは自転車利用適正化事業。放置自転車

関係の対策はずっと恒常的な課題ですけれども、啓発は区役所、撤去と駐輪場整備は

建設局という基本的な役割分担の中で、区役所は引き続き、青のところに書いていま

すように、啓発キャンペーンや啓発指導員の効果的配置をやってまいりました。それ

から、２９年度は曾根崎二丁目と小松原町に自転車駐輪場を１００台分整備、これは

建設局がしております。こういうことで、そのとおり実施したんですけれども、一番

右の取組実績、目標としましては、区内全駅の放置自転車台数を前年度、２８年度の

実績１，０９４台から１０％減したかったのですが、やはり９８４台という数字は達

成できなかったということで、結果、１，６８４台というような結果が出ております。 

 次に、防災対策事業です。これも４つチョボを書いています。上からいきますと、

防災学習の支援、それから南海トラフ巨大地震に備えた備蓄品の充実、３つ目が帰宅

困難者対策等を想定した防災パートナー登録事業者を獲得していく、それから下が地
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区防災計画、地域ごとの防災計画の作成支援、大きくこういう４つの枠組の中で、取

組実績は書いてあるとおりですけれども、特に津波避難ビルですね。着々と増やして

いっております。３０年３月末までの施設が２３施設ということ。それから、防災パ

ートナー、これもかなり増えておりまして、それぞれの強みで御協力頂けるというこ

とで登録して頂くんですけど、これも７９事業所登録して頂いています。それから、

防災計画は作成済みの地域が６地域となっております。ということで、目標をそれぞ

れ予定どおり、あるいはそれ以上の数字を達成しているということです。 

 続きまして、２ページ。 

 先程も少し触れました、これは福祉分野の関係で、コミュニティソーシャルワーカ

ー、いわゆるＣＳＷと言われる分の配置による地域での福祉コミュニティづくりの支

援体制ですけれども、これも、左に書いていますように、北区、５名のＣＳＷを配置

して、そのもと、必要な数といいますか、地域福祉コーディネーターとの連携強化あ

るいはスクールソーシャルワーカーとの連携強化、こういう連携強化によって相談支

援を行っている事業ですけれども、計画としましては、必要な地域には地域福祉コー

ディネーターを配置して、身近な相談事、生活課題を早期に掘り起こしていく、それ

をＣＳＷに繋いでいくという取り組みです。あるいは、福祉局との、これは区ＣＭ事

業ですけれども、要援護者名簿の作成ということで、これも同意書を送って対象地域

の登録を広げていくという取り組み。 

 それに対しまして、取組実績、ここに書いています。かなり相談件数も伸びており

まして、２，９５０件。あるいは、まちともサービス、これもずっと実施しているの

ですが、ちょっとしたお困り事に対応するサービスなのですが、サポート会員数ある

いは利用回数は伸びております。地域福祉コーディネーターへの相談件数も８，４０

５件ということ、要援護者名簿も２９年度は１９地域作成したということで、右の目

標及び達成状況としましては、専門機関に繋いだり、解決または支援方針を示せた相

談件数ということで、５０件以上としていたんですが、結果、１５５件以上というこ
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とで、伸びているという状況です。 

 そして、資料中ほど、待機児童の解消。マスコミ、新聞でも連日報道されている、

大阪市全体として非常に力を入れている取り組みです。子ども・子育て支援新制度の

充実により保育の場を増やすということで、まず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目標を掲げております。取組実績にありますように、実際は大き

く上回る数で全６カ所を増設しました。開園は「３０年」になっていますけど、実質

の作業や調整は２９年度の取り組みになりますので、開園は３０年度になりましたけ

れども、２９年度の実績ということで６カ所。それから、小規模保育所ですね。地域

型保育事業の一つでございますけれども、定員が６から１９名です。これも３カ所増

設し４３名。今日、お気づきになられたかも知れませんが北区役所でも１階の北側の

出入り口のところ、入って右手のほうですね、「ぴっころきっず」と書いていますけ

れど、小規模保育所を区役所の中でも開設したということ。それから、途中入所児童

数も１１３名ということをやりまして、右のほう、北区としましては３０年４月時点

の保育所待機児童数はゼロというのを達成しています。去年２９年４月は３名だった

んですけれども、ゼロを達成した。それから、入所保留児童数も目標よりも少ない結

果となったということで、数字を上げております。 

 それから、一番下、子育て支援事業の充実強化、これも引き続き臨床心理士を配置

して、子育て支援室で相談を受けるということです。あるいは、不登校やひきこもり

対策ということで、ＳＳＷ、ＣＳＷ、学校、地域、関係機関と連携しながら支援を行

う。それと、今、申しました保育所の向かい側、ｋｉｋｋｉでございますけれども、

ｋｉｋｋｉでの相談事業を継続してやっているということで、取組実績としまして、

ここに書いてありますように、相応の件数を上げております。その結果、右側、これ

はアンケートを独自で取っておりまして、子育て支援ルームや相談事業等の利用者の

アンケートで、認知、知っているだけではなくて、その支援策への満足度の割合とい

うことで、８０％以上という目標のところを９９％、これは「満足」「やや満足」と
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いうのを合わせまして、ほぼ１００％に近い満足度を得ているというような状況です。 

 それから、３ページに移りまして、学校教育活動支援事業ということで、たくさん

書いておりますけれども、特に、文化芸術体験ということで、先程申し上げました市

立の小・中学校を対象に、３０年度も事業スタートしておりますけれども、能、ある

いは音楽鑑賞といった芸術鑑賞を通して生徒の心を醸成しながら育んでいくという事

業、これは北区独自で取り組んでいる事業です。それから、部活動支援。中学校に特

別講師の派遣を要請して、バレーボールやバスケットボールなどの支援をして頂く。

非常に生徒さんたちに喜ばれている事業です。こういう２つの主力な柱とともに、教

育行政連絡会あるいは生涯学習、区民スポーツ大会、市長杯の市民ソフトボール大会

という各種スポーツ大会の取り組みでございます。 

 実績としましては、ここに書いてありますように、各事業、各回数実施しておりま

す。この中で、一番下、市長杯「市民ソフトボール大会」の区予選会ということで、

これは小学生対象なんですけれども、平成２８年から新設されたという中で、これも

区長杯ということで、区長が始球式に出て実施しているという取り組みでございます。

業績目標としましては、各学校へ芸術や部活動を通した独自の取り組みの支援につい

てよかったと思いますかという回答が９８．８％の満足度。あるいは、生涯学習講座

を受けられましたか、参加しましたという回答、これも８２．５％。それから、一番

下がスポーツ大会の参加チームも確実に団体数を伸ばしているというような状況です。 

 そして次に、情報発信、広報関係の部分ですけれども、左の計画内容としましては、

広報紙を手にとってもらえるよう、キャッチコピー、写真、今日も６月号を手元に置

かせて頂いていますけれども、毎回、紙面、１面の写真をどうするかとか、どうやっ

たら引きつけるような紙面ができるかというところを毎回腐心しながらやっておりま

して、広報紙の中で北区に愛着を持って頂けるよう、３０年度は少し趣向が変わって

おりますけど、２９年度は順次、名所・旧跡を紹介しました。 

 区の広報媒体も積極的に活用するという取り組みの中で、実績は、書いております
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ように、広報紙の１面上部にプロカメラマンが撮影した写真などを掲載しましたとい

うことで、今回、３０年度もそうですけど、写真も非常に凝っているということです。

それから、最終面に「区長がキタ！！」というコーナーもありますし、名所・旧跡、

今申し上げましたような連載、あるいは万博の連載もしています。そういうような連

載にも凝っている。それから、ＳＮＳです。以前からツイッター、フェイスブックは

もちろんだったんですけれども、ユーチューブによる動画発信、あるいは昨年秋から

はインスタグラムも始めています。こういうふうに多様なＳＮＳのツールも整備しま

して、情報発信に努めているということでして、行事が終われば、職員が動画を編集

して北区のユーチューブにアップするというような動きも活発化してきている状況で

す。そんな中で、指標数値としましては、資料右にあります、広報紙の内容がわかり

やすいと感じていますかと区民に聞いています。これも８９．９％ということで、９

割近い方が満足感を得られているというような状況です。 

 それから、４ページへ移りまして、これは職員づくりと人材マネジメントというこ

とで、各種研修もやっていますし、先程申し上げました、わくわくプロジェクトとい

うことで、職員の課題発見力、企画力の向上を図るための研修、課を超えた職員同士

の意見交換によるアイデア出しというようなところに力を入れておりまして、取り組

みも着実に実施しております。特に、わくわくプロジェクトについては、毎週実施し

た後、発表会も実施しまして、どういうふうにアイデアを生かしていけるか、すぐで

きることはすぐする、できなくても、どのようにするとできるかというところを職員

で話し合いながら進めているという状況です。 

 それから、取組実績の下に書いていますブランディングプロジェクト、これも北区

独自、北区役所のブランディングということで、住んでよかった、来てよかった、信

頼される区役所づくりというところの浸透を図ってきたというところでして、引き続

き、３０年度も一層進めていくという取り組みです。そんな中で、職員アンケートで、

仕事にやりがいを感じているというところですけど、目標９０％以上、結果８４．
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９％ですけど、近い数字で推移しているというような状況です。 

 そして、下にあるのが、市政改革プラン２．０における取り組みということで、本

体は全１から１８まで取り組みがあるんですが、そんな中で、ここに抜き出したのが

項目４と項目１２です。 

 ４では、何といっても、自治会・町内会単位の活動への支援ということで、本年度

も目玉事業であります、区内の分譲マンションへダイレクトメールを送って、防災関

係の切り口で出前講座を行ったりして、目指すところはマンション内外の地域コミュ

ニティの形成へと繋げていくということです。それから、取り組みとしましては、３

６６棟の分譲マンションへ送ったんですけど、３６棟から回答を得たということで、

今現在も進行中ですけれども、積極的に防災の関係を中心にアプローチをしていると

いうことです。そういったことで、２９年度は、出前講座を、目標３つの団体のとこ

ろ、４団体に実施したということです。 

 そして、最後、多様な主体のネットワーク拡充への支援ということで、これも、北

区、たくさん専門学校、企業がありますので、地域・行政・学校・企業、皆連携した

事業の取り組みのことを言っておりまして、取組実績のところにありますように、商

店街・企業との協働ということで６件。それから、府立高校・市立高校との協働によ

る万博イベントの開催ということで、これは１１月２５日の日に、去年の秋に区民セ

ンターで、扇町総合高校を初め連携して実施したということ。それから、女性会との

協働による御堂筋清掃活動の実施。御堂筋クリーンアップ作戦、御堂筋８０周年に対

応した取り組みです。もう一つ下の、御堂筋ギャラリーを活用したアートイベントの

開催。同じくこれも、御堂筋８０周年、２９年がそうでしたから、特にそれと連携し

た取り組みで、御堂筋ＦＡＮＦＵＮ。実は、これは３０年度も、この間終わったとこ

ろでして、５月２６日の日に、さらに充実した形で行ったという取り組みです。こう

いった取り組みによりまして、右の目標に書いていますように、それぞれ大きく数値

を目標よりも上回る活動を上げているということでございます。 
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 以上、雑駁になりましたけれども、主な取り組みを抜き出しまして、概要を御説明

いたしました。 

 資料としましては、これで説明は以上なんですけれども、あと、いつものように、

前回から始まりました、資料５ですね、前回の区政会議での意見についてどんなふう

に対応したかということを資料５でもつけておりますので、説明は割愛させて頂きま

すけれども、御参考頂ければと思います。 

 私からの説明は以上でございます。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。それでは、委員の皆様方より御意見を伺ってまいりたい

と思います。委員の皆さん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、でき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、できるだけ多くの方に御意見をお伺いしたいと思いますので、円滑な

議事進行に御協力をお願いいたします。 

 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連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

述べ頂きますようにお願いいたします。 

 それでは、こちらのほうから指名をさせて頂きます。笠井委員、防災についてお願

いいたします。 

○笠井委員 

 先程お話にあった資料１の防災対策事業のところで、北区防災本についてお伺いし

たいんですけれども、北区防災本が出来上がって、まず地域特性に合わせた普及啓発、

また対象者に沿った普及啓発、いろいろな切り口で本を活用していかないといけない

と思うんですけれども、そのために用意されている計画ですとか、またダイジェスト

版は全戸配布ということで、情報量の違いなどについて具体的に教えて頂ければと思

います。よろしくお願いします。 
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○吉川議長 

 地域課の谷口課長、お願いいたします。 

○谷口地域課長 

 北区防災本につきましては、印刷する段階に来ていまして、間もなく、初版といい

ますか、製本されて発行される予定なんですが、普及啓発につきましては基本的に、

誰にでも配布するという方法ではなくて、やはりまずは地域のほうで熱心に防災の活

動をして頂いている方々に対して「北区ジシン本」を使った講習を受けて頂いて、ま

た地域の防災訓練であるとか救急救命講習であるとか、そういった地域での防災活動

をして頂いた方々に対しまして北区の防災本を配布する予定をしております。 

 また、先程より北区役所の取り組みとしてマンションコミュニティの取り組みをい

ろいろと申し上げてもおりますけれども、その中で防災を切り口としたコミュニティ

づくりということで、そのときにおきましてもマンション住民の方々に北区ジシン本

を使った形での講習会をしていければというふうなことを考えているところでござい

ます。 

 あと、ダイジェスト版とジシン本の違いなんですが、基本的にダイジェスト版とい

うのは自助・共助の基本的な部分を再度皆様に認識して頂くために、見やすい形で、

ページ数もごくごく限られた形で配布する予定をしております。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。笠井委員、おわかり頂きましたか。 

○笠井委員 

はい。 

○吉川議長 

次に、伊永委員、お願いいたします。 

○伊永委員 

 私が事前に質問を出させて頂いたものは資料４に回答頂いておりまして、おおむね
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こういうこと、現状の回答を頂いておりますので、これで大体様子をわからせて頂き

ました。ただ、１点、少し確認なんですけれども、防災パートナーのことですが、約

８０事業所がパートナーとして協定されているということなんですけど、この８０事

業所それぞれの特徴、あるいは、その地域の町会のほうには案内されていて、地域で

この活動の連携といいますか、区役所だけじゃなくて、地域ともパートナーとの連携

というのがあるのでしょうか。そのあたりがどうなっているか、少し気になったので、

教えて頂きたいです。あとにつきましては、期待にほぼ近いところで努力されている

ことで、非常に頑張っていらっしゃるなという印象を受けましたので、今後に期待を

させて頂けると思いますが、まずそれをお聞きしたいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。これも、地域課の谷口課長、お願いいたします。 

○谷口地域課長 

 防災パートナーにつきましては、質問票の解答欄にもございますように、約８０事

業所、登録を頂いているんですが、その特徴としましては、いろんな形で支援すると

いうことで、物資でありますとか、人的な支援でありますとか、フォークリフトなど

の資機材でありますとか、また避難するスペースを提供頂くとか、物資を格納する倉

庫であるとか、避難所で外国人の方が避難されたときに必要とされる通訳を申し出て

頂いているパートナーでありますとか、あとＳＮＳを使った情報発信のパートナーで

あるとか、そういったいろんな種類の多岐にわたる防災パートナーが登録されており

ます。 

 今後につきましては、やはり人的に避難所などで支援をして頂ける企業、ボランテ

ィアグループなども中心としてまた募集をかけたいと思うんですけれども、今、伊永

委員がおっしゃいました地域や町会との防災パートナーとの連携につきましては、今

の段階では集めることが先に立って、なかなか地域の方々と交流する部分がございま

せんでした。そういったことの反省から、今年度、防災パートナーが一堂に会する交
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流の場を持とうと考えております。 

 実際に登録されたパートナーがどのような形で災害の現場で活躍して頂くかという

ことも含めて意思統一を図るとともに、その先に、各地域のほうにパートナーは企業

として、もしくは個人として、グループとして相談されますので、地域にも御紹介は

させて頂いて、今年度の地域での防災訓練なんかにも、積極的にパートナーに参加を

要請して、地域の方々と連携を図っていければということを今年度から考えていると

ころでございます。以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。確認させて頂きますが、これは地域にも派遣して頂けると

いうことですね、その企業を災害のときに。 

○谷口地域課長 

 災害のときに、基本的に、その地域に限って、そのパートナーを派遣するというの

ではなくて、北区全体で、どうしてもここが必要である、ここが手薄であるから必要

であるというところに区の方から、そちらのほうに行って下さいという派遣をすると

いうことなんですけれども、基本的には、やはりその地域の中で事業をされている方

がたくさんいらっしゃいますので、まずは地域の防災リーダーや地域振興会に御紹介

をさせて頂くということを最初に考えているということです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

伊永委員、どうぞ。 

○伊永委員 

 その件で、追加でお伺いしたいんですが、地域にある事業者だということなんです

けど、いわゆる協定先の指定公共機関が含まれているかどうか、それ以外の地域の事

業所なのかということと、協力内容のリストというのは公開はできるんでしょうか。 

○吉川議長 
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 谷口課長、お願いします。 

○谷口地域課長 

 内容のリストにつきましては、ホームページで公表させて頂いております。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。ほかに防災について何か御意見がございましたら、承り

ますが、ございませんか。次のテーマに移って、後ほどでもまたお気づきになられた

点がございましたら御発言をお願いいたします。 

 それでは、次のテーマ②に入りまして、「福祉・子育て・教育」について御意見を

お伺いいたしたいと思います。それでは、大西洋子委員、よろしくお願いいたします。 

○大西洋子委員 

 小児科と、それと学校医をしております関係上、来院される子どもさんたち、子育

て及び、それから教育の現場、健診に行きましたときに、最近の子どもたち、本当に

我慢のできない子どもたちが多くなってきたなと感じます。それから来院されました

ときに、せっかくこういうふうに地域で子育てをしようと取り組んでいらっしゃるに

もかかわらず、ネットを信じるお母さんが非常に多くなっています。 

 具体的に、小さい子を連れてこられて、「この子、すごくおなかが大きいんだけど、

異常と思うんですけど、どうでしょう。ネットで調べたら……」と、すごく難しい病

気をいっぱい言われるんですけど、どう見ても、ごく普通のおなかの大きさであった

りとか、みんなの子育てのいろんな場所が、こうやって区役所の下にもありますよと

かとお教えして、言うんですけど、なかなか出ていかれなくて、ひたすらネットの情

報を信じてしまう。ネット社会の弊害がすごく出ているんだなと思っています。 

 変に一方的な知識だけが入ってきますので、この子はこんな病気じゃないか、あん

な病気じゃないかと言うけど、総合的に見る力が不足しているというんでしょうか、

そういう全体を見る力というのが、学校の健診に行きましても、子どもたちもそうな

んですが、先生方も、ちょうど今、先生になられて、ばりばり働いていらっしゃる先
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生方の指導の仕方にもこの頃少し、どうかな、と思うところがあります。若い方はと

言うわけではないんですけれども、今は、すぐ訴えられたりなんかもしますし、いろ

んなこともあるから、教育もしにくいんだろうなと思うけれども、若い先生方の口が

汚い。子どもたちと同レベルで、おまえらな、というような感じで、それがこのごろ

すごく耳について、健診に行っても、すごく悩んでいるところです。 

 子どもたちにしても、健診しているから、保健の先生は、心臓の音を聞いているん

だから静かにしなさいねと、こう理屈を言って、ちゃんと静かにさせようとされるん

ですけれども、全然静まらないのがほとんどですね。それで、前の子が来て、帰ろう

として、ぶつかっても、それを避けることができないんです。だから、自分が進もう

と思っていたら、その場に応じていろんな行動をとるということができないというの

がすごくこの頃感じていることです。 

 だから、全体を見る、ネット社会ですごく深い知識は得てくるんだけれども、その

場その場で対応した臨機応変にする力がどの世代でもちょっと不足しているんじゃな

いかと。それにはやはり、最初に申しましたように、子育てがネットでとなっている

から、みんなのいるところに行って、みんなのを見なさいねと。いい意味で比べて、

みんなで子育てをしないといけませんよということに繋がってくるんだろうなと感じ

ているので、小さいときには保健師さんが回ってきて頂くんですけれども、ある程度、

何歳かになったら、保育所に行かず、ずっと家で囲っている人たちは、みんなと会う

機会がなくて、そうやって親子ともに悲惨な状況になっていって、それが虐待に繋が

っていくんだろうなと感じているものですから、保健師さんたちも大変でしょうけど、

外に引っ張っていって、コミュニティのところに出していって頂けるような制度をも

っともっと作って頂けたらなと思っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。現場をよく御存知のうえでの御意見だと思います。これは、

福祉課の武市課長、お願いいたします。 
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○武市福祉課長 

 福祉課長の武市でございます。大西委員の日頃の診療の中から、本当に私たち自身

も日々悩んでいる部分をよく見て頂いていると感じました。 

 本当にどんなお母さんもスマホをお持ちで、うちの窓口に来られても、子どもさん

にスマホを持たせて、こんな小さい赤ちゃんがと思うような子どもさんがスマホで遊

んでいるという状況です。実際に、先程申し上げたｋｉｋｋｉですとか、各地域の子

育てサロンですとか、年に７回ほど、北区が実施しております子育てイベントなどに

子どもさんを連れてきて頂きましたら、他の子どもさんとも交流して、うちも困って

いるけど、他も困っていて、同じようなことだねと言い合えるんですけれども、おう

ちにいらっしゃって、ネットだけで、他と交流をしていない親御さんをどういうふう

にそこへ繋げるかというのが今の私たちの大きな課題だなと感じています。子育て支

援室もフェイスブックをしておりまして、さまざまな子育てサロンとかの情報も流し

ておりますけれども、恐らくそこへ出てくるのが難しいお母さんたちというのが本当

に私たちが何とかしないといけないところなんだろうと考えております。 

 また、先生方の指導というところでは、学校の先生も、保育所の先生方も、本当に

悩みながらやって頂いているんですけれども、子育て支援室のほうで、年に１回では

ありますけれども、保育所の先生や学校の先生方を対象にした研修をしております。

今年も昼と夜と同じ先生に２回して頂くんですけれども、今年は保育所の先生が対象

になると思いますが、園の中での様々な親御さんへの対処方法などをテーマにお話が

聞けると思っております。日々、いろんな学校とも、虐待の子どもさんの件でもやり

とりをしておりますので、先生方が少しでも余裕を持って子どもさんに対応ができる

ように私たちも精いっぱい支援をしていきたいと考えているところでございます。ま

た何かお気づきの点があれば、たくさん教えて頂ければと思います。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。 

大西委員、いかがでしょうか。 

○大西洋子委員 

 ありがとうございます。不登校の子たちも、カウンセラーの方が人数が増えたとい

うことも聞いておりますし、これからどんどん、そういうふうに子どもたちとのコミ

ュニケーションがとれたらいいかなと思います。ありがとうございます。 

○吉川議長 

 情報が氾濫していますから、間違った情報は我々も危惧するところです。 

次に、友田委員、お願いいたします。 

○友田委員 

 地域の人間として一言言わせて下さい。最近、テレビで児童虐待が報道されて、本

当に悲しい話で、絶対にこれは考えて頂きたい。やはり市や区はそれに対して迅速に

対応して頂けるような対策を考えて頂きたいということと、それから地域における子

どもの育て方ですね。今、小学校は自由に選択して行けますね。それは、できたら、

中学からのほうがいいんじゃないかなと、私の意見では、そう思うんです。地域性が

子どもたちにないように感じます。この１年見ていて、私の感じたところはそういう

ところでございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

今の御意見に対して、武市課長、お願いします。 

○武市福祉課長 

 福祉課長の武市です。児童虐待の課題につきましては、事件が起きて、あのように

テレビ報道がされると、本当に私たちも何とかできなかったのかとか、実際どうだっ

たんだろうというふうに考えるところでございます。 

 これまでも、報道がありますと、様々な方が周囲で、そういえば、あそこの子ども
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が、というように、通報が増える傾向にございます。大阪市ですと、こども相談セン

ターでも相当数通報を受けているのと、北区は管内に３カ所、警察がございますけれ

ども、各警察署で通報を受けたものについて区役所のほうも情報共有をいたしまして、

急ぎの場合は、こども相談センターが安全確認ということで、通報を受けた場合は２

４時間以内に子どもさんの安全を確認しに走っておられます。こども相談センターの

担当者は毎日携帯電話を交代で順番に持ちながら、寝るときも枕元に置いて、真夜中

でも電話を受けておられます。 

 私たちも、日常、要保護児童の地域対策協議会で見守り対象となっている子どもた

ちについては、保育所や小学校と連携しながら、さまざまな見守り活動をしていると

ころですけれども、地域の方にもいろんな場面で見守りをお願いしたりするような場

面も出てまいりますので、またご協力お願いしたいところでございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

○上野区長 

 学校選択制のことは私からお話しさせて頂きたいと思います。 

○吉川議長 

 どうぞ。 

○上野区長 

 学校選択制で校区以外の学校へ行かれている方、実際にいらっしゃいまして、アン

ケートもとっているんですが、やはりさまざまな理由がございます。いろいろな地域

活動に参加させて頂きますと、小学校が違う子どもさんも一緒に参加されている様子

も確認しております。地域の子どもさんは全て学校に関係なく見守って頂けたら大変

ありがたいです。学校生活、そして地域で過ごす家に帰ってからの生活、この２つあ

る子どもさん、そして、それが一緒の子どもさん、両方が健やかに育つように私たち

は応援していきたいと思いますので、地域の皆様にもお願いできたらと思います。ど
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うぞよろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。次に、前田委員、お願いいたします。 

○前田委員 

 意見ではなくて質問なんですけれども、資料２の具体的取組２－３－１のところで

すかね。１１ページですかね。これのコミュニティソーシャルワーカーの方々への相

談の支援延べ件数が、前年度で３，０００ちょっと、平成２９年度も２，９５０件と

いうことで、多いのか少ないのか、件数がぴんとこないんですけれども、具体的にど

ういう内容の御相談が多いのかということと、他区と比べてこの数字はどうなのかと

いうの教えて下さい。 

○吉川議長 

 これは武市課長、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。 

 多いのか少ないのかというのは、私たちも悩ましいところでございまして、一つは、

北区につきましては、他区ではコミュニティソーシャルワーカーの数がうちほど人数

がおりません。包括支援センターの数と同じだけＣＳＷが配置されていると考えて頂

いたら結構かと思います。北区でいいますと、福祉局から配置されている人数は、包

括の圏域が２つですので、ＣＳＷは２名と。プラスアルファで北区で３名追加で配置

をしておりますので、各中学校区に１名ずつＣＳＷが動いております。 

 私たちは、北区ですと、２名では足りない、現実問題として実際動いて頂くとすれ

ば、やっぱり中学校区に１人ぐらいはいて頂かないといけないと考えております。か

なりいろんな部分で問題も掘り起こしておりますので、本当はもっとたくさん相談を

しないといけない件数があるのか、それとも、知名度も上がってきたので、細かいこ

とも含めて相談を聞いているので、大体これぐらいの数でこの先も推移するのかとい



22 

うのは十分読み切れないところではあるんですけれども、他区に比べましては、ＣＳ

Ｗの数が多い分だけ当然相談の数は多いかと思っております。 

 私たちが今考えているところは、ＣＳＷの相談の数がとにかく増えればいいという

ことではなくて、中身であろうかと。本当にきっちり寄り添って支援ができたかとか、

あと、ＣＳＷがずっと継続して相談を聞く場合もございますけれども、例えば制度を

知らずに介護保険制度を使っていないとかという人については介護保険の制度を使う

とか、本来であれば身体障がい者の手帳をとってハローワークできちんと相談すれば

就労できる方とかであれば、障がい者の手帳をとるお手伝いをさせて頂いたりとかと

いうことが本来必要なことかと考えております。 

 ＣＳＷの質、研修をいたしましてレベルアップを図っているんですけれども、事例

検討に区役所のメンバーも参加をして、いろいろ困っているケースであるとか、これ

はどうしたらいいかなというようなこととかを話し合っておりますけれども、どうい

った相談が多いかといいますと、最近ですと、例えば６５歳以上の高齢者だけの世帯

の困り事は地域包括支援センターが聞くんですけれども、そこに４０代とか５０代と

かの恐らく障がいを持っておられるかもしれないひきこもりの子どもさんがいらっし

ゃるというようなときに、地域包括支援センターは高齢者にはアプローチできますけ

れども、４０代の方は対象外になってきますので、それはＣＳＷが一緒に行って、そ

の人に寄り添って、就労の支援であるとか、何かお手伝いできることがないかという

ようなことをやっていくというような事例が出ております。 

 最近も聞きましたのが、家賃を滞納して、すぐ出ていかないといけないんだけれど

も、御自分にいろんなコミュニケーションの能力など難しい問題があって、おうち探

しがなかなかできないような方、そういう方についてはコミュニティソーシャルワー

カーが一緒になって、不動産屋さんに行って適切な次のおうちを探すお手伝いをさせ

て頂いたりとか、本当にありとあらゆる様々な相談を聞いているというのが現実でご

ざいます。 
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○吉川議長 

 ありがとうございます。北区は、１９地域あり、区の割にかなり地域数が多いので、

ＣＳＷさんも大変だと思います。補足です。 

○伊永委員 

 その関連でいいですか。 

○吉川議長 

 どうぞ。 

○伊永委員 

 ＣＳＷさん、とにかく北区では非常に熱心に活動されていて、非常に貢献度が高い

とは思います。内容も充実していますし、今お話あったように、件数が多い少ないじ

ゃなくて、中身だということは、まさにそのとおりだと思うんですけれども、特に北

区の場合にはマンション化率が全国でも６位という、５割以上の世帯数が実はマンシ

ョンだということで、マンションに住んでいる高齢者問題で、北区ではそんなにない

んですけれども、全国に多くなっているのが、独居老人が亡くなっていても何日間も

気がつかない。というのが非常に増えてきている中で、ＣＳＷさんにも限界が来てい

ると思うんですね、内容の。民生委員であるとか介護ヘルパーの方、いろんな分野で、

今の包括がそうだと思いますけど、それぞれ役割分担がある中で、さわれない場所と

入り込めない部分があったりする中で、住んでいる方たちもどこにどうしたらいいか

わからないという相談も結構あると思います。 

 つい先日、マンションの方にいろいろ御意見をお聞きしたら、一つ救いなのが、管

理人や管理事務所がなかなか入れてくれないという中に、御本人の要求で来てくれる

まちともの人に相談をすると、わずかな費用はかかりますけれども、実は当てにして

いるんだという意見が何人かありました。その中で一つ驚いたのが、北区に住んでい

ない、区外から来てくれるまちともさんが実は一番安心できるんだと、プライバシー

に触れてくれないからという声がありました。もっと全体的に見て、この制度という
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のが、有料ではあるけれども、呼べる人は呼べるものですから、何かそういうところ

をもっと包括的に、全体を見て、独居の高齢者・障がい者を含めての支援体制という

のがまさに横軸で何か工夫できないかなと。ほかの地区で決まっていることじゃなく

て、北区だからこそという、マンション対策を今されているだけに、そこまで踏み込

むことを北区がモデル的にやってみてもどうかと思っていましたので、１点言わせて

もらいました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。御意見だけ承っておきます。 

次に、白石委員、お願いいたします。 

○白石委員 

 白石です。よろしくお願いします。 

 認知症とか痴呆症とか、我々の年代となってきましたら、避けて通れない世代にな

ってまいりました。それで、身近にちょっとおかしいよという方がおられる場合は、

昔の向こう三軒両隣りじゃないですけど、やはり近所の人が一番先に気がつく。それ

で、あの人、おかしいよ、この人、おかしいよ、どこに持っていったらいいの、と声

を掛け合うというのが一番大切なことだと思うんです。 

 それに関して、今おっしゃられましたマンションには高齢者の方が一人で住んでお

られるとか、若い世代もおられますけど、やはり年齢の高い方が多いように感じます。

その方たちの痴呆とか認知症になってもわからないという、そういったことはどのよ

うに対応して頂けるのかなと、そういう懸念がありまして、お尋ねしました。よろし

くお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。これに対しても、武市課長、よろしくお願いいたします。 

○武市福祉課長 

 福祉課長の武市です。認知症の課題については、本当に数がふえてきている現状が
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ございまして、いずれは５人に１人がというような話もございます。 

 おっしゃったように、御近所で気づかれて、まずどこへ御相談頂くのが一番いいか

ということですけれども、先程も申しました、６５歳以上の方だと思われますので、

まずは地域包括支援センターですね。大淀圏域であればハートフルかのうで、北圏域

であれば北区の社会福祉協議会の中にある地域包括支援センターへ御連絡を頂くと。

それぞれにブランチが地域ごとにございます。大淀のほうであれば淳風のほうにござ

いますし、本庄・豊崎地域であれば藤ミレニアムのところにございますし、済美とか

梅田東のあたりであれば済生会のところに梅田東のブランチがございます。 

 それぞれのブランチも、地域包括支援センターも、地域の方たちに自分たちの連絡

先を大分ビラもまいて周知をしておりますけれども、そういったところに御連絡を頂

ければと思うのと、マンションですね。ちょうど今日も打ち合わせをしていたところ

ですけれども、マンションコミュニティに地域課のほうで入っていく際に、できれば、

地域包括支援センターのビラと子育て支援室のビラも一緒に持っていって頂いて、こ

ういう相談先がございます、お困りの場合はお電話頂ければ結構ですというようなこ

とも宣伝しつつ、いろんな困り事のときに区役所を頼って頂いても結構だということ

を伝えてもらえるように話をしておりました。 

 実際、市長がこの２月に、認知症の人をささえるまち大阪宣言という大阪市は本気

で取り組んでいくよという宣言もいたしましたので、北区役所の職員も全員が認知症

のサポーターになりました。一応全員がサポーターになりまして、北区の社会福祉協

議会のほうのキャラバンメイトさんという、教えてくださる方に来て頂いて講習を受

けました。今年異動してきた新しいメンバーも研修を受けましたので、今現在、北区

役所職員は皆サポーターであるという状態でおります。少しでもそういう方が増えて

いくようにということで、私たちも活動したいと思っておりますので、またどうぞよ

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。白石委員、よろしいでしょうか。 

○白石委員 

 はい。 

○吉川議長 

はい。福祉に関しましては、エンドレスなのでこれからもずっと長くつき合うと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それではテーマを変えていきます。その他の施策について、植松委員、お願いし

ます。 

○植松委員 

 防災とかマンションに関しては随分進展させて頂いて、ありがたいと思っています。

今日お話ししたいのは、開発問題、今やっていることではなく、近未来の北区をどう

持っていきたいかというようなビジョンをもう少し具体的に、我々にも参画できない

かなというところなんですけれども、例えば、今の水道局の跡地をどう利用するかと

いうのを、ホームページを見ましたら、いろいろ、東西を繋いで何とか発達するよう

にと、テーマは書いてあるんですけれども、具体的にどうなっているのかわからない。

それから、中之島の扇町高校の跡地だとか大阪大学の跡地の利用方法ですね。それか

ら、うめきたは進んでいっていると思いますけれども、うめきたもどういう工程で進

んでいくのかというようなことですね。 

 それで、我々北区に住んでいる者も大事ですけれども、北区には商店街がいっぱい

あります。我々もその商店街の一員なんですけれども、例えば、梅田の商店街と天神

橋筋の商店街、これはまたちょっと毛色が違うんですけれども、扇町の水道局の跡地

利用で東西をもうちょっと繋げたいというんであれば、今年の末から来年にかけてホ

ワイティ梅田が大工事をやって通れなくなるんですけれども、あの地下街を例えば天

神橋筋まで延ばしてほしいとかね。多分できるはずなんですよ、本当は。そうすると、

ミナミに対抗するわけじゃありませんけれども、北区がもうちょっと、梅田と天神橋
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が繋がると中崎町もずっと繋がると、こういう大きな面で発達できるような、インフ

ラ整備と言ったら、おかしいかもしれませんが、そういうものをもっと北区が率先し

てやっていけるように持っていきたいなと。 

 あと、堂島の地下街も中途半端なんですよ。フェスティバルホールへ行こうと思っ

たら、手前でどうしても上がらないといけないから、中之島まで何とかならないかな

とかね。そうすると、中之島も含めた北区全体がいろいろ地下街で繋がると、また商

売の発展の仕方が大いに変わってくると思うんです。そういうことをもうちょっと考

えるビジョンがあるといいと思います。 

 あと、別問題で、自転車の問題を考える会というのを立ち上げて頂いたんで、また

それは、結果が出ましたら、報告したいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。髙村課長、お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 政策推進課長の髙村です。 

 まず、今お尋ねがあった、水道局の扇町用地の件ですけれども、私、この間、水道

局と連絡調整をやってまいりましたので、お答えさせて頂きます。結論から申し上げ

ますと、今、水道局が事業者をプロポーザル募集中でして、２月に公告した後、今、

提案を受け付けて審査に入るというところでして、詳しい内容は、入札・契約情報に

なりますんで、ここでは申し上げられませんけれども、事務は水道局がやっています。 

 ただし、あれだけの一等地でございますので、やはり普通に売れば、マンションに

なってしまうんで、それでは困るということは、もちろん区もそういう立場ですので、

水道局初め、契約管財局、都市計画局、経済戦略局も入って貰いながら、どういう活

用の方向がいいんだろうかというのを、内部で検討会を立ち上げまして、検討してま

いりました。ホームページ、あるいは地域活動連絡会議で、方向性も御説明したこと

があるんですが、それがホームページに載っているんですけれども、今、北区として
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申し上げておるのは、南北用地両方とも４，０００平米を超えておりまして、やはり

マンションではなく、何かにぎわいに資するような施設で誘致してもらえないだろう

か。あくまで誘致は水道局がしますんで、中身に対して北区として、にぎわい施設を

何とか南北用地両方にしてもらえないか。 

 例えば、かつては近隣に扇町ミュージアムスクエアというようなものがありました

ので、そういう劇場、規模は別にしまして、そういう人々が集うようなホールを持っ

たような施設をできれば誘致してもらえないかなということで、募集要項は今公表さ

れていますけれども、そんな機能も持った施設やったら加点しますよということで今

受け付けているところです。ですので、我々もその結果をまた知らされる立場でして、

その結果によりまして、どういう施設が決まったかということになりましたら、また

そういう場で御報告もさせて頂きます。 

 さらに、その施設が来ただけで、ひとり勝ちでは困りますので、今、植松委員がお

っしゃいましたように、今後、それを南北軸あるいは東西軸、左にうめきた、右に天

神橋筋商店街、北には扇町公園を挟んで商店街がある、南には中之島エリアもある、

この東西軸の人の流れをどう生み出していけるかというところを一度地域の方とも一

緒に考えていこうじゃないかということも事業者さんに、そういう場を、区役所も入

って、ちょっと相談しましょうよというようなことも募集要項に入れて頂いていると

ころです。それは、別に誰が参画するとか、どんな形の会議になるかというのはまだ

決まっておりませんけれども、施設を誘致した暁には、にぎわいをみんなで考えてい

きましょうというような仕組みづくりは区役所としてしっかり地域の方と一緒に考え

ていきたいと思います。今、扇町用地はそういった状況です。秋頃、業者が決まるよ

うなスケジュールですので、またその点よろしくお願いいたします。 

 それと、うめきたですけれども、これは新聞でも言われています。７月下旬でした

か、今、２者に絞られていまして、いよいよ２期の事業者が来月決まるということで、

三菱地所、大阪ガスも入ったオリックスグループと大和ハウスのグループということ
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で、報道レベルの情報ですけれども、この２者のグループが今競合しているというこ

とで、７月には決まると。 

 こうなると、２期事業もこれからその業者のもとで本格化していくということです

ので、これも従前から北区は、真ん中に都市公園をということで、ちょうど８ヘクタ

ールあるうちの４ヘクタールが、ここの扇町公園みたいなイメージですけど、丸々緑

になって、両側が緑と調和した建物という中で、にぎわいももちろんそうなんですけ

ど、やはりあそこは今は休止中ですが、出来上がったら、大きな広域避難所になりま

すので、トイレとかどうするんだとか、どういう避難施設にするかというところの防

災の点も重視しながら、今いろいろ意見を言っていっているという状況です。 

 それから、高校跡とか、近代美術館の横のことをおっしゃっているんですよね。こ

れも報道にありましたけれど、もともと大阪大学が中心となって、最先端医療施設と

いうような構想を持ってこようとしていたんですけど、寄附金とかも集まりにくいと

いうことで、運営がやはりしんどいというような見通しを持っておられて、撤退され

たということで、一回白紙に戻っているようなことですけれども、いずれにしても全

体が調和したような事業者を引き続き募っていくというような方針で、今、計画の立

て直しということを聞いておりますので、地元の区としましても、計画をどう検討会

で練っていかれるのかなと今見守っているところです。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。商業関係ですので、吉村委員にも御意見を賜りたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○吉村委員 

 今、植松委員がおっしゃった梅田から天神橋の件については、１９８２年ですから、

３６年前にミュージアムスクエア、大阪ガスさんがやっている、あそこのプロデュー

サーが７人いてまして、非常に優秀なプロデューサーばかり、今でも関西で活躍して

いらっしゃいますけど、そういう方達と相談しながら、何とか梅田から天神橋のほう
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へ人を引っ張ってこれないかと。公園通りという名前をつけて回遊性を高めようとい

うことで、イベントをしようということで、扇町公園で天神ジャンミンというイベン

トをしたんですよ。扇町公園を使って、それから当時は大阪プールがありまして、プ

ールでレゲエと、それから若手のお能のライブを有料で、３，０００円のチケットで

１，０００人ぐらい入ったかな。あと、２日間、それをやりまして、１万人以上のお

客さんに来て頂いて、にぎわいはできたんですけど、それからいろんなイベントを、

お互いにやっていたんですけど、なかなか梅田から天神橋まで歩いて貰うというのは

難しいですよ。 

 実際に、ミュージアムスクエアはまだ来るんです。ミュージアムスクエアは劇団☆

新感線とか、ワハハ本舗とか、そういう当時まだ小さな小劇団やった、有名な久本雅

美とかが育ったんですけど、そういった芝居をしょっちゅう打っていて、席は満席で

すけど、１５０人ぐらいしか入らない。それ以外にカフェがあったり、雑貨店があっ

たり、それからステンドグラスの工房があったりということで、非常に魅力的な施設

があって、その運営をプロ中のプロがやっているということで、集客性が非常に高か

ったんですよ。それを何とか天神橋まで持ってきたいということで、情報誌を発行し

たりとか、いろんな仕掛けを何年もやったんです。結局、ミュージアムスクエアがな

くなってしまったので、残念ながら、その事業はそれで終わってしまった。 

 やってみて、天神橋まで梅田から人を引っ張るのは難しいなと、それを一つ感じて、

１つの情報発信と集客装置だけではなかなか人が集まらないと。ですから、梅田から

扇町公園、扇町の横を通って天神橋に行くには、やっぱり公園通りの名前をつけたり、

その情報発信とか、それから集客装置をもっとたくさん、小さくてもいいから、幾つ

も幾つも作ることによって、その施設がどんどん集客するということを日常的に行わ

れるような状態にならないと、なかなか回遊は無理じゃないか。七、八年やって、や

っとわかったんですよ。 

 その中で感じたことは、まちづくりというのは、まず、なんだかんだ言っても、や



31 

はりビジネスが優先します。先程の地下街の話も、採算に乗らなかったら、誰も出店

しないし、ハードが優先してしまって、利便性は高まるけど、お金は儲からないよう

になったら、誰も店を出しませんね。それが一番大きな理由で、なかなかそういう問

題は難しいし、やはり自然に人が集まってくるような魅力あるまちづくりを日常的に

やって繰り返していかないと、人は集まらないと。ですから、そういう仕掛けをどう

するかということを、そういうことがよくわかって達者な人とかに集まって貰って、

日常的にそういう議論を重ねていって、ノウハウをどこかで具現化していくという仕

組みづくりを。これは、行政がする仕事とは違うんですけれど、そういうことをやり

たいという人が集まってきて、そういう人達が考えるほうがまちづくりは成功すると

思う。ですから、僕達は、そういう視点で、そういうまちづくりを今一生懸命考えて

やっています。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。貴重な体験を交えたご意見・お話を頂き、ありがとうござ

います。これに対しては植松委員、どうですか。 

○植松委員 

 ホームページを見ていたら、制約ということではないんですけど、いろんな条件が

ついているので、それで業者が本当に集まるのかなという心配をしています。いい業

者が来てくれて、仮に地下街ができたとしても、いいお店がたくさん入ってくれたら、

自然ににぎわいが出てくるんじゃないかなと思っています。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。では、次に大西ひろみ委員、お願いいたします。 

○大西ひろみ委員 

 大西と申します。前回のことで、ちょっと私早とちりしたことがあったりして、そ

れを皆さんに、この席をお借りして、お詫びしたいと思うんですけれど。 

 その前に、今、民泊というのが随分いろいろ取り沙汰されていますよね。私の地域
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の人が民泊でこんな困り事を、ごみ問題とか騒音が多いんですけど、こんなことがあ

るんだけれど、取り上げてくれないかという話を少し聞きまして、民泊のことを調べ

てみたんですけれど、結論としましては、民泊に関しては大阪市なんですね。だから、

北区で、こうして欲しいということは相談があった場合には、大阪市に繋ぐよと、そ

ういう役割しか区としてはないのかなということを感じております。 

 ですけど、民泊そのものが随分これから問題になることだと思うので、これに関し

てもう少しいい、みんなが住みよい方法はないか。民泊もお金が落ちてくることです

ので、必要なことではあるんですよね。だから、みんながいい方向に行くようなこと

になればいいかなと。それが大阪市と北区がどういうふうに連携するかということも

あると思うんですけど、それが１点。 

 それから、先程申しましたお詫びの件ですけれど、前回、新聞のコラムを見ました

ときに、たまたま川口市のマンモス団地が「童夢」という漫画のモデルに取り上げら

れまして、芝園団地というんですけれど、その芝園団地が地球市民賞を受賞したとい

う報に接したわけなんですね。芝園団地の経験は日本がこの先直面する問題の解決に

役立つだろうと、新聞にそう書いてありましたので、私、その時点では、お断りしま

したように、「童夢」を読んでいなかったので、多分そんなマンションの話は、いろ

んなマンションが問題を抱えていますので、それにいい方向で解決できるような題材

が取り上げられているんだろうなと思ったんです。 

 現実にそれを後日読んでみましたら、私が期待したような内容じゃなくて、確かに

漫画としての題材的な組み立てとか、図とか、構図ですね、そういうものは確かに問

題的な漫画みたいでした。結論的に、「童夢」というのが皆さんにはこんなに、将来、

団地の問題を解決するようなことが出ているような題材でしたよという御紹介をした

んですけれども、現実はそうでなかったということをちょっと、この場をお借りしま

して、お詫びしたいと思います。よろしくお願いします。 

○吉川議長 
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 ありがとうございます。民泊の問題は今社会的問題になっておりますから、この件

に関しまして、髙村課長、さんお願いします。 

○髙村政策推進課長 

 民泊の関係ですけれど、６月１日、大阪市は保健所に担当部長をトップとした違法

民泊の摘発・対応に係るチームを立ち上げたということで新聞にも載っていましたけ

れども、私の部署は広聴窓口を抱えていまして、民泊の件に限らず、沢山出てきます。

日ごろ、いろんな区民・市民の方から要望なり意見が入ってきます。それは「市民の

声」というインターネットで入ってくるものもありますし、来庁して言われる方もあ

りますし、あるいは、「ご意見箱」を置いていますけど、黄色い紙で、こんなのが入

っていると。そんなところにはいろんな事案のレベルのものを書いています。 

 ここでこんなことをやっているけど、いいのかとか、ここであんなことをやってい

るけれども、これは法に抵触しないのかとか、我々は区で答えられるものは区で答え

ますけど、大半はやはり局に引き継いで、回答をもらったり、情報提供したりして、

対応してもらうということで、そこからの局の動きは局の判断になるんですけれど、

そういう仕事をやっておりますので、区役所にも広聴窓口、しっかり窓口をあけてい

ますので、いろんな申し出があれば、御照会頂ければと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。おわかりになりましたか。 

○大西ひろみ委員 

 ありがとうございます。 

○吉川議長 

 次に、金下委員、お願いいたします。 

○金下委員 

 今日は２つ意見を言わせて頂きたいと思います。 

 １つは、今日頂いている資料の昨年度の評価とか、そちらとはちょっと関係ないこ
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とにはなるんですけれども、区の運営の基本的な考え方というところで、区長の方針

ですね、その中で地域資源を生かしてというところを大きな項目として上げていらっ

しゃると思うんですけれども、地域資源ということで区の広報でもいろんな歴史の紹

介とかやっていらっしゃって、続けられていると思うんです。 

 １０年以上前に北区の区役所の事業で、「北区の伝統文化と職人さん」というので

職人研という取り組みがあって、これをまとめられた冊子を頂いたんですけど、私も

これに参加させて頂いた経験がありまして、北区のさまざまな職人さんの、ちょうち

んとか、それから、よく出てくる天満切子とか、ああいうふうな職人さんたち、お味

噌を作ってらっしゃるところとかに、市民も声をかけて頂いて、私も行ったんですけ

れども、取材に行って、それで行ったメンバーで意見を出し合ったりして、自分たち

北区の中でこういう文化があるね、こういう職人さんがいるねということを実感する

いい機会になりまして、こういう冊子をつくった後にワークショップも当時実施され

たと思うんです。 

 こういうことをやってこられた情報というのは区としても財産として残していって

いらっしゃるとは思うんですけれども、そういう情報と、それと区の広報なんかを通

じて連載をしていらっしゃる情報、そういうものをうまくいろんなところで、情報発

信の方法は今いっぱい、こういうフェイスブックでもやっています、ユーチューブも

というふうにやっているところでの一つのコンテンツとして蓄積をして、上手い形で

発信される。上手くいけば、みんながみんな今ソーシャルネットワークに繋がってい

るわけでもないので、紙の形でまとめていく発信の仕方もあると思いますし、そうい

う部分で地域のよさというのを、これは観光資源としても使えると思いますし、それ

と住んでいる人たちの、移動される人口も多いと思うんですけれども、若い人たちと

か子どもたちのところへの上手い転用の仕方も、情報として二次使用とか再編集をし

ていくというところで財産としてこれまでやってこられたことを生かしていってほし

いなと、それが活性化に繋がっていくというところもあると思います。 
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 それと、活性化、地域資源というところでは、今年、多分３月末か４月に大阪市が

全体として生物多様性に関する地域戦略を大阪市は出されているんですけれども、余

り話題になっていないので、知らない方も多いと思うんですけれども、大阪市さんは

出されるのが政令市の中では随分遅かったとは思うんですけれども、やっと出たなと

いう気持ちでいます。 

 大阪市全体で生物多様性、大都市における生物多様性をどう担保していくか、保全

していくかというものの中で、ただ単に守るだけで、さわるな、入るなというだけで

はなくて、地域の生物多様性、自然の資源をうまく使っていく、その中でそれがうま

く人の流れに繋がるとか、そういう観点も北区としても、北区の中での生物多様性の

資源ってどういうところがあるんだろう、どういうコミットをしていったらいいのか、

拠点の一つとしては、空中庭園の下の田んぼとかやっていらっしゃるところとか、あ

あいう民間がやっていらっしゃるところも出ていますけれども、淀川とか、扇町の公

園だったり、それから、うめきたのこれからできる緑地についても、どういう観点、

防災の部分と生物多様性の保全というものは相反するものではないので、その観点も

どうやって入れ込んでいくかということもぜひこれから検討していく上でも入れて頂

きたいなと思います。 

 それと、もう一点なんですけど、前回、南委員が、学校教育の中で道徳が始まるの

で、防災とどう繋げていったらいいのか、何かないかなとおっしゃっていたのが私も

ずっと心にひっかかっていまして、お答えとしては、私の記憶では、学校は教育課程

の中でやる内容が決まっているので、なかなかその辺のコミットは難しいかもしれな

いというお返事があったと思います。 

 今回の返答の中でも、校長先生にちょっと依頼をしてという話なんですけど、道徳

の中でどういう入れ込み方が可能かというところを探っていく、そういうアプローチ

の仕方も必要なんじゃないかなと。防災本ができたけれども、学校の中でどう活用し

ていくのか、その入り口として、一つとして道徳、今始まったばっかりなんで、学校
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の先生方はいっぱいいっぱいだとは思うんですけれども、どういうアプローチの仕方

がこの教材を使ってできるかなということも、知恵を出せば、出てくると私は思いま

す。 

 例えば教育研究会とか、そういうところでも、いろんな形で研究は進められている

と思うので、大阪市は教育の研究会がしっかりしているので、道徳の部分とか、それ

から先進事例で、神戸でどういう防災教育で道徳とコミットしているかというところ

なんかを情報収集するということも一つ、私は個人としても情報収集に御協力したり

できる部分があるのかなと思っていますので、校長先生に言うだけではなくてという

アプローチもぜひあったらいいなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。ただいま２つのテーマで御意見頂いていますが、これに関

しまして、谷口課長、よろしくお願いします。 

○谷口地域課長 

 先程の道徳の教科書に防災教育を入れ込んでという話なのですが、今、区役所の１

階の区民交流プラザというところで大阪市と、小・中学生が使用する教科書を展示し

ております。どうか帰りにご覧頂きたいんですが、特に中学校の保健体育という教科

書がございます。保健体育というのは教科書で習った記憶が私たち余りないんですが、

今の生徒さんの保健体育の保健の部分なんですけれども、阪神・淡路大震災、また東

日本の大震災、台風、水害、そういった自然災害の写真を載せて、そして自分の身は

どう守るのがいいのか、また、けがをしたときにはどう処置をすればいいのかといっ

たような、保健の視点でといいますか、そういった形での防災教育というものが掲載

されております。 

 私、防災担当として、そのことをよく存じ上げていなかったんですが、今回初めて

中学生の保健体育の教科書を見て、ちょっとショックを受けたようなところがござい

まして、ぜひとも少し、帰りでも結構ですので、ご覧頂きましたら、学校でもそうい
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う形で教科書で防災の教育をされているということと、あわせて実地訓練で中学生さ

んたちも簡易式のポンプの放水訓練であるとか、そういった訓練を地域の皆さんとや

っているというようなことで、防災教育は学校では進んだ状況でやっているというこ

とをちょっとこの場で御報告だけ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。上野区長、お願いします。 

○上野区長 

 少しつけ加えますと、本年度から中学校としっかり連携して防災教育をやっていこ

うという中で、今、金下委員に頂いた御意見を先生方とも話しながら、先程ありまし

た防災本の内容も取り入れていくのですが、それプラス普段の学校の授業でどのよう

に取り入れられるかというのをしっかり検討してまいりたいと思います。 

 もう一点、伝統文化、職人研のお話、これは北区にとって重要な資源だと思ってお

ります。当時は紙ベースだったと思うのですが、これから、映像でアーカイブしてい

きたいというのを、広報担当に相談していたところです。というのは、地域の皆様か

ら、貴重な職人さんがどんどん減っているという情報をもらいました。そして、その

方たちが亡くなると、その業界もしくはその技術そのものがなくっていくというよう

な危機迫るものをお聞きしているので、職人さんの手の動きとか、そういうのは映像

で撮らないとわからないだろうなというのを感じているところです。昨年以来、動画

に力を入れていることもありましたので、これは実現できるかなと。今、計画段階で

すが、そういうことが今検討されていることを御紹介したいと思います。 

 また、おっしゃってくださっていますように、あちらこちらで発信したものをまと

めて冊子にしたりして、新しく転入されて来た方に、今までのバックナンバーを一つ

ひとつ見て頂くよりも、まとめたほうがいいと思っていましたので、それも作ろうと

いう話はしていたところでございます。嬉しいお尋ねをしてくださって、ありがとう

ございます。 
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 また、生物多様性の件ですが、これに関しましては、今、第４日曜日が開庁日にな

っておりまして、その午前中に日曜サロンというのを開いております。この日曜サロ

ンというのは、行政と連携・協働された団体さんとか、グループの皆さんの情報交換

の場として、私がファシリテーターとしてやっているところですが、そこに河川レン

ジャーさんたちが参加されていまして、そこで淀川のお話とか話題提供して頂いて、

実際に、プロジェクターで映像も見せて頂いて、私自身も関心が高まっているところ

です。そして、１年に何回かは区民交流プラザで、紹介するイベントもされているの

ですが、やはり広報が不十分で、まだ情報が広く行き渡っていないところが私は課題

だと思っていますので、もっと広報力を高めたいと思っております。 

 そして、空中庭園の件ですが、毎年、大淀小学校の5年生が田植えと稲刈り体験を

しているので、生物多様性の話などもそんな場面でできたらいいなと感じています。

このように、まだばらばらではありますが、いろいろな情報をどうやってまとめて発

信していくかというところ、これは課題にさせて頂きます。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。金下委員、どうぞ。 

○金下委員 

 誤解があったらいけないので、先程の道徳の教科書に防災の内容を入れてくれとい

う話ではないということだけ、教科書に入れるという話はまた別の軸の問題なので、

誤解があったら困るので。 

○吉川議長 

 承知いたしました。それでは次に、礒野委員、お願いします。 

○礒野委員 

私、生活保護等の関係でいろいろお話しさせて頂きたいと思います。 

 まず、個人の人権を守る、実効性のある、餓死とか孤独死とか、ひきこもりゼロ、
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こういったシステムづくりが当然必要だ、大切だということで、２０１８年６月１日、

生活保護法改正になりましたね。このときに、保護を受ける手前の状態の人への支援

強化をやっていくと、そういう内容ですね。北区で調べたら、２９年３月現在で２，

１９９世帯、２，５７９人、保護率は２０．３‰、要は、１，０００人に２０．３人

ぐらいいらっしゃるということが出ていました。 

 それで、潜在的に困っている人が数字に表れないケースが結構多いと思うんですね。

これをどうするかが一番課題だということで、当然、いろいろ政策はやられていると

思うんですが、現業部門の方が生活保護に向かう前に餓死とか孤独死とかひきこもり

とか、どのように対応していくか。つまり一番の窓口の方はケースワーカーの方だと

思うんですよ。そのケースワーカーの方の迅速性がまず第一ということで、ケースワ

ーカーの方の基本で、バイスティックの７原則というのは御存知だと思うんですが、

これをもう一度、研修の中に入れて頂ければと思うんです。そうすると、実際にやる

ことが具体的になるので、より明確になりやすいと思います。 

 生活困窮者の中には例えば多重債務とか、いろんなケースがあるんですが、金銭の

問題で生活に困っている方のシェルターになるようなシステムづくり、これは例えば、

ここで作っていらっしゃるこういう冊子があることは存じ上げています。これは一方

的に行政から出すということで、どれだけ効果があるのか私も把握していないんです

が、要は、各地域における生活困窮者の方とか孤立者の発見を迅速にするには、どう

いうことが一番やりやすくて、簡単にできるかということで、ちょっと考えてみたん

ですが、一番端的にいけるのが、これは警察が作っている防犯パトロールの様式、こ

んなのがあるらしいんですね。私のうちにも来ています。これをもとに、ちょっとア

レンジして、各戸に配って頂ければと思います。ただ、これは全体にすると大変な量

なので、最初に対象を決めるということで、一応は高齢者ということですね。 

 ただ、それに伴って、一番の問題は、これらのことができない人がたくさんいらっ

しゃるんですね。そのときに、よく電気・水道・ガスとか、企業とかの協力とか、以
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前にあったのはヤクルトおばさんとか、そういういろんなケースがあるんですが、次

にちょっと考えて頂ければと思うのは学生ボランティアとかですね。地域にいろんな

じいちゃん、ばあちゃんがいらっしゃると。お世話をされるようなおじいちゃん、お

ばあちゃんがいらっしゃると思うんですよ。そういう方をまずつかんで、そういう方

に対するちょっとした研修をやっていけば、いけるんじゃないかということで、御存

知のように、２０１２年、札幌の白石区で大変なことが起こったんですが、発見が遅

れて、最初の対応が悪かったということで問題が起こったんですが、要は、どういう

方をどんなふうに見つけるかという、そのあたりのシステムづくりですね。 

 また、ひとり暮らしの高齢者とか障がい者じゃなくて、若年層でも非常に困ってい

る、路上生活者も北区の中で実はいらっしゃいますので、そういう方に対して潜在的

困窮者の把握のときに、アンケートなんかを取ったらどうかと。先程私申し上げまし

た警察パトロールのアンケートを少し加工してもいいと思うし、それと、安否確認の

見回りカードなんかもいいと思うし、そういうのを考えて頂ければと思ったりします。 

それと、８０５０問題ってありますね。これは高齢者の方が高齢者を見守ると。

こういうことは非常に大変なので、先程申し上げましたように、団地とか地域の方に

そういう見守りおばあちゃん、おじいちゃんみたいな方を見つけて研修して頂ければ

と思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。まず、生活支援課の湯浅課長、どうですか。 

○湯浅生活支援課長 

 生活支援課長の湯浅です。礒野委員からありましたとおり、北区、やっぱり独特で、

御存知のとおり、ターミナルを抱えていまして、他区に比べると、やはり地方から出

てこられて、前みたいにホームレスという形で目に見える形じゃなしに、ネットカフ

ェで寝泊まりされているとか、仕事を探してこられたけれども、宿所が探せない、見

つからない、もしくはお金がなくなったということで御相談に来られる方が他区に比
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べて相当数あります。 

 そういう方々をどのように対応していくかということにつきましては、生活保護と

いう相談であれば、当然、私ども生活支援課なんですけれども、その前段としまして

最後のセーフティーネットの一歩手前で生活保護にならない対応ということでは、２

７年度に法律ができました生活困窮者自立支援法の関係で３階の３０番に窓口、より

そいサポートきたを設置しまして、社会福祉協議会の方も配置しまして対応しており、

アウトリーチということを含めて、対応をしているところでございます。 

 また、生活保護という観点、先程ありましたように、孤独死とか、いろいろそうい

う部分の地域での状況把握ということにつきましては、生活支援課としましても、例

えば法律で決まっております協力体制、協力関係にあります例えば民生委員なり、先

程ありました社会福祉協議会のＣＳＷの方々ともいろいろ連携をとりながら、そうい

う状況の発見もしていきたいと考えているところでございます。生活困窮につきまし

ては、武市課長のほうから。 

○武市福祉課長 

 生活困窮者自立支援法の関係の窓口を担当している福祉課でございます。御指摘の

とおり、生活保護になる一歩手前あるいは生活保護から脱却して自立されたすぐの方、

また仕事をやめてしまわれないようにというようなことを支えていく部分がとても必

要とされている状況です。今現在で言いますと、先程湯浅課長も申し上げました、よ

りそいサポートきたのところですね。北区は非常に相談件数が他区に比べましても、

人口の数から考えれば、多いかなと思っております。 

 とても今いてるメンバーだけでは足りない部分もございますけれども、足りない部

分は、同じ社協でもありますコミュニティソーシャルワーカーがアウトリーチの部分

を分担するような形で対応しております。地域での身近な相談を聞いてくださる、高

齢の方じゃなくてもいいかもしれないんですけれども、そういう方に近い存在として、

今、地域福祉コーディネーターの方に多くの地域で地域の一番身近な相談窓口として
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会館のほうに詰めて頂いております。それも北区の一つの特徴かなと考えているとこ

ろです。 

 先程の、よりそいサポートきたですけれども、待っているだけではお客さんは来ま

せんので、昨年度は、不動産業界、家賃の滞納が始まったあたりで、家をなくす前に、

仕事がないようだけれども、こういう窓口に行ってみたらどうだいと言ってもらえな

いかということで営業をかけましたり、あとネットカフェのほうに、よりそいサポー

トきたの小さなカードをいっぱい置いたりして、活動してまいりました。また、民生

委員協議会のほうでも、９月には単身の高齢者の方を丁寧に毎年回って頂いて、細か

な相談事を聞いて頂いているところです。 

 もう一つ、お話のありました電気・ガス・水道ですね。ライフラインの業者とは大

阪市全体が協定を結んでおりまして、たしかヤクルトも入っていたと思うんですが、

どうもおかしい、中で倒れておられるんじゃないかというようなことがあった場合に

は、区役所に連絡が来るようになっております。実際その連絡を聞く窓口は、今、福

祉課になっておりますので、うちが連絡を聞きました際には、うちだけではなくて、

保険年金課とか生活支援課とか、ほかのところとも協力をしながら対応させて頂いて

いるところです。また細かい点でいろいろなアイデアがございましたら、教えて頂け

たらと思っております。 

○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。 

○礒野委員 

 はい。 

○吉川議長 

 すみません、大変お待たせいたしました。南委員、お願いします。時間の関係でご

意見だけになりますが、よろしくお願いします。 

○南委員 
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 今、小学校は、他地域からも来られたりして、人数が増えているんですけど、これ

から生徒数がますます増えるということで、教室の数を増やすという段階になってお

ります。私のほうの提案としまして、通学路なんです。扇町小学校しか私は知りませ

んけれども、学校の手前の信号で大渋滞が起こっている状態なんです。それも、小学

生だけじゃなく、中学生、それから病院へ通勤する方、同じ時間帯になるものですか

ら、信号待ちが２回とか３回とかなっている状態になっています。特に歩道の幅が非

常に狭いということもありまして、車道にまであふれている子どもたちがますます増

えるということで、速やかに歩道を何とか整備して頂きたいと思います。 

 それから、北天満、北から小学校へ行く仮歩道がありませんので、非常に交通事故

の危険性が懸念されていますので、何とか解決を早急にやって頂けたらと思っており

ます。以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。それでは、森田委員、お願いします。 

○森田委員 

 先程皆さんのお話を聞いていて、ひっかかったことなんですけど、校区選択制につ

いてなんですけれども、すごくいいことだし、地域の外・内関係なく、見守っていく、

子育てしていくというところ、区長がおっしゃったように、僕も思っておるんですが、

地域性が希薄になるというふうなところをおっしゃってられた方もおられまして、校

区選択制はすごくいいと思うんですけど、地域との関わり方というところで細かいル

ールづくり、そういうのがしていけたらなと、すごく思っています。 

 例えば、今回、我々の地域で防災訓練を小学校と絡めて実施するんですけれども、

学校で何か起こったとき、家でもそうなんですけど、やっぱり地域防災リーダーとか

がいて、町会単位で地域のことをしっかり見て進めていこうということで、支援物資

なんかもそういう形で流れてくると思うんですけれども、その中で学校で防災訓練を

するときに、まず地域を区切って子どもたちを集めて、それから避難場所に連れてい
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くなりなんなりするという形になっていくと思うんですけど、地域外から来てくれて

いる子どもたちは、じゃあ、どうしたらいいのかなとか、そういうところ、本当に困

ったことなんですけど、実際に起こったときにはすごく大変なことになってくると思

うんですね。 

 そういうときに、我が地域だけでこういうルールやと決めても、相手があることな

ので、相手も同じように震災やら津波やらに遭っているわけなので、できれば、北区

で校区選択制をとっている以上、北区の統一したルールがあって、それに基づいて皆

が動けば、少しは、被災するというか、そういう方も減るんではないかと思いました。

その辺のルールづくりを我々と一緒に区のほうでも進めて頂けたらなと思っておりま

す。以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。まことに恐れ入りますが、南委員と森田委員の回答はまた

次回か事後対応ということで、ひとつ御了解を頂きたいと思います。それでは、大変

お忙しい中、今日も御出席を頂いている議員の先生の方々に一言ずつ御挨拶お願いし

たいと思います。 

○前田市会議員 

 市会議員の前田です。今日はどうも活発な御議論、本当にありがとうございました。

今日、まず北区役所の２９年度の運営方針、そして過去の取り組み結果を見させて頂

きまして、皆さん方からいろんな意見をお聞きしていまして、私がオブザーバーとし

て何点か御意見させて頂きたいと思います。 

 これまでいろんな区政会議、私ももう３年に入ってきましたけれども、聞かせて頂

いた中で、目標を立てたものに対して達成率が一番高かったのが今回の結果じゃない

か。過去に見ましたけれども、達成できていなかった項目のほうが多かった年なんか

もありました。今回は、自ら立てられた目標を、高い目標もあったと思いますけど、

達成されたことについて、区長を筆頭に区役所の職員の皆さん方が努力された結果じ
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ゃないかなと思っています。 

 一方で、この中で特に大きく未達成になっている項目として、例えば放置自転車対

策、これは資料に載っていますけれども、１，０９４台だったものが１，６８４台で

大きく膨れ上がっている。調査の対象も広げたということもあるのかもしれませんけ

れども、以前は７００台近くまでぐっと減っていた年もあったと私は思っていますけ

れども、そういう現状がありながら、次年度についても引き続き同じような対策しか

とっていかないというような見え方、３０年度の方針も見させてもらいましたけれど

も、見えてしまいます。 

 これについては市の建設局とも連携する必要が当然ある分野ですけれども、ただ、

区としてどういう方向に中期的に持っていく必要があるのかということが、これまで

区政会議に出ていても、今のところ、私は確認できていないと思っています。建設局

も、いろいろ検討してくれているのかもしれませんけれども、ここについては本当に

区としてどう対応していくんだということをぜひしっかりご検討頂いて、そのために

施策としてどういうことをやっていくべきなのかということは引き続き検討頂きたい

なと思っています。 

 先程学校選択制の話も出ました。これは実はいろんな課題がやっぱり出てきている

部分も正直あります。議会の中でも議論をしていっている場面でもあります。といい

ますのも、やっぱりこれまで校区ごとにそれぞれの地域の例えば町会の役員などの

方々の多くは、もともとＰＴＡの会長をされていた方々なんかがずっと上に上がって

いくようなケースも多くて、地域と教育、地域に根づいた、もともと小学校に通って

いて、そしてＰＴＡをして、順番に上がっていくケースがかなり過去は多かったわけ

ですけれども、そのあたりが、学校選択制になって、結構いびつになってきているの

も事実です。 

 そして、もう一つは、あと、学校の通学路ですね。これも、どこから子どもたちが

来るかわからないというところもあって、なかなか見守り活動についても今後どうい
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うふうにしていこうかという課題も上がっているのは、事実だと思います。ですので、

これは議会の話になるかもしれませんけど、将来果たして学校選択制を本当にやって

いくかということは市会でもしっかり議論をして、課題をそろそろ浮き彫りにして、

回答していく必要があるんじゃないかなと私は思っています。 

 あと、民泊のことですけれども、これは撲滅チームができていますけれども、実は

不法な民泊が、今、大阪市の中で１万数千件あります。民泊全体で１万４，０００件

のうち１万数千件が不法民泊となっています。ですので、御近所でやっていらっしゃ

るところが違法である可能性が正直高いのが現状なんです。ですから、その際は、区

も窓口になっていますし、局のほうにも当然窓口ありますけれども、ぜひ声を上げて

頂きまして、そしたら対策チームで調査に行かせて頂きたいと思いますので、よろし

くお願いをしたいと思います。この辺で終わらせて頂きたいと思います。ありがとう

ございました。お疲れさまです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。続きまして、山本議員、よろしくお願いします。 

○山本市会議員 

 毎回、本当に充実した内容で、私も勉強になります。ありがとうございます。お疲

れさまでございます。 

 人口が１３万人を超えたということで、本当にやればやるだけ結果の出やすい政策

もありますし、また、そこに見えていない陰の部分で課題もたくさん増えてくるかと

思います。先日、子育てのイベントに一回参加させて頂きました。雨の中、お子様連

れがたくさん来られて、和やかな空気の中で、ああ、こうやって子育てされていて、

本当に未来が楽しみだなと思った部分もありますが、そこに出てこられない方々にど

う対応するかということがますます課題になるかと思います。 

 このところ、一番ショックだったのが、中津小の３年生のお子さんが交通事故で亡

くなられたということで、地域における影響、また子どもさんの影響、本当にこんな
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に大きな影響があるんだということを痛感いたしました。これから大型工事、まだ今

現在も行われておりますが、続くことが見込まれておりまして、大型の車両が通り、

子どもたちの安全を何としても守っていかなきゃいけないなと思いまして、北区の行

政といたしましてもしっかりと取り組んで頂きたいことをお願いして、終わりといた

します。本日はまことに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。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 

 本日は本当にありがとうございました。市会議員の高山でございます。 

 先程から民泊の話、結構出てきているんですけれども、私も実際に民泊されている

方とお話ししていると、普通の御家庭の一軒家の中で民泊をするのがいかに難しいか

ということをすごく痛感しております。その場合、住宅街の中である場合ですと、本

当に市に届け出てくれているのかなと思うものが多々ありますので、そこは違法民泊

通報窓口、ファクスは２４時間受け付けたりしておりまして、電話も受け付けており

ますので、ぜひ御通報も頂きたいと思っています。 

 それと、先程からありました児童の虐待、このお話なんですけれども、児童相談所、

私も実際見させて頂くと、今、男の子だったら、２０人が１部屋に住んでいるという

ような状況で、まだまだ環境整備を整えていかないといけない本当に重要な課題だと

思います。市内に現在は２つということで、数のところも課題を抱えておりますので、

しっかりと市内で事件がないような環境を整えていきたいと思いますので、また御意

見なども頂きたいと思います。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。久谷議員、よろしくお願いします。 

○久谷府議会議員 

 府会議員の久谷でございます。市会議員の先生方はオブザーバーということで、私、
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オブザーバーのオブザーバーということで参加をさせて頂き、また一言、こういう場

を与えて頂きましたこと、感謝申し上げます。私からは、皆様方から頂いた声という

のを反映するためにも大事だなと思っている、そもそも論、そもそもを考えてみよう

かなと思っております。 

 例えば東京でも５歳の子が虐待を受けたりとか、この間も新幹線で切りつけたりと

かという問題がございます。そもそも、どこが悪いんだと。よくワイドショーとか、

また新聞等の情報を見ましても、幼少期に何が起こっていたとか、そもそも家庭環境

が悪かったんじゃないかとかというようなことが出てくるんですね。ですから、やは

り子どもたちのそういう育ってきた環境、それをいかにサポートしていけるかという

ことが大事なのかなと思っております。そういう視点で取り組んで頂けたらというふ

うに思っております。 

 次に、自転車問題なんですけど、そもそも、なぜ歩道に駐輪場をつくらなければな

らないのか。あくまで歩道というのは歩くところであって、自転車を置く場所ではな

いと私は常から思っております。ですから、一時的なことであると思っておりますし、

例えば地下に大型の駐輪場を並べるとかというようなことで、景観も含めた形での抜

本的な自転車対策、これをとって頂きと思っております。 

 それと、そもそもの話ですけれども、分譲マンションのいわば啓発という部分につ

いては３６６棟のうち３６棟しか返答がなかったと。私もマンション住まいですけど、

そういう取り組みをされているというのを、私、管理組合を通じて聞いたこともござ

いません。だから、どこに当たりをつけて話を持っていかれているのか、それを管理

組合でどういうふうに住まいされている方にアプローチしているのかということも、

そもそも、ひょっとしたら窓口を間違えているのかなということも考えていかなけれ

ばならないと思っております。 

 最後に、学校選択制なんですけど、学校選択というのはあくまで学校を、どこで学

ぶかという選択であって、地域の子どもたちであるということは間違いないんです。
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だから、そもそも、例えば豊仁地域であるとか、済美地域であるとか、地域の子ども

たちであるということは間違いなくて、そして学校の選択でよそに行っているという

だけなので、地域活動というか、地域の見守りというのは、区長もおっしゃったよう

に、これは北区の全体で見守っていかないといけないということ、そしてまた地域の

方々が子どもたち、どこに行こうが、お守り頂きたいということは、全体で捉えてい

くことですし、地域の課題でもあると思っておりますので、そもそもを一回ちょっと

考えていこうかなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。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、副議長のほうからよろしくお願いします。 

○岡田副議長 

 ありがとうございました。本当に勉強になりました。２９年度の運営方針の自己評

価を読ませて頂きながら、自分の余り知らない分野については、確かに本当に窓口の

サービスよくなったなとか、待ち時間減ったなとか、すごく実感するところが多くて、

評価がよかったんですけど、自分が関係するところに関しては、担当部署の方がすご

くやってくださっているのはすごくよくわかるので、それに対しての評価はいごくい

いんですけど、自分がもうちょっとやれたかな、例えば福祉課さんと関連を持って活

動しているんですが、大西委員が言われたように病院との連携というのも、今までは

学校との連携にすごく力を入れてきたんですが、病院の先生との連携というのも今後

視野に入れていかなければならないなと思ったら、自分にはね返ってくる部分を大き

く感じました。 

 虐待とかの通報が事例として上がって頂くと、多分、福祉課さんも動きやすいし、

関連する民生委員や主任児童委員もはっきり見守りの対象として関われるので、ぜひ

通報して頂けると、私たちも活動しやすくて、ありがたいなと思いました。 

 ＣＳＷさんの相談件数がすごく増えていることは、数ではなくて、内容もという話
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もあったと思うんですが、相談件数が多いということは、事例が深刻ではなくて、ハ

ードルが下がった状態のグレーのところまで手を出してサポートしているとも読み取

れるのかなと好意的に感じました。 

 金下委員が言われた防災の学校へのアプローチについてなんですが、学校の先生方

とお話しすると、防災のプロではないので、学校に例えば市や区が防災についてやっ

て下さいと言うだけでなくて、専門ではないので、やはりそこは学校をサポートして

ほしいというような御意見を聞くことがあります。北区には本当にプロ中のプロの先

生もいらっしゃいますので、ぜひ区のほうで学校とのパイプ役になって頂けると、学

校も教育に生かしやすいのではないかなと思いました。 

 今回の会議を通して、自分たちに関わる分野に、皆様、多岐にわたって活動されて

いますので、それぞれが明日からの北区の活動に生かせることがいろいろ出てきたの

ではないかなと。すごく意味のある会だったと思いました。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。本日は、委員の皆様方、本当に多くの御意見を頂戴いた

しまして、まことにありがとうございます。５時に終了する予定で始めておりました

が、時間がオーバーしてしまい、皆様方に御迷惑をおかけしたところがあります。先

程申し上げましたとおり、南委員と森田委員のお答えをまた次回のときか事後対応で、

変則的ではございますがご了承頂きたいと思っております。 

本日は本当に皆さん方の多くの意見を頂戴いたしています。これを区政にまた反

映して頂いて、住みよい北区になりますようによろしくお願い申し上げます。 

最後に、上野区長よろしくお願いします。 

○上野区長 

 本日は多数、貴重な御意見を頂きまして、ありがとうございました。私たちの取り

組みが、これはこのまま頑張っていっていいのだという励ましにもなり、また、ここ

はちょっと考えなくてはいけないという、そういう気づきを頂きました。また、議論
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白熱いたしまして、時間がちょっと足りなかったところもあろうかと思いますが、改

めて担当の課長などからお返事させて頂きたいと思います。本日はありがとうござい

ました。 

○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２５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 


