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第２６回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   平成３０年８月９日（木） 午後３時００分から午後４時４４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）、樋口 洋子（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）、前田 和彦（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）、池西 かおり（総務課長代理）、 

   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３１年度北区運営方針の策定に向けて 
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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２６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。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、笠井委員、森田委員が御欠席でございま

して、委員定数１６名のうち１４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、有効に成立しております。 

 なお、樋口委員につきましては、所用のため４時ごろ御退席されると伺っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 また、北区選出の久谷府議会議員につきましては、府議会での公務のため遅れてお

越しになると伺っております。市会議員の山本議員、高山議員につきましては少々遅

れておるようでございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、地域団体の解散に伴いまして、委員の選定事由に変更がありましたの

で、御紹介させて頂きます。６月２１日をもちまして、北区保健事業推進協議会が解

散いたしましたが、同団体より推薦を受け委員に御就任頂いております樋口委員につ

きましては、引き続き健康福祉施策に係る意見を頂戴したいということで、今後は条

例上の学識経験者として御出席賜りたいと思っておりますので、引き続きよろしくお

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 

 皆さん、こんにちは。本日少し暑さが和らいだかなと思いながらも、やはり暑い中、

また、お忙しい中、本日も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、来年度、平成３１年度の運営方針の策定に向けまして、これか
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ら区役所が来年度のプランをつくっていこうとする前の段階で委員の皆様の意見をし

っかりお聞きし、来年度の運営方針や予算に反映させていこうということで開催させ

て頂きました。ぜひ委員の皆様にはそれぞれの御専門の見地で、また区民目線で率直

な御意見を聞かせて頂ければと思います。本日は長時間になりますが、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、円滑な議事進行を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。 

 着席をお許し頂きまして進めたいと思います。 

 まず初めに、前回の区政会議におきまして、後半、時間の関係で南委員、森田委員

の御意見につきましてはお聞きしただけで区役所からの答弁ができませんでしたので、

次回の冒頭でとお約束をさせて頂いておりましたが、区役所よりその後対応をして頂

いているということですので、本日は通常どおりの進行を進めてまいりたいと思って

おります。対応内容につきましては資料５を御覧頂ければと存じます。 

 なお、本日は前回の反省を踏まえまして、質問や御意見につきましてはお一人一問

でお願いをしたいと思っております。皆様の御意見を幅広く公平にお聞きし、区役所

の答弁もできるだけ皆様の前でお答え頂きたいと思っておりますので、一人一問遵守

でお願いいたしたいと存じます。 

 それでは、本日の区政会議ですが、来年度の運営方針の策定に向けてということで、

これまでのようにあらかじめ区役所が作成した資料に対して意見を言うのではなく、

今、区長からもお話がありましたように、区役所が来年度のプランをつくる前の白紙
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の状態で委員の皆様から意見を聞くということになっております。したがいまして、

今回もテーマごとに進めることになっておりますが、例えば区の防災施策は来年度は

こうしてほしい、あるいは福祉・子育てに来年度はこういった予算をつけてほしいと

いうような来年度に向けての幅広い御意見、御提案をお願いいたしたいと存じます。 

 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。 

 今、御案内ありましたように、本日は私から各資料に立ち入っての説明はさしあげ

ませんけれども、来年度に向けて御意見を頂く際の土台となります一連の資料につき

まして、確認も含めまして御説明します。資料１から３までが、いつもお示ししてま

す運営方針に係る３点セット、全体構成と概要版と詳細を書いた運営方針。これが本

年度分、今、区役所が取り組んでいる内容を記載しております。そして、事前質問に

対する回答として資料４。そして資料５ですが、先ほど議長からもありましたように、

前回の分も全部あわせまして８番まで各委員様の対応状況を書いているものが資料５。

それと今回、資料６が初めてなんですけれども、これが今後このタイミングで年１回

出てくる資料です。前回の区政会議でシートをお配りして評価を頂きました。昨年度、

平成２９年度の評価シートということで評価して頂きました。１６人の委員様全員に

つきまして、この資料６御覧頂きたいと思いますけれども、評価、４、３、２、１と

いうことで４段階で評価して頂いてます。ざっと見ますと、３と４がいわゆる「やや

思う」、「思う」ということで肯定的な意見でありまして、各項目につきまして４が

何人、３が何人の方、２が何人の方、１が何人の方つけられたかということでお示し

してます。全項目とも、４点が最高点なんですけれども、大体２．８以上ということ

で、７０点以上、４を１００点とすれば７０点以上の点数を頂いているという状況で

して、例えば、ばらつきを見ましても、経営課題１と経営課題２で見ますと、４と３

に偏ってる項目もありましたら、やはり１、２という評価を頂いてるものもあります。



5 

そういう形で御覧頂ければと思います。裏返して頂きまして、２ページに最後の総合

評価。これは総合評価ということで区の目標の実現に有効であったと思いますかとい

う分につきましても、おおむね８０点ぐらいの３．３という評価を頂いているという

ことです。これが昨年度の分に対する評価を頂いたと。資料で今回初めておつけして

おりますので、また御参考にして頂ければと思います。 

 私の説明は以上でございます。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。 

 それでは、委員の皆様より意見を聞いてまいりたいと存じます。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が、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存じます。また、できるだけ多くの

方の御意見をお聞き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。 

 それでは、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、大西委員、よろしくお願いいたします。 

○大西委員 

 大西でございます。 

 早速ですけれども、今回の西日本豪雨の災害について、私は広島県の出身ですので、

親戚とか友人もたくさんおりますので、非常に胸が痛い思いをしております。 

 話が変わるんですけれども、大阪の淀川ですね。淀川の堤防なんですけれども、私

の住まいの近くなんです。ずっと以前、十何年ぐらい前だったかと思うんですけれど

も、新聞で淀川の堤防が砂防だという記事を読んだんですね。そのころは今回のよう

な災害もなかったもので、ああそうかという程度の受け取り方をしていたんですけれ

ども、今回のように想定外の災害があちらこちらで起こりましたら、本当にこれは人

ごとでなくて、砂防ダムだということがふっと頭によぎりました。現在も砂防ダムの
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ままなのか、もし現在も砂防のままだったら、それに対するリスクとか対策とか計画

とかそういうものがありましたらお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 谷口課長、よろしくお願いします。 

○谷口地域課長 

 防災担当の谷口です。 

 おっしゃるように淀川の堤防は盛土をして、そして川側のほうにコンクリートでコ

ーティングをしているようなつくりになっておりますので、それは昔と変わっており

ません。ですので、絶対に大丈夫であるという保障はどこにもございません。ただ、

淀川の堤防も決壊するおそれがあるということで私ども水害のハザードマップという

ものを作成しております。この水害のハザードマップでは、淀川の堤防が決壊して淀

川が氾濫した場合の最悪の被害はどうなのかということが書かれています。これは梅

田の大阪駅前ですと、大阪シティバスの天井まで届くぐらいの高さの水害が起こると

なっているわけです。ただ、１９９５年の阪神淡路大震災のとき、たしか此花区の堤

防だったと思うんですが、そのときは地震の揺れで液状化が起こりまして、堤防が３

メートルほど沈下いたしました。そういったこともありました。それから、随分前、

１００年以上前ですけれども、淀川の上流のほうでは決壊をしたこともございます。

そういったことから、そのままの状態で堤防を放置しておくわけにいきませんので、

当然改良計画ということで、先ほどの地盤沈下につきましては土壌から改良するよう

に、沈下しないように土壌改良や、また堤防の耐震化工事、また枚方のほうではスー

パー堤防と申しまして、堤防の天端というんですけれども、道路のところをずっとフ

ラットにつくりまして堤防の幅を巨大な幅に広げているというような、そういった堤

防をつくったりしているわけですけれども、北区の堤防におきましては堤防を強化す

るような工事も行っているんですが、この先、淀川左岸線という高速道路ができるん
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ですけれども、その工事が平成３１年度から始まります。少し期間が長いんですけれ

ども、そのときの堤防の工事というのはスーパー堤防に似たような形で強化される堤

防をつくっていくという工事計画になっているということでございますので、今現在

の時点でいきますと、堤防自体は委員がおっしゃったように泥土の堤防であることに

変わりはないということでございます。 

 私から以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 伊永委員、お願いします。 

○伊永委員 

 すみません、少し言葉の勘違いをされているようなので。砂防堤防というのは山の

手で上から土砂が流れてくるのをとめる、直角に川で砂をとめるという意味の堤防で

して、今、谷口課長がおっしゃったようにスーパー堤防というと土盛りをした、山の

ように土を盛るというのは基本的に堤防のもともと一番強い堤防なんです。鉄扉とか

コンクリートなんかの壁をつくって建てるという海岸によくある堤防のほうが弱いん

です。３０メートル以上の幅をもって山のように土を積む、そして上に道路をつける

というのは、このほうが川では水に強いです。今回広島、岡山でも堤防壊れたのは、

堤防というのはそのまま壊れることめったにないんですね。上を越して越水をして堤

防を越えた水が内陸側にこぼれてきたときに、まち側の堤防を洗掘といって掘るんで

すよね、内側で。その掘ったものの勢いがあって堤防がまち側に倒れていくというの

がいわゆる堤防の壊れ方ですので、幅が広い土のう積みのほうが強いというのが定番

で、国のやり方の基本。その大きいのが日本でも代表的な淀川のスーパー堤防。最終

的には６０メートルぐらいの幅をつくりたいと言っているんですが、土地を買収しな

いといけないのが難しくて、今のところは３０メートルですから、淀川は日本でも強

いほうの堤防の一つです。越すことはありますよ。越水。それから液状化による沈下



8 

はあります。ただ、堤防がぐしゃっと壊れるということは、一応基本的には今の計算

ではないというのが今の堤防工法です。 

○吉川議長 

 大西委員、よろしいでしょうか。 

○大西委員 

 すみません、新聞を読みまして、私ども専門じゃないので、砂防というのがどうい

うものなのかとか、よくわからなかったんですけれども、要するに淀川の堤防は災害

に強いんですか。 

○伊永委員 

 はい。日本でも強いほうです。 

○大西委員 

 そうですか。それを聞いて安心しました。 

 淀川は下流に大阪市がありますので、もし決壊するようだったら枚方とか寝屋川と

かそんな被害の少ないところの堤防を切るとかいう話も聞いたんですが、今のお話を

伺うと、その話そのものがないことかなと思います。補強のほう、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。災害が続いており、皆さん関心の深いところであると思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、三輪委員、お願いいたします。 

○三輪委員 

 こんにちは。三輪でございます。 

 災害が続いているということで、いろいろな場所で皆さんとお会いすることが多い

んですが、やはりお話が防災に関してのことが非常に多うございます。それで皆さん

おっしゃるのは、自分のところは大丈夫かとか、どうしたらいいのかとか、今まで私
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たちや区の方たちがすごく一生懸命されてきた防災講座や防災学習の内容の中身につ

いて、結構そういう話題になります。それで、この８月にも北区の広報紙にもいろい

ろとわかりやすく載せて頂いているんですが、今一番課題になっているのは避難場所

の問題と、北区の場合、自宅での避難という、前も提起されていましたけれども、そ

の辺の情報が余り徹底されていないように思いました。御自宅が高層マンションなら

そこにいるのが一番いいんじゃないかというお話をしても、いや、避難所はここだか

ら何とか行かなければいけないとまだ思っている方もたくさんいらっしゃいます。そ

の辺の防災意識への働きかけ。それから、もう一つは防災グッズ、備蓄ですよね。そ

の備蓄に対して本当にどれぐらいのものを備えたらいいのかというのはやはり皆さん

の不安材料のように思いました。実際に私のところでもいろいろ書かれてるものを集

めていろいろ並べていきますと、とてもこれは持っていけないなという状態になりま

すので、そのお家、その人の家族構成に合った防災グッズの備え方というのはやはり

防災意識の高まりによってうまくいくと思うんですけれども、より一層防災に対する

意識を高めるためのアピールをして頂きたいなと思いました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 谷口課長、お願いいたします。 

○谷口地域課長 

 まず今おっしゃったのは自助、共助をどれだけ浸透させるかというところにあるか

と思うんですけれども、私どものほうでも先ほど申しました水害ハザードマップであ

りますとか、防災マップ、また防災の出前講座など、そういったことを通じまして、

地域の防災訓練もそうですけれども、事あるごとに自助、共助の重要さということを

アピールしているところではあるのですが、来月の広報紙を見て頂きましたら、北区

の防災冊子の概要版を全戸配布で配布する予定をしております。そこにも自助、共助

の重要さなども載せているんですけれども、また新たな形で冊子を使っての防災啓発
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指導の取り組みを進めていくということになっているのと、あわせて、マンションコ

ミュニティということで、今、区内の９割を占めます集合住宅で、マンションの中で

防災の出前講座であるとか、あと防災マニュアルづくりであるとか、そういった取り

組みを行っているんですけれども、その中でも在宅避難ということで、マンションの

中で完結できるような形で、自分たちで備蓄をして、そして声をかけ合って助け合っ

て、マンションの中でできるだけ自宅で避難できるような形をしていきましょうとい

うような啓発を実施していっているところでございます。 

 以上でございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 三輪委員、どうぞ。 

○三輪委員 

 ありがとうございます。私は、６月の地震が起きたときに淀川大橋の上でバスに乗

っていたんですけれども、どうにかこうにか家にたどり着いたら、エレベーターが全

部止まっていました。家族がおりましたので荷物を上げてもらって上の階まで上がっ

たんですが、もともと自宅にいた場合は自宅避難ということで割とスムーズに皆さん

できると思うんですが、外にいた場合、結局どこかへ行かなければならない、自宅に

帰れないという人もたくさんいますので、そういう場合のマニュアルというかそうい

うのも必要かなと。それと、やはり今回のわがまち北区のように避難場所の地図がパ

ッと出ますと、やはりここに行くんだという意識が先に入ってしまう。その辺のとこ

ろもまた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す。 

 次に、友田委員、お願いいたします。 

○友田委員 
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 ６月１８日の地震の対応ですが、私たち地域では防災、いろんなことをやっており

ます。勉強もさせて頂いておりました。でも、一つ実際に感じたことは、電話も通じ

ない。信頼するところの情報がちょっと入りにくかった。これが私たち少しウロウロ

とした気持ちです。それから、学校の対応ですね。地域、地域でいろいろ違ったよう

です。これは統一するということはできないのでしょうか。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 谷口課長、お願いいたします。 

○谷口地域課長 

 情報の伝達については、電話は確かに通じませんでした。被害的にはそんなに大き

な被害ではなかったんですけれども、おっしゃるとおり私どもも通勤途中で必死で電

話をかけたりもしましたが、午前中はメールも電話もちゃんと通じないような状況で

したが、今、地域と区役所、地域の自主防災組織とは無線機を通じて情報をとれるよ

うな形で、月に一度訓練もやっておりまして、たまたま今回午後からは十分に電話が

繋がりましたけれども、丸々一日電話が繋がらないという状況は十分考えられますの

で、そういった時に対応するために無線機は地域に２台、種類も２種類の受信機を配

備するといったことで、特に今回の課題ともなりましたような通信機器についてはき

っちりと整備していかなければならないということで取り組んでいるところでござい

ます。 

 それと、情報につきましては今回テレビ等では常に情報が流れていたとは思うんで

すけれども、テレビから得る情報が市役所も区役所も結構大きいところがあるんです。

ただ、地域からの小さな情報、避難所で少し壁にひびが入っているとか、町会の家が

傾いているなどといった情報、避難所に避難されていますよとか、そういった情報と

いうのは、テレビではそんなこと一切やっていませんので、そういった情報を得るた

めにはやはり区役所と地域の自主防災組織との連絡網が全てになってきますので、そ
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の重要性を改めて感じているところでございます。 

 それから、学校の対応ですけれども、学校の生徒さんを集団で下校して頂いたとか、

授業を中止したとかいうことにつきましては、今回は全て校長先生の判断でやって頂

いています。それにつきましては、とやかく区役所からこうしなさい、ああしなさい

という指示ができないというところもございましたが、これは北区だけではなくて２

４区全ての学校に対して、大阪市全体に対して課題として残っているところでござい

ますので、今回のこういったことを踏まえて教育委員会、また学校現場、また市の危

機管理室、区役所等も含めて今後どういった対応をしていくかということを協議して

いくという議題に上がっているところでございます。 

 以上でございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 友田委員、よろしいでしょうか。 

○友田委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは、次にまいります。 

前田委員、お願いいたします。 

○前田委員 

 ちょっと基本的なことをお伺いするんですけれども、今回のような大きい災害が起

こった場合の大阪市と北区役所での役割分担ですね。どこまでが区役所の担当で、ど

こからが大阪市本庁の担当になるのかということを教えて頂きたいのと、それから応

援の自治体はどこか決まったところがあるのか。大阪北部地震もそうですけれども、

応援自治体も取り合いになってしまうところがありまして、決まっているところがあ

るのであれば教えて頂きたいと思います。 



13 

○吉川議長 

 谷口課長、お願いします。 

○谷口地域課長 

 大阪市と北区の役割分担ですが、大阪市については基本的に大阪市にある２４区の

行政区、２４区のそれぞれの情報、また警察や消防等の各区の情報を集約して、それ

をマスコミ等に流すというような、そういった一番大きな役割が一つあります。それ

と、大阪市からいろんな形での指示があります。例えば、各区避難所を開設しなさい

とかそういったことの指示ですね。あと一番は職員ですね。災害対応に当たる職員の

どれだけの人数、誰をどこにどういう形で動員するかというような指示も、基本的に

は最初に大阪市から指示があります。ただ、区の役割分担のほうがどちらかというと、

現場の自治体ですので、直接地域の方々、避難所、また企業さん、そういった方々と

直接関わって災害対応に当たるのは区役所の仕事ということでございますので、よく

わかりやすいところでいくと避難所の運営、備蓄物資の配送、あと要援護者の確認で

あるとか、そういったことにつきましては区役所と地域との間で協力し合ってやって

いく、対応していくというところかと思います。 

 それと、応援の自治体ですけれども、基本的には関西広域連合という連合体がござ

いまして、関西一円の連合体、まず近隣の連合体、自治体への応援を求めるというと

ころと、あと今まででも東北で大きな災害がございましたし、九州でも災害がござい

ましたけれども、そういったところから応援に来て頂くということもありますが、基

本的にはまず関西広域連合というこの近畿圏の中の自治体で応援体制を組んでいると

いう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した。 

 前田委員、お願いします。 
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○前田委員 

 私は今、茨木市の被災家屋の調査の支援に入っているんですけれども、震災直後か

らすごく現場の混乱を見ていまして、恐らくあの市役所の規模でも人手が全然足らな

い状況だったんですよ。なので、応援の自治体さんもたくさん来ていましたけれども、

それでもいっぱいいっぱいという感じだったので、職員の方々のケアも含めて、ちょ

っとそういう大規模な災害が起こったときの人員の体制をまた検討して頂けたらなと

思います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。北区では余り経験のないことなので、ちょっと戸惑いもあ

ったかと思います。 

 次に、伊永委員お願いします。 

○伊永委員 

 今、皆さんが御質問されたことについてなんですけど、６月１８日に起こって、北

区は区長が３０分足らずで区役所に駆けつけられたと。そして１時間後には約６０％

の職員がたどり着かれて、災害対策本部がすぐ立ち上がったと。これは実は他の区に

比べても早いほうでした。私も４０分後に関西テレビに入りまして、５日間ずっとテ

レビ局の中で報道に携わっていたんですけれども、一番困りましたのが、今日の区役

所からの私の質問に対する回答にも書いてございますけれども、市役所から区に避難

所開設の指令が出たのが３時間後でした。テレビというのは、ｄボタンで避難所の場

所を区役所別に全部表示されるようになっているのですが、それが３時間できなかっ

た。一部情報が来るんですけれど、市から来ないんですね。その次に要支援者、高齢

者などの安否確認をしなさいという指示が市役所から区役所に来たのが５時間後でし

た。当然北区ではそれを待たずにされていました。社会福祉協議会や民生委員を動員

して、高層マンションの上のほうにも電話をし、ずっと回って安否確認をされていた
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というのは、区役所としてはやっておられたんですけど、市としての体制としては非

常に遅いというのが私も今回痛感して、そういったことで、区役所の力によって、地

域と区役所の普段の力関係によって災害対応の速さは決まるなと思いました。正直言

って情報連絡ツールが余り整っていないというのは確かなんです。区役所だけじゃな

くて市と区の間にも。あるいは消防、警察、区役所、市役所、それぞれが一貫して一

本の線で情報連絡できる体制もありません。ですから、そういう意味では、お金が相

当かかりますけれどもこういう点、今後のためにいろいろ工夫しなきゃいけないなと。

あるいは、これを補うためには、ある地域でやっていますけど完全に民間に委託する

形と、全てＬＩＮＥ登録で、ＬＩＮＥで全部の住民との連絡網を強化するという市町

村が相当数出てきました。ＳＮＳでもツイッターとかでも無理なのでＬＩＮＥにする

と。これが一つの今後の新しい生き方の一つなのかなと思いまして、いろいろ工夫を

もっとして頂ければというのを思いました。 

 今後、市の危機管理室との情報のやりとりについて、区からもっと迅速な連絡がと

れないかということをぜひ市の危機管理室のほうにも、今後のために声をかけて強化

して頂きたいなというお願いです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。防災につきましては皆様方本当に今、一番関心のあると

ころだと思いますが、時間の関係もございますので、次のテーマに移ってまいりたい

と思います。 

 テーマ２の福祉・子育て・教育につきまして御意見を承りたいと思います。 

 まず、植松委員、お願いいたします。 

○植松委員 

 子育て・教育についてということですけれども、僕は子どもが４人おりまして、今

孫が８人います。みんな元気に育っておりまして問題はないんですけれども、私、実

はボーイスカウトの団長をやっていまして、いろいろチラシを配ることがあるんです
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ね。年間に何回か配っているんですけれども、今まであまり配ってもらえなかったり

ということがあったので、最近は教育委員会のお墨つきを頂いて、教育委員会後援と

いうことで配らせて頂くと順調に配って頂いているみたいなんですけれども、区役所

でも下にいろいろチラシが置いてある、そこへまた置かせて頂けるんだろうなとは思

っているんですけれども、やはり若いお母さんにとって子どもをどう育てたらいいか

という情報が、自分から取りに行かないとそれは無理なところはあると思うんですけ

れども、学校だけだとサッカーか野球かとか、キックベースとか、限られた情報しか

ないと思うので、そういういろんな青少年団体が、ボーイスカウトに限らずほかにも

淀川のレンジャークラブだとかいろいろたくさんありますし、それぞれがしっかり結

構立派な活動しているので、ホームページとか見て頂いたらよくわかると思うんです

けれども、そういう情報をもっとお母さんたちに提供できるような仕組みがあればい

いなと思っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 髙村課長、お願いいたします。 

○髙村政策推進課長 

 広報を担当しております。チラシのお尋ねでありましたけれども、いつでも受け付

けております。交流プラザでもたくさん配架しているのを御覧になって頂いていると

思うんですけれども、多方面からよく置かせてほしいということを受けるんですけれ

ども、こちらのほうで基準というか審査しまして、いわゆる営利目的でないとか、特

定の宗教団体とかではないとか、いろんな項目をクリアしましたら、公益性があると

いうことで置かせて頂きますので、いつでもお持ち頂ければと思います。 

○吉川議長 

 今、植松委員がおっしゃった教育委員会のお墨つきというのは、どういうものなん

ですか。 
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○植松委員 

 ボーイスカウトの中でも話題になりまして、教育委員会にお願いに行ったらいいと

いうことで、計画とか予算とかいろんな書類を提出するんです。そうすると、認定何

号といって認定を頂きまして、それで配るチラシにも教育委員会推薦とかいうのが入

れられるようになりました。 

○吉川議長 

 一番公的に箔がつくというか。やはり皆さん配りがいのあるやつであればね。 

○植松委員 

 いろんな団体があるのに知らない方が多い。名前がボーイスカウトですけど、実際

には女の子がたくさん入っていまして、今はもう男女一緒にやっているんです。ガー

ルスカウトがだんだん小さくなってしまって、残ってはいるんですけれども、ボーイ

も小さくはなっていますけれども男女でやっています。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 次に、樋口委員、お願いします。 

○樋口委員 

 私も今日はお願いなんですけれども、北区は子どもの数が飛躍的に伸びておりまし

て、それで６カ月健診から１歳半健診、３歳児健診、その出務するのが小児科の医師

なんですけれど、北区からの医師だけでは、ほとんどが開業医が出ていきますので、

自分の仕事をしながら、１時半、２時に出て、次の仕事までに終わってというのが、

人数がとても足りないですね。それで、この前もちょっと、今、月１のところを月２

にしてくれませんかというようなお話もあったんですが、大阪市全体として医師の派

遣ということができないものだろうかなと思いまして。特に病院の先生方、お昼はお

仕事があるでしょうけれども、健診業務に関したら、今、若手の医局員の先生もたく

さんいらっしゃることでしょうから、反対に人数の減っている地域もあるわけですか
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ら、特に小児科のそういう健診業務については大阪市全体として一緒に間配って頂け

たら一番助かるなと思っています。それが救急の休日診療所のほうもそうでして、特

に小児科が一番困るんですね。あれは救急の事業団がやっているから大阪市とか北区

とかというのとは関係ないと思うんですが、輪番制で各区ずっと振り分けて、この辺

でしたら都島、それから中央と西区も行くんですけれども、大抵行っている先生は同

じ先生が行かれて、その中でも小児科ができる医師というのは、内科、小児科を標榜

しているけれども、新生児から診れますか、という条件がつかないと行けないとなっ

たら、ここの北区では、北区でも大淀地域では３人しかいないんです。北区の先生と

合わせて行っても人数が非常に少ないので、特に年末年始、休日診療所ですから、各

開業医の先生すごく困ってしまって、だんだん医師も高齢化が進んでおりまして、辛

いところがあるので、救急の事業団の話でしょうけれども、大阪市全体の話になりま

すので、そういうもっと病院を絡めてそういう依頼ができないのかなというのを感じ

ています。だから、私たちも小児科医会とかにも直接交渉にも行ったんですけど、医

会は事業団としてやっているわけではないので、その医師を派遣するという仕事はで

きないから、もう少し行政に絡んで頂いて、そうすることのほうが子どもたちのため、

それから休日診療所は府民、大阪市民の皆さんの安心のためにもいいのではないかな

と思って、ちょっと今日はそれをお願いに、行政として何とかなりませんかというこ

とをお尋ねにまいりました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、健康課の北田課長、お願いいたします。 

○北田健康課長 

 健康課の北田でございます。 

 いつもどうもありがとうございます。 

 この間、医師会様のほうといろいろと、北区、非常に人口というか新生児が増えて
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おります。毎月、３カ月健診、１歳半健診、３歳児健診とさせて頂いているんですが、

特に３カ月健診のお子様が非常に増加率が高くて、先生ひとりで見るにも、また我々

健診をする場所におきましても一定のキャパがございますので、そういう意味でいい

ますと一回で済ますわけにはなかなかいかないということで、２開設という形で今後

対応していかないといけないなというところが現状でございます。そういったことで、

北区の医師会さん、それと大淀区の医師会さんと、この間いろいろと御相談をさせて

頂いております。ただ、今おっしゃったように先生が非常に少ないということもあり

まして、他区の先生を呼べないかという御意見を頂いているんですけれども、これに

つきましては今、局と相談をさせて頂いております。２４区含めて局に本務医という

お医者さんが何人かおられまして、緊急時につきまして各区に派遣したりするような

そういう先生も何人かいらっしゃるということも含めまして、その中でもやはり内科、

そしてまた小児科ということで子どもさんを診ることのできる先生というのは非常に

やっぱり限定されてきますので、そういったところで日程関係を含めまして今後２開

設をしていかないといけないということは現状としてありますので、それに対応でき

る体制を今後どうするかというのを、今、相談させて頂いております。もうしばらく

お待ち頂いて、また新たな展開とか、御報告できる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。 

○樋口委員 

 よろしくお願いいたします。今はもう災害も全部に関わるんですけれども、介護、

地域包括、在宅、それから認知症、ひとり暮らしという、そういう一括した地域包括

のほうは医師会も非常に絡んで取り組んでおりますので、ここに救急が絡んできて非

常に大きな問題かと思いますので、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。また柔軟な対応お願いいたします。 

 次に、白石委員、お願いいたします。 
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○白石委員 

 よろしくお願いします。 

 不登校のことについて少しお尋ねしたいんです。朝学校に行く準備をして、御飯を

食べてきちっとできているのに、お母さんが仕事に行くとすぐ服を脱いで家でごろん

とする。学校とは連絡がとれている。先生とも相談しているんだけれど、不登校であ

る。と言っても学力はある。低学力ではない。でも、もう一歩先生方に踏み込んで頂

けないのかな、学校に出られる努力をして頂けないかなというお話をちょっと伺った

ので、御相談させて頂いております。何とかいい方法はないのでございましょうか。

よろしくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 これには福祉課の武市課長、お願いいたします。 

○武市福祉課長 

 福祉課の武市でございます。 

 不登校の子どもさんについては、実際に不登校で長期に不登校の子どもさん、ある

いは行ったり行かなかったりという、出席日数が飛び飛びになる子どもさんも含めて

かなり問題が大きいということは認識しております。北区では２７年度よりスクール

ソーシャルワーカーを１名、区に来て頂いて、各学校回って頂いております。各学校

園からの来てほしいという御要望が大変多くなってまいりましたので、今年度もう１

名増やしまして、今現在２名のスクールソーシャルワーカーが区内の学校に回って、

不登校の子どもさんの課題だけではなくて、いろんな事情で難しくなっているような

お家であるとか、学校の先生たちの抱える様々な課題を、学校の先生だけではなかな

か解決しにくい問題を家庭訪問したりお母さんと話をしたり、子どもさん自身と話を

したりしながら解決に導けないかなということを考えております。今実際に北区内で

子どもの居場所ということで、今年から３カ所になりましたけれども、不登校の子ど
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もさんや、いろいろな課題があってお家でもない、学校でもない別の居場所が欲しい

なというような子どもさんにそういう居場所を提供する事業もやっておりまして、ス

クールソーシャルワーカーがそういうところへ繋げたりしながら、少しでも子どもさ

んの状況がよくなるようにということでさせて頂いております。もちろん学校の先生

も大変頑張ってくださっているんですけれども、学校の先生が十分にそういった動き

ができるように私たちもしっかりサポートしていきたいと考えておりますので、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す。白石委員、よろしいでしょうか。 

○白石委員 

 はい。 

○吉川議長 

 その子どもの居場所には、大体実数はどれぐらい通われているんですか。 

○武市福祉課長 

 長くやっているところと、今年からのところとありますので、数は、長くやってい

るところは２０名ぐらいのときもあるようですけれども、今年からのところはようや

く子どもさんが通い始めた感じですので、私たちも何十人も大挙して来るという、そ

こまでは思ってはいないんですけれども、そこで少しゆっくりいろんな話を聞いても

らいながら、また親御さんもそこで御自身の悩み事も聞いてもらいながら、少しでも

状況がよくなっていけばということで考えております。実際に長くやっておられると

ころは、ずっと学校に行けてなかった子どもさんがそこで元気になって学校へ通い始

めたりとか、学校の先生がずっとお家に行っても会えなかった子どもさんと、その子

どもの居場所のところでなら話ができたりとか、そういった嬉しい報告もたくさん頂

くようになってきました。 

○吉川議長 
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 ありがとうございました。これもどんどん輪を広げて頂いて、子どもたちに通って

もらえればありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、子育て・福祉はこのあたりにしまして、３番目のその他の区の施策、ま

た戻りまして防災でも結構です。全体の中で御意見を承りたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 まず、遅くなりましたが南委員、お願いいたします。 

○南委員 

 南でございます。よろしくお願いいたします。 

 前回お話できなかったことなんですけれども、外国人観光客の悪意のないマナー違

反ということで、日本に対するマナー意識、文化の違いによるものがあって、内容と

しましては、マナーを知らなかった、また知らされなかったということが問題になっ

ているわけです。地域におきましても今のところ大きなトラブルは発生しておりませ

んけれども、外国人観光客が増えているということで、今後、東京オリンピック、そ

れから万博がもし開催されますと観光客が増えると。すると、私たちが語学に堪能で

あれば問題なく解決できると思うんですけれども、残念ながらそういう外国人に面と

向かってなかなか話ができないということで、大きなトラブルになる可能性が発生す

る。それと、大阪は玄関口でありますので、いろいろな方法を考えて頂いて、ポスタ

ーにＱＲコードか何かをつけて、お互いに良い思い出を作ってもらう為に何か身近に

理解してもらえる様なものを作って頂きたい。 

 あと、災害のときですね。今まで地域だけで避難していたらいいんですけれども、

そこに滞留者、帰宅困難者が加わってきます。それと、言葉のわからない外国人が増

えると思います。この対応も今後して頂かないと、地域だけではどうしようもないの

で、いろいろ方法はあると思いますので、今後考えて頂きたいということです。具体

的には私もなかなかわからないんですけれども、これから必要であるということでお

願いしたいと思います。 
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 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これに対してのお答えは谷口課長、お願いします。 

○谷口地域課長 

 災害時の外国人の方の対応なんですけど、南委員がおっしゃったように外国人の方

の避難所への避難というのは十分に考えられることでございますので、職員で通訳が

できる者がおればいいんですけれども、なかなかそうもいきませんので、今できるこ

ととして、北区の防災の制度の中で防災パートナーという制度がございまして、つい

先日、ＥＣＣ外国語学院の生徒さん、先生も含む方々と防災パートナーの協定を結び

ました。もしも災害時に避難所なんかで言葉が通じなくて困ったということがあれば、

要請に応じて避難所へ来て頂きたいというような内容の協定を結んでいるところでご

ざいまして、今、対応策として実施しているところでございます。 

 それともう一つ、スマートフォンにアプリで同時通訳できるアプリがあるんですけ

ど、それを防災の職員は全員入れていまして、会話ができるような、そういったこと

も取り組んでいるところでございます。 

○吉川議長 

 上野区長どうぞ。 

○上野区長 

 観光に関しましては、キタ歓楽街環境浄化推進協議会の皆さんがエスコートサービ

ス事業で、道案内などをされています。私も参加させて頂いて、外国の方を御案内す

ることなどもあるのですが、そういう時には翻訳アプリであったり、身振り手振りと

かでいいのですが、これから国によってマナーが異なる時には、基本的には万国共通

のサインで、ここではごみを捨ててはいけないとか、ここは立ち入ってはいけないと

いうことを、ピクトグラムとか共通のサインで示すこと、また、どういうマナー違反
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があるのかという調査もする必要があります。例えば、私が今聞いているのは民泊で

のごみの捨て方であったり、大声を出してはいけないとか、写真を撮ってはいけない

ところ、立ち入ってはいけないところに入っていく、そういったことは、できたら文

字ではなく万国共通のサインを活用したらいいのではないかと思っています。今、梅

田駅、大阪駅周辺もＪＲや阪急や阪神などで異なるサインを、統一していこうという

動きがあるのですが、外国人対応がどうなっているかはまだ把握しておりません。こ

れから、今御提案頂いたことを念頭に、どのように進めていくのかという情報をみな

さまに提供したり、またこちらからも意見を出していこうと思いました。ありがとう

ございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 谷口課長、ＥＣＣの生徒さん、先生は何人ぐらいと契約というか協定を結ばれてい

るんですか。 

○谷口地域課長 

 連携協定ですので、契約というのではなくて、災害のときに出動できるか要請をし

たときに、対応できる人を派遣してもらうという形ですので、何人というような形で

はございません。 

○吉川議長 

 わかりました。 

 南委員、よろしいでしょうか。 

○南委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは次に、吉村委員お願いします。 

○吉村委員 
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 私は今ずっと気になっていることは、北区の魅力発信に関して気になっていること

があって、もちろん住んでいる北区民もそうですけれども、大阪市内、府下含めて、

できるだけインバウンドじゃなく日本人向きにもっとキタの魅力発信を強化していっ

たらどうかなと思うんです。もちろんネットの中でもいろいろできますけれども、Ｓ

ＮＳなんかよりユーチューブとか、あとは紙媒体を含めて、お金のかかることも含め

てね。お金のかかるやつは行政ができるかどうかわかりませんけど、例えば紙媒体だ

ったら広告をとるとかいろんな方法で費用を捻出して、積極的にもっとキタの魅力を

発信してほしい。ミナミがやはり発信力強いんですよ。それに比べるとキタが発信力

が弱過ぎると思います。ミナミに引けをとらないぐらいいろんなストックがあります。

観光だけじゃなく、暮らしも含めた伝統的ないろんな技術もあります。そういうもの

が普通の人に伝わっていないと思いますので、まちの魅力発信力を強化する、そのた

めの予算を組んで頂きたいなと。それもできるだけプロも入れて、外注も含めて、そ

ういうことに取り組んで頂きたいなと思います。それが私の一つの要望になっており

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、髙村課長お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 広報担当しています。非常に大事な御意見ありがとうございます。実は今伝えると

いう北区の大命題のもと、本当に情報発信というのが一番の主要な施策で、柱で力を

入れていることでして、特に情報発信ですね。今、北区の公式ユーチューブを開設し

ていまして、昨年度、区民の方を募集しまして、４つのグループに分かれて、それぞ

れ名所旧跡なり伝統文化の写真などを撮って頂きまして、動画におさめまして、また

職員もメイキングという形で参加しまして、その区民の方に計４本、メイキングで職



26 

員が４本ということで、今、８本の動画を発信していまして、そういうところをまず

充実させまして、その後もできるだけタブレットを活用して、いろんな行事があれば

１分程度の動画に職員が編集してどんどん発信しているということで、だんだんユー

チューブも賑わってきているんですけれども、来年度も、運営方針でも少しご説明し

たんですけれども、動画発信ということを力入れたいと思いまして、来月号の広報紙

で区民の方をまた募集しまして、今度は各個人に機材を持ってきて頂いて、どんな撮

り方をすればいいか、どのようにしたら効果的に撮れるかというところを、事業者さ

んに委託しまして、そこを指南してもらって、実際に講座を受けて頂いた区民の方に

北区の魅力を思い思いに撮って頂いて、自分なりに編集したものを北区のユーチュー

ブにアップする。それで終わりではなくて、今後また自分で自主的にいろんなものを

撮ってもらって、同じ北区のプラットフォームで発信して頂くような会員になっても

らうという形で発展させていこうと思っていまして、こんなことなかなか職員だけで

はできない、やはり区民の方の目線でということで魅力を発掘してやっていくという

事業を力入れていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○吉村委員 

 ユーチューブの再生回数は何回ぐらいですか。全然見たことない。 

○上野区長 

 今コンテンツ数は２４区役所の中で一番多いと思います。今、再生回数の多いもの

で１，０００ぐらいで、まだまだです。でも、吉村委員が言ってくださったことはあ

りがたくて、追い風になりました。やっていかないといけないと思います。魅力をど

う発信していくか。１年目は区民のみなさんに北区の魅力を考えて頂きました。一つ

は新旧のコントラストが最高だということ。それを、誰に発信したいですかと聞いた

ら、吉村委員が言ってくださったように海外の方とかではなくて、まずは区民の皆さ

んに知らせたいと皆さんおっしゃったんです。それで、先ほど髙村課長が言ったよう

に区民の皆さんが日常的にレポーターになってほしいなと思った次第です。そのため
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にはタブレットやスマホで動画を、１分ぐらいにまとめて頂いて、日常的に発信して

いくレポーターをふやしていこうということで、定員３０名で養成し、それを毎年続

けていこうと考えているところです。 

 あと、アウトソーシングでプロの方にお願いするという方法もあるのですが、例え

ば北区にある団体さんに、こういう助成金ありますよ、というようなことを知らせな

がら、いろいろな冊子をプロにつくって頂くなど、経済戦略局とも連携してやってい

くことを考えています。今後も頑張っていかないといけな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。 

○吉村委員 

 もう一つ提案として、外国人で写真コンテスト。外国人がキタを撮った写真コンテ

ストをされたらいいと思うんですよ。展示の方法は人の集まるところでできるだけ安

くやったらいいと思うんですけど、同時にインスタなんかにも載せて、そういうテー

マがはっきりしたコンセプトのある写真コンテストをキタでやりますというインスタ

をつくるとか、あとグランフロントなどを借りて展示するとか。ちょっとした商品出

すだけで外国人、できたら観光客じゃなくて居住されている外国人の方に、外国人か

ら見たキタの魅力というのを発信してもらうというテーマをしっかりつくってやれば、

また違う目線でキタが魅力発信できるんじゃないかと思います。ぜひやって頂きたい

と思います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。北区が元気になることは住民が元気になる、幸せになる

ということですので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、金下委員、お願いしたいと思います。 

○金下委員 

 こんにちは。 
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 今日は特にこのことについてお話ししようと自分の中で絞り切れなくてこちらに来

ました。この会に参加させて頂くようになって４回ほどになるかと思いますが、いろ

んな立場の方々の問題意識というのをこの間聞かせて頂いて、自分たちが住んでいる

このまちのいろんな課題、自分たちが取り組めること、それと区役所、行政で取り組

んでおられることなどを知り、考える機会になり、とても勉強になりました。この場

は、地域の課題をどのようにして解決していくかという考えを持った方々が持続可能

な地域づくりのためにこのようにして集まっていらっしゃるんだなと感じています。

私もその一人の主体として関わらせて貰っているということがやっと自分の中で形づ

くられてきたかなと思いまして、私だけが勉強させて貰ったみたいな気分になったり

しています。 

 その上でなんですけれども、やはり私は教育や環境に関心があるので、持続可能な

地域づくりのためにどんな取り組みをしているか、どんな課題があるかということを、

教育の現場でどのようにしてそれを伝えていけるのか、小学生、中学生、高校生が学

ぶような場面をどのようにしてつくっていけるのかということがとても大きな課題に

なってくるなと感じました。○○教育、○○教育ということには取り組んでおられる

んですけれども、自分たちの地域が持続可能になっていくための見通しや、持続可能

な地域ってどういう地域かということを本当に子どもたちが考えていけるような場面

というのをこれからつくっていくことが大事です。特にこういう場に参加させて頂い

て、それを持続可能な開発のための教育、ＥＳＤといいますけれども、そのヒントを

こういう場で、みんなで出し合っているのかな、子どもたちが学び考えていくための

いろんな材料をここで出していっているのかな、それが大人も子どもも一緒に学び合

う機会づくりにつながるのかなと感じました。 

 ですので、来年度以降の北区としての取り組みの中で、こういうことを北区の学校

の学びとして考えていきませんかということもひとつの提案にもなっていくと感じて

います。学校にとっては「また新しいことですか」という負担を感じられるかもしれ
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ないんですけれども、「この区の、この地域の持続可能な地域づくりのため」という

切り口の学びは、今までになかった新しいことをやるというのではなくて、学校でも

地域でも取り組んできたことをベースにできる部分は多いと思います。少し漠然とし

た話ですが、こちらに関わらせて頂いての実感としてお話させていただきました。北

区ではいろんな講師の派遣ということが教育に関する事業として立っていますけれど

も、中期的、長期的な観点、ＥＳＤという観点から学校との連携、北区ならではの学

びというようなことにも取り組んでいきたい。これは皆さんとても関心を持っておら

れ、私も実感している防災に関することとも関係してくることだと思います。防災は

とても喫緊の問題で、防災中心にということにはなってくるかもしれないですけれど

も、その根底にあるものは地域の持続可能性というところです。そこに光を当てたよ

うな施策を、今言ったような中期的、長期的な観点で考えてみてはどうかなと思いま

した。 

○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 

 ありがとうございます。今まで私たちがやってきていることの一つの視点、そうい

う方向性があるんだなということを教えて頂けたと思います。今私たちが考えている

のは、今までなら親から子へ地域のことを伝えたりしていたのですが、それを伝えら

れない親御さんが増えてきている、新しい住民の方が増えているんですね。新しい住

民の皆さんはまだ地域と余り繋っていないので、地域のことをお知りになられていな

かったりする、そういうところにおいて、例えば、北区に住んでいる子どもたちに、

文化の分野で体験事業を検討する中で、北区の文化って何だろうと考えたときに、一

つは能がありました。大阪能楽会館はなくなりましたけど、今でも、朝陽会館がある、

貴重な能舞台が北区内にあることで、能を見てもらったり、落語があったり、その中
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の演目が北区を舞台にしたものであったり、そういうことにこだわって伝えていく、

それも手挙げ方式ではなくて学校の授業の中で、全員の子どもたちに体験してもらう

ことにこだわって取り組んでいます。それは今おっしゃった、文化というものを語っ

たり誇りを持ち、そこに住む子どもたちに、学校を通して伝えることを、この事業を

通して行っているんだなと思いました。それが今、金下委員がおっしゃってくださっ

た持続可能な地域という意味で、区役所として取り組んでいることの一つです。 

 防災に関しましても、訓練を地域の皆さんと学校と一緒にやって、繋がりの場を持

っているということがあります。 

 今、一番注目しているのが祭りです。夏は夏祭り、盆踊りも多いし、地元の豊崎神

社のお祭りがあったり、代々受け継がれているお祭りがあり、そこの場でまず繋がり

ができます。それは上級生、下級生の繋がり、そして地域の人たちとの繋がり、そし

て文化を知り、触れ合う。学校の先生も来られています。そこでは学校、地域、子ど

もたちが集う場になっているんですね。祭りを運営していくことをどのように継承し

ていくかというところも大事にしていきたいと思っています。 

 そのほか、環境もあると思います。今、大阪市の環境局とごみの分別であったりと

か、資源回収のこと、いろんなことを一緒に取り組んでいて、子どもたちはごみ処理

施設に見学などにも行っています。ごみパッカー車に来てもらって、ごみをどのよう

に減らしていくかということを環境局の職員たちと一緒に考えるような取り組みも行

っています。今やっていることが今後どうなるかというところをしっかり見据えて取

り組んでいきたいと思います。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。 

 金下委員、どうぞ。 

○金下委員 

 今いろいろと取り組んでらっしゃることを言って頂いて、まさにそういうことなん
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ですね。文化のこととか、それから祭り一つでもいろんな継承、それからその準備の

段階で人がつながるというような。地域のことを知る、地域の人たちのいろんな顔を

知るということも一つですし、それぞれやっていることが拡散せずに、こういう北区

を伝えたいんだという横串があって初めて一人の人間の中でもつながっていく部分が

あるのかなと思いますので、やっておられることをもう一度見直し整理することも必

要です。実施している、支えている地域の方、行政の方、私たちも含めて市民が共通

の思いをつなぐ工夫、それは何かキャッチフレーズなのかもしれないし、何か別のや

りようがあるのかもしれないですけれども、霧散していかないように。やったことが

やりっぱなしにならないようにということが全体を支える大きな力につながっていく

なと思います。 

 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。 

 次に、礒野委員、お願いいたします。 

○礒野委員 

 今日は食育のことについてお話しさせて頂きます。食育、最近いろんな言葉でいろ

いろ定義はされていると思うんですが、少なくとも専門的知識を持たれた方が福祉と

か医療とか健康面とかそういうことから当然検討されていると思っております。北区

は食育推進協議会、調べたら２７団体あるようなんですが、そこにどうも企業が入っ

ていないんじゃないかと。まずそれが１点疑問なんですね。入っていればいいんです。

つまり営利面とか問題があるんだったらだめなんですが、最近は北区、大きい企業で

も企業自体がプログラムをつくって取り組んでいるので、やっていなければやって頂

ければと思います。これがまず１点です。それで、今企業は工場を使ったりそういう

体験学習もどんどんやっているので、それをできるだけ取り入れて頂ければと思いま

す。 
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 次に、プログラムの組み立て方なんですが、教育面とか食材の面から考えて取り組

んでいると思うんですが、それでこういう食育まつりもちゃんと実施しているので、

それなりにはされていると思います。ただし、一つ思うのは、大体こういうイベント

のときは材料をそのままつくって、あ、楽しかった、で終わるケースが多いんです。

それにつけ加えて、北区には優秀な食材があるんですね。一つは大阪しろな、芽紫蘇、

守口大根、これブランドなんですよ。まだどれだけ認知されているかは別として。先

ほど吉村委員もおっしゃった、要は鉱石としてこれをＰＲ、生かしていく。これを食

材に入れて、いろいろな加工をして発信していくということになれば、学校でも職場

でも企業でも北区のＰＲがまずできると。ＰＲをどういう形でやるかはそれぞれ手段

はあると思うんですが、まず特産品が何があるかを見つけるということが大事だと思

います。 

 最後に、ワークショップを実施してはどうかと。ワークショップは実は実施してい

るんです。ただし、やっていても北区の特産品とか、先ほど言いました体験実習をも

とにやっているというのが少ないと思うんですね。一つは、グリーンツーリズムなん

かをやって体験観光、それにずっと広めていくという形をとれば、またみんなにＰＲ

できると。食材のワークショップ、つまり味覚教育ですね。まずそれが一つ。それと、

食の体験ワークショップ。この２つぐらいを最低限度やればワークショップとしてお

もしろいんじゃないかと。当然お子さんが来れば大人も来ますので、そういうことを

含めてやればいいと。それと、大阪府のほうでなにわ伝統野菜を当然ＰＲしているの

で、北区にもたくさんあるので、これを生かさない手はないということをまず申し上

げたいです。 

 また、先ほどいみじくも区長がお祭りのことを言いました。そうすると、北区のお

祭りというのはどこでどういうことをやっているか。北区音頭は御存知かどうか知り

ませんが、盆踊りでこれをしたらいいと思うんです。盆踊りだったら北区はエイサー

とやっているのでね。これはキダ・タローさんが作曲しているので結構認知度はある
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と思うんですが、こういうのはどんどん広げていったらいいと思うんですね。先ほど

言いました鉱石はどんどん探して広げていくと。広げなければ持っていても意味がな

いということで、取り入れて頂ければと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これに対しまして北田健康課長、よろしくお願いします。 

○北田健康課長 

 健康課の北田でございます。 

 食育に関してということで、企業が食育に関する団体の中に入っていないという御

意見頂いたんですけれども、大阪市にはすこやかパートナーという制度がございまし

て、そちらにはいろんな食材や生産、加工に関するような会社も全部入っております

ので、そういったところの様々な協力を頂きまして、６月に開催させて頂きました食

育まつりにつきましても参加を頂いている次第でございます。 

 それと、今年度、区民センターの工事の関係で食育まつりをいつももう少し後の夏

にやっていたんですけれども、今回は６月に実施させて頂きました。先ほど地場の生

産物のお話もあったんですが、去年、大阪のなにわの伝統野菜ということで、こうい

った勝間南瓜とか、あと難波葱ですかね、ああいったものを含めまして、しろなとか

そういうものも含めて抽選会をさせて頂いて、お声掛けさせて頂きながら大阪にはこ

ういった伝統野菜があるんだよというＰＲをさせて頂いたんですけれども、今回、時

期が６月ということで、６月というのは梅雨の時期でもございまして、いろんな青物

というのがちょうど夏物と春物が入れかわる時期なんですね。ですので、そういった

ことで準備ができなくて、今回はペットボトルを使って、それに種をまいてお家でも

水菜ができるよという形での体験といいますかコーナーをつくらせて頂いて、自宅で

もできるような栽培という部分での、食育とは、もうちょっと前の生産のところにな

ってしまうかもしれないですけれども、でき上がったもの食べるという。子どもさん、
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例えば保育所、幼稚園なんかでおイモをつくったりとか、トマトをつくったりとかよ

くされていると思うんですが、目の前でつくったものを自分達が食べるというのが一

番の食育になるのかなと思います。食べず嫌いというのもなくなるし、当然その時期

にできるものを食べるというのがやっぱり一番体にもいいということで、そういった

取り組みはさせて頂いております。 

 また、今頂きましたワークショップのお話ですけれども、今後御意見頂いたことを

検討の中にどんどん入れて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

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。 

 礒野委員、よろしいでしょうか。 

○磯野委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは、伊永委員お願いします。 

○伊永委員 

 先ほどもありましたけど、２９年度から区政会議に参加させてもらって今日が４回

目になりますかね。本当に熱心に皆さん区のことを考えてらっしゃって、それぞれの

立場での御意見、非常に区としても貴重になりますし、我々もいろんな交流ができる

というのは本当にいい場だと思います。 

 １点だけ、前々回に少しお話しさせてもらって、それから具体的になっていないん

ですけど実は非常に気にしているのが、来年のことなんですけれども、いよいよワー

ルドカップのラグビーが始まり、大阪でＧ２０があると。この件で、大阪府さんと府

警本部で訓練が計画されて、私も協力させてもらったんですけれども、大阪市として

一向に内容が出てこなくて、実は今、政令市を含めて４つの市でテロ対策マニュアル



35 

の作成と、来年１月ごろにＧ２０を迎えての訓練が計画されております。大阪市から

全くその話がないので、少なくとも北区には６，０００から８，０００人の外国人が

宿泊すると。メイン会場はインテックスだからいいとは言いませんけれども、６月で

すからいよいよ１年ありませんので、実際に市の危機管理がなかなか表に出てこない

中で、メイン会場というか主たる外国人がいる場所が北区ですので、区として何らか

の備えといいますか、どこまで備えていらっしゃるか。これはここでお答えというこ

とは言えませんけれども、やはりちょっとこの１年の間に真剣に対応をお考え頂きた

いと。それと、実際に警察と完全にリンクされているのかどうかも正直言って気にな

るところですので、ぜひ御検討頂きたいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これに対しまして、上野区長お願いします。 

○上野区長 

 おっしゃるとおりで、区長会でＧ２０の開催にあたり、概要だけは報告を受けてい

るのですが、実際にテロ対策等々の詳細の説明は受けておりません。けれども、大き

なターミナル駅のある北区としましては、危機管理室から、取り組みのスピードアッ

プも含めて情報収集いたします。どうも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。 

伊永委員、よろしいでしょうか。  

○伊永委員 

 はい。 

○吉川議長 

ちょっと時間は大分残っているようですけれども、今日はお二方が御欠席という

ことでちょっと時間が余るようでございますので、早く終わらせて頂きたいと思いま
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す。 

 それでは、大変長らくお待たせいたしました。お忙しい中御出席頂いております議

員の先生方よりお願いしたいと思います。 

 前田議員、お願いします。 

○前田市会議員 

 委員の皆様、今日も長時間にわたりいろんな様々な御意見を頂きまして本当にあり

がとうございます。 

 今日の会議の中で一番多かったのが防災の観点からの意見が多かったのではないか

なと感じました。６月１８日に発生した地震に絡んで、区のほうでも様々な課題、問

題が今回の地震の発生によっていろいろ出てきたと思います。市も実は今回の地震を

受けて、今、危機管理室を中心に各局がいろんな取り組み、本当に大きな課題がいっ

ぱいあったところです。今日出た意見の中で、これは友田委員からの御意見だったと

思うんですけれども、電話が通じなくて、そして小学校の対応ですね。区の中によっ

ても各小学校によって下校させるのか、それとも小学校にいたままにさせるのか、そ

の辺の判断が相当違ったところがあると。これは事実でして、北区以外の区でも、福

島区の１つの小学校では当日運動会が実施されていまして、最後まで運動会をやって

る学校なんかも中にはあるんです。これは、教育こども委員会のほうでも大分いろい

ろと議論になりまして、もともと大阪市の防災マニュアル上、小学校の学校の校長先

生がこういう災害時のときに学校を休校にするかどうの判断を行うということがマニ

ュアル上規定されているんですけれども、一方で災害対策基本法という法律がありま

して、この法律に基づくと、災害対策本部長である市長が教育委員会に休校するかど

うかの指示を出すように法律上なっていまして、この二本が同時並行で一体どうなん

だということで、実は市がこれまでほとんど整理をしてこなかった。ですので、学校

長は自分の判断で休校にしたらいいのか、それとも市長が指示があった時点で休校に

すべきなのかということが実は全く整理できていなかったというのが大きな問題にな
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りました。ですので、やはり規定の整備と、それと校長先生が実際本当にどんな対応

をどういう場面ですればいいのか。今回の地震は７時５８分に発生してますので、小

学生の生徒さんがちょうど通学したか、一番早い生徒さんが学校に着いたかぐらいの

タイミングなんです。そのときに、要は学校が始まったときに地震が起きた時点、あ

るいは始まる前で起きた時点、いろんな場合を想定してしっかりと対応していかない

といけないなということで、引き続き市でも議論をして、そして次、もし万が一災害

があったときの対応をきっちりできるように私からも議会で取り上げていきたいなと

思っています。 

 それと、今日の中でもありました、北区、本当に子どもさんが、ものすごく増えて、

保育園、幼稚園の数も、昨年は保育園の数を増やすという取り組みもやってきている

ところなんですけれども、一方で保育園、幼稚園を支える先生が不足していたりとか、

あるいは今お子さんが多いので、今日、健診のお話が出ました。物すごく需要が増え

ていらっしゃると。区の課長もいろいろ対応してくださっていまして、これもやはり

市のほうでも、先ほどもありましたけれども、２４区の中で、当然子どもの数が減っ

てらっしゃる区もあろうかと思いますけれども、これはどうしても医師会が絡む話な

ので非常に難しい部分もあるんですけれども、市にいらっしゃる本部にいる医師の派

遣ですね、この辺も私も何か後押しができたらなと今日聞いていて思いました。 

 それと、あと最後なんですけれども、ちょうど帰宅困難者のお話、これは南委員か

らも少しお話があったかと思うんですけれども、やはり北区はほかの区と違って巨大

なターミナルを抱えていると。夜の人口と昼の人口が違うというところで、一気に休

日なんかは物すごい数の人がターミナル周辺、外国人を含めてすごく数が増えます。

そのときにやはり帰宅困難者の発生。今回の地震でも、朝の時点では地下鉄もＪＲも

全て止まってしまいましたけど、あの状態が逆にいうと夜を越えて数日間もし仮に続

いた場合、あふれ返るような帰宅困難者の状況が発生すると思います。その際に、今

ちょうど開発が始まっていますけれども、うめきた２期の開発の真ん中にちょうど防
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災拠点を備えていくということで、帰宅困難者の方に向けても防災の拠点をしっかり

とつくっていく必要があるだろうと。これは私もまた市会を通じてそういう観点から

事業者を通じてお願いをしていきたいと思います。 

 以上、いろいろ委員の方々から意見を賜りまして本当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、お願いいたします。 

○高山市会議員 

 委員の皆様、長時間にわたりまして御議論頂きまして本当にありがとうございます。

すみません、私も少し遅参してまいりましたけれども、テーマの３番のところから聞

かせて頂きました。 

 まず、南委員から外国人観光客に関するお話がございまして、私も中崎町周辺、お

店たくさんございましてよく行かせて頂くんですけれども、私が議員になった当初か

ら外国人のマナーに関することを聞かせて頂いていました。小さいことかもしれませ

んが、登下校中の子どもたちのランドセルの姿が外国の方からすると珍しいというこ

とでよく写真に撮られてしまうという話も聞いていたんです。その後議会でちょっと

取り上げさせて頂きまして、今大阪市のホームページで外国人観光客に関するマナー

について、５カ国語くらいで今載せさせて頂いているんです。普通の路上喫煙に関す

るマナーから電車の乗り方、そして優先座席であったり、たばこ、そして写真の撮り

方。写真には肖像権があるんですという言葉を外国語、英語を初め５カ国語で記載さ

せて頂いているんです。まだまだこのページがなかなか、日本語で表示されない余り

浸透してないのかなと今日聞いていてすごく痛感いたしまして、グーグルの翻訳で直

すと意外ときれいな日本語に直るということで、英語ページをコピーして頂いたら日

本語に訳せるのかなと思います。南委員からも、各所でそれを配ったり、ＱＲコード

でという御提案もあったんですけれども、ぜひそういったページのＱＲコード化して
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頂けたら、お役に立てて頂けたらなと思います。 

 あと、最後に伊永委員からテロ対策についても御指摘頂きまして本当にありがとう

ございます。以前北区でもテロ対策の大規模な訓練をしようじゃないかという動きも

あったんですけれども、ちょっと外交の関係上延びてしまったという経緯もございま

して、Ｇ２０、世界中の首脳の方々が大阪に来られるということですので、もう一度

しっかりと大阪市としても取り組んでいかなければいけないポイントだなと思いまし

たので、市会を通じてしっかりと取り組んでいきたいと思います。 

 本当に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、久谷議員、よろしくお願いいたします。 

○久谷府議会議員 

 久谷でございます。まずもって遅参しましたことをお詫び申し上げます。委員の皆

様方には本日も長時間にわたりまして御議論頂きましたこと感謝申し上げます。 

 私も参加させて頂いたとき、ちょうど区長がお話しされておられまして、文化や芸

術をもって子どもたちの心の教育とか、そういうようなことを進めていくということ

をおっしゃっておられました。本当に教育というのは大変難しくて、何をもって教育

とするのか。例えば心を豊かにするということと、そして学力を伸ばす。これは両立

することが一番大事なんですけれども、なかなか、例えば進学校になれば学力だけ上

げたらいいというような方針でやられているところもあります。それはちょっと違う

だろうと思っています。まずは、やはり小学校、中学校、そういった段階のときに心

の教育、しっかりとしたビジョンを持って取り組んでいくということ、これは大事だ

と思っています。私も以前のこの区政会議でも言ったように、教育委員会の答弁、私

も教育の委員になったときに府の教育委員会といろいろするわけですけれども、例え

ば現場が混乱したときには教育委員会と連携する。また教育委員会は現場をしっかり
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指導していくというようなことになるんですけれども、やはり一番大事なのは教育の

環境、家庭環境ですね。家庭教育でいかに伸ばしていくか。家庭にいる、特に今夏休

みに子どもたちありますので、やはり家で勉学するという時間が長くなります。そう

いった中で、子どもたちがわからないと言ったときにしっかりとしたサポートできる、

親も学力つけていかないといけないなという、私も自分に言い聞かせながらやってい

るわけでございますけれども、そういったことも大切であろうと思っております。大

阪というところは教育日本一を目指しているところでございますし、特に今大阪の場

合は塾に通っている子どもさん、塾に通うお金というのが全国一番大阪が多いんです

ね。それだけ学校の教育では不足しているというのが、反比例しているのかなと思っ

ています。それをいかに塾とかそういったお金を圧縮する、学校の教育でちゃんと復

習もして、そして予習もして、そこで勉学が賄えるという方向に持っていくというこ

とが一番大事かなと教育の部分については思っております。 

 冒頭からは多分、防災の件についていろいろあったと思います。私の目の前の床も

ひび割れしているので若干気になっているんですけれども、そういったこともあって、

やはり今回意識が高まったものと思っております。いずれこういった災害というのは

またいつか起こるというようなこともしっかり覚悟しながら前に進めていくというこ

とが大事だと思っておりますし、先ほどのテロ対策の部分なんですけど、９月に大阪

府警、また曽根崎署を中心としてテロ対策の訓練をされるということをお聞きしてお

ります。そういった、まずＧ２０に向けてしっかりとしたテロ対策にしっかり取り組

んでいきたいと思っておりますし、私も実は今教育の常任委員会に所属しております

ので、特にテロ対策等についての配置をこの北区を中心とした市内に集中するように

ということで要望しているところでございますので、そういった情報もしっかり逐一

提供していきたいと思っておりますので、今後とも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 
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 議員の皆様方、お忙しい中本当にありがとうございました。 

 それでは、最後になりますが、岡田副議長、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。 

 三輪委員から防災グッズや備え方など意識を高める働きかけをというお話がありま

して、私もこの区政会議に出るまでは福祉とか子育てとか教育には興味あったんです

けど、余り防災とか防犯に関心がなかったんですね。ですが、この区政会議に出るよ

うになってから、チラシにしても、何でもちょっと深く読むようにはなりました。で

すので、わがまち北区を、こういう広報紙なんかをつくるときの熱意の半分ほども相

手さんに届かないというのが本当のところだと思うんです。すごくいい内容が書かれ

ていると思いますので、ずっと発信し続けて頂けたらなと思います。 

 ２つ目に、吉村委員が言われました北区の魅力発信ということで、前回金下委員が

匠のわざのリーフレットを以前につくられたというお話をお聞きして、翌日に地域課

に提灯のことを少し教えてくださいということでお伺いさせて頂いたかと思うんです

が、その後、御紹介頂いたＯＡＰさんとか大阪大学の教授の先生と繋がらせて頂いて、

中学校で天神祭の提灯について、埋もれているものがあるので、ぜひ子どもたちに探

してくださいということをアピールしてきて、夏休み後に子どもたちがどれだけ出し

てくれるかなと今待っているところなんですが、ちょっと私も地域を回らせてもらっ

て、一つの提灯、唯一一個だけ見つけることができました。見つけたときにちょっと

お店の中に入って、すみません、写真撮らせてくださいと言ったときに、すごく嬉し

そうな顔をして、今つけているところないでしょう、みたいな話を頂いたんですね。

やはり魅力は埋もれているんだなというのをすごく感じました。ぜひ区役所さん先頭

切って、私どもついていきますので、発信して頂けたらなと思います。 

 この区政会議がたしか２年任期だったと思うんですが、１年目が終わったところか

なと思います。すごく１年間知らなかったことをいろいろ学び、自分たちが携わって



42 

いるところが他区より一歩前に進んでいるというのを実感しながら来たので、私はす

ごくここに参加することによってプラスにしか今までずっと思ってきませんでした。

ここから２年目は、私は今すごく満足していて、この区に住んでいてよかったという

満足だけでいるんですが、やはり不便とか困ったなとか、こうだったらいいかなとい

う不満とか不安とかそういうものがさらなる北区のステップアップに繋がるのかなと

思ったら、満足していたこの１年はちょっと終わらせて、２年目はそういう目線で区

民生活を見ていかなければならないなと心を新たにしたところです。 

 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、本日は本当に多くの御意見を頂きましてありがとうございました。 

 皆様方の円滑な議事進行に御協力頂きまして、無事本日の会議を終わらせて頂きま

して、本日委員の皆様方から頂戴いたしました意見や課題につきまして区役所で十分

御検討頂きまして、区政に反映して頂きますようによろしくお願いをしたいと存じま

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あればお願いいたしま

す。 

○上野区長 

 本日も長時間、貴重な御意見どうもありがとうございました。頂きました御意見は、

気づいていないところもあったり、また、これから進めようと思うところを励まして

頂くような御意見も頂きました。またしっかりと中で議論しまして、３１年度のしっ

かりとした運営方針、そして予算編成をしてまいりたいと思います。また、まだ十分

お答えできていなかったこともあったかと思います。この後、担当者から説明させて

頂きますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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○吉川議長 

 本日は長時間にわたりましてありがとうございました。 

 これをもちまして、第２６回区政会議を終了させて頂きます。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 


