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第２７回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   平成３０年１０月３１日（水） 午後３時００分から午後４時５７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）、笠井 あゆみ（委員）、 

   金下 玲子（委員）、白石 千壽（委員）、友田 幸子（委員）、 

   樋口 洋子（委員）、前田 陽子（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）、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（素案）等について 
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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２７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、伊永委員、南委員、森田委員が御欠席で

ございますが、委員定数１６名のうち１３名が御出席いただいておりますので、議長

を含む委員定数の２分の１以上の委員が御出席ということで、有効に成立しておりま

す。 

 また、久谷府議会議員につきましては、少々遅れているようでございます。 

 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 

 上野でございます。本日はお忙しい中、御参加いただきましてありがとうございま

す。 

 本日の区政会議は、初めてお示しさせていただきます来年度の区の運営方針の素案

につきまして説明させていただき、委員の皆様方の御意見を賜りたいと思っておりま

す。 

 内容につきましては、後ほど担当から詳しく説明させていただきますが、運営方針

１ページ目の一番上、区の目標、これに関しては思い入れが強くて、これまで言って

きたことをどのように表現しようかと思っていたのですが、今のところ、“住んでい

てよかった！”“働いていてよかった！”“学んでよかった！”と、区民の皆さんの

総合的な満足度の高い北区を目指すという大きな目標を掲げさせていただきました。 

 さまざまな取り組みを相互につなげながら、より効果的に取り組んでまいりたいと

思っております。そのためには、この運営方針、まだまだ素案の段階で流動的な部分
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はございますが、本日、委員の皆様からの御意見をいただきながら磨きをかけてまい

りたいと思っております。本日も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 

 皆様、こんにちは。議長を務めさせていただきます吉川でございます。本日も委員

の皆様方の御協力をいただきまして、円滑な議事進行に努めてまいりたいと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 着座をお許しいただき、進めてまいりたいと思います。 

 さて、本日の区政会議でございますが、ただいま上野区長より申されましたように、

平成３１年度北区運営方針の素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。 

 本日も、質問や御意見につきましてはお一人一問で議事を進めてまいりたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆様の御意見を幅広く公平にお

聞きし、区役所の方々の答弁につきましても、できるだけ皆様方の前でお願いしたい

と考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、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す。それでは、早速説明させていただきます。 

 お手元の資料、一番上の次第をまずご覧いただきたいと思います。今日の議題です。

区長からもありましたように、平成３１年度運営方針ということで、素案となってお

りますように、作業中であります。ゆえに、直前に資料を事前に追加送付ということ

で変更点もお示しして送らせていただきました次第で、まだまだ作業中という中で御

説明を差し上げたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 使う資料は、下に書いています資料１と資料２を使用しますが、従前、区の運営方
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針につきましては３点セットと申しており、概要版というものをつくっておりました

けれども、概要版はやはり本体の抜き書きで、断片的になりまして、委員の皆様方の

これまでの質疑、あるいは事前の質問を見ていただきますと、やはり本体からの御質

問が多いということもありまして、新しい運営方針のこの機会に、本体をもって今日

は説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず全体構成です。中身に入る前に、平成３１年度のたてつけ、家でいえば柱です

けれども、どんなふうになっているかというのをまずご覧いただきたいと思います。 

 様式１は概括的なことなんですけれども、様式２と３が具体的な中身になっており

まして、特に左の様式２ですね。これが北区独自で項目立てしている部分、様式３が

大阪市各区共通の市政改革プラン２．０に基づく取り組みとなっております。 

 様式２が重点的に取り組む主な経営課題ということで、平成３１年度につきまして

は、３経営課題、９戦略、９取り組みと、難しい名前がついていますけれども、左か

ら大きな枠がだんだん細かくなっていくというように捉えていただければと思います。

ということで、３つの経営課題、９の戦略があって、９の取り組みと、市政改革プラ

ンは大項目というのが先ほど申し上げた大阪市共通の目標、それに対して小項目とい

うのが北区の取り組みが書いてあるという部分です。ということで、様式２がまさに

北区が独自で取り組んでいる、推進している部分というわけです。 

 これをご覧いただきました上で本体に入っていきますけれども、資料２をご覧いた

だきたいと思います。 

 まず様式１です。先ほど区長からもありましたように、この平成３１年度、まずも

って、どういう方向に持っていくのかというのを大きく示したものが様式１でして、

区の目標ということで、“住んでいてよかった！”“働いていてよかった！”“学ん

でよかった！”という区民の満足度の高い北区を目指すと。 

 使命につきましても、これまで具体的な表現が多かったんですけれども、この際、

包括的な表現に改めまして、より、目標あるいは考え方が大きく伝わるような形に書
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きかえております。ただ、目指す方向はこれまでと大きく変わるものではありません。

ということで、区の使命については、大きく２点、安全安心の暮らしを実現するとい

うことと区民一人一人が輝く場を創造するということで、特に北区は豊かな資源がご

ざいまして、それを生かしながら輝く場をつくっていきたいということです。 

 それから、平成３１年度の区長の方針ということで、区政運営の基本的な考え方で

すけれども、３つの柱を掲げておりまして、１つは多様な主体との連携・協働、そし

て多様なコミュニティー形成、２つ目が広報紙を初め、従前から申しております情報

発信に力を入れて、北区の地域の魅力を伝えていく、それから３つ目は職員の心構え

です。これは後ほど申し上げますけれども、期待されているサービス以上の提供を目

指し、“プラスα＆チャレンジ”の精神で取り組むという職員力の向上をうたってい

るということが大きな柱でございます。 

 そして、１枚めくっていただきまして、３ページです。 

 ここからが様式２ということで、内容の具体的な部分になります。経営課題１、安

全安心なまちづくり。この後、どれも大事な取り組みです。しかしながら、時間の関

係もありまして、基本的には引き続きということで充実を図っていくスタンスなんで

すけれども、平成３１年度、特に柱となる、あるいは新規事項を含めて幾つか取り上

げながら補足説明したいと思います。 

 経営課題１については計画で大きなことを書いて、現状や要因分析、課題などを抽

出した上で、４ページ、この安全安心なまちづくりの最初に据えておりますのが、や

はり何といいましても地域防災の項目です。 

 改めてこの運営方針の本体の見方ですけれども、左に計画と書いています。下にも

計画とあります。計画の上は、目指す成果及び戦略、まさに３から５年後を見通した

大きな方向性ですね。目指す状態をどのようにしたいのか。その下にアウトカムと書

いています。これはそのどういうふうにしたいかというのを数字で表そうとすれば、

どういう数字を掲げますかということ、そして右の戦略というのが、その数字を目指
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すためにどんな方向の取り組みを行っていきますかということを書いています。 

 下に移りまして、平成３１年度はそれに向けてどんな取り組みをしていくんですか

と書いているのが当年度の取り組み内容、その当年度の取り組み内容についてどんな

アウトプット、どういう指標、何回とかいうことで、回数とか頻度を掲げていると、

各項目こういう仕組みになっておりまして、下の空白はまた来年度、中間あるいは終

わったら振り返りで記入していって最後完成するという様式になっています。 

 そういう中で、この防災です。一番左に戻っていただきまして、在住・在勤する誰

もが、率先して自助の取り組みができる状態、あるいは１９地域において、避難所開

設訓練ができる状態ということで、右の戦略ですね。誰もが関心の高い防災をテーマ

にということで、多様な対象に向けて、北区の特性を踏まえて作成した北区ジシン本、

これが何といっても大きな目玉でございまして、この９月に完成しました。これは平

成２９年度に企画編集をした北区独自のもので、北区在住・在勤・在学の方を対象に

配布しております。リーフレットは全戸配布をしております。それから、冊子につき

ましては、ただいま北区役所の区民交流プラザでも実施しておりますけれども、ミニ

講座を受けていただいてアンケートを記入していただきましたら、本体の冊子もお配

りするということで、平成３０年度はまさに印刷して配布しているというところとな

っております。そんな中で、さらに平成３１年度はこれを活用して、自助、そして近

隣地域との共助の意識を醸成していくということ、それから帰宅困難者対策について

も、一時滞留スペースの確保を引き続き進めていく、それから南海トラフ巨大地震、

あるいは豪雨に備えた災害対策支援も行っていくという戦略です。 

 下に移りまして、当年度の取り組み、これも戦略を細分化したものです。ジシン本

を活用していって、現状を把握しながら取り組みを推進する、あるいは防災の講座を

実施していく、帰宅困難者対策、津波避難ビルの確保、それから防災パートナーの登

録をどんどん増やしていきたいということを目標に掲げております。これは防災、ま

ずトップに据えております。 
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 それから、５ページが終わって６ページをご覧下さい。 

 これは平成３１年度、初めて掲げる項目でして、喫煙マナーの向上、いわゆる路上

喫煙対策でございまして、大阪市でも市長を先頭に、非常に力を入れている、議会で

も質疑、議論になっている部分です。何といっても、北区は梅田周辺、大きなターミ

ナルを抱えておりまして、既に御堂筋とか市役所の中央公会堂周辺は指定されている

んですけれども、何とかこの大阪駅の玄関口のところにも広げていけないかというこ

とで、既にたばこマナー向上エリアということで、区民の方々に御活動いただいてい

るんですけれども、過料が発生するという路上喫煙禁止地区にしていけないかという

取り組みです。 

 ということで、目指す状態は、喫煙者のマナーが向上した状態ということで、アウ

トカムとしましては、ＪＲ大阪駅周辺のマナーが向上したと感じる区民の割合を平成

３３年度までに５０％以上に増やしていきたいという中で、下の取り組みです。今現

在もいろいろと調整しております。どこのエリアかというのはまだ決まっておりませ

んが、この大阪駅の周辺を指定するということで区画を決定していきたい。そのため

には、やはり地域との調整、あるいは環境局を初め、関係機関との調整というのが非

常に重要になってくるわけなんですけれども、そういった取り組みを進めまして、何

とか来年度に指定が実現すればと考えておりまして、所要の予算も確保しているとい

う状況でございます。 

 次に、経営課題２の地域福祉の推進につきましては、９ページをご覧いただきたい

と思います。 

 この福祉分野については、右のページにあります住民主体の福祉コミュニティづく

り、これは地域福祉コーディネーター、ＣＳＷ、ＳＳＷが連携した地域住民の生活課

題を早期に発見して解決を図っていく取り組みを実施していくのですけれども、９ペ

ージにあります北区地域福祉計画、これは従前からずっと積み上げてきているものな

んですけれども、平成３１年度については、現状の、北区地域福祉計画は計画期間が
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平成２７年度から平成３１年度の５年計画になっておりますので、次の平成３２年度

に向けた第２期の計画の策定に取り組むということが主眼になってきます。そのため

には、アウトカムに掲げていますように、小地域、これはそのもとに各地域で小地域

福祉計画というのをつくっていただいていますけれども、その一番地域に密着した部

分で福祉活動が充実していると感じる地域の割合を増やしていく必要がある、そして

下の今年度につきましても、第２期の計画に向けて学識経験者や関係機関等の参加や

連携によって取り組んでいかなければならないということで、これが来年度、第２期

の計画に向けて振り返りを実施していくというのが主な取り組みでございます。 

 それから、１０ページの経営課題３、子育て環境・教育環境の充実というところで

は、１１ページをご覧いただきたいと思います。 

 子育て環境の充実ということで、これは３０年度はプレ実施ということなんですけ

れども、いわゆる第１子を子育て中のお母さん方の孤立を防ぐということで、横同士

のつながりですね、特に北区はタワーマンションなどの新築が相次いで、出産・子育

て世帯が多く転入されているという中で、近所に顔見知りの方が少ない中で、初めて

お子様を持たれて、どうしたらいいのかわからないと、不安になるという機会が多う

ございます。そういうときに横のつながりを持つ機会をつくるということで、いわゆ

るＢＰプログラムと、ベイビープログラムと言われるものですけれども、北区でも実

施していくということで、平成３０年度は１２月の広報紙で掲載を予定しています。

まずはプレで実施するんですけれども、平成３１年度につきましては、この下の取り

組みに書いていますように、区内４地域の拠点で行いたいということで、２から５カ

月児の乳児を育てる親と子を対象にということで、絆づくりのプログラムを実施した

いということで、指標としましては、右に、参加していただいてよかったと、つまり

この育児に対して肯定的に捉えることができる、育児ストレスが軽減されたと感じた

方の割合を高めていきたいということで、プレ実施も含めまして、ＢＰプログラムを

取り組んでいきたいということを掲げております。 
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 あと、ページをめくっていただきますと、子育て支援や待機児童、ずっと教育環境

支援とありますけれども、従前どおりこれらについても実施していきたいという部分

ですけれども、時間の関係もございますので、説明は割愛させていただきます。 

 それから、１５ページの様式３、これは先ほど申しました大阪市共通の市政改革プ

ランに基づく取り組みですけれども、たくさん項目は上がっています。ただここでは、

２項目を説明させていただきます。１６ページ、職員づくりと人材マネジメントとい

うところですね。 

 先ほどの区長の方針でも挙がっておりました職員づくりというところです。非常に

力を入れているところで引き続き取り組んでいきたいんですけれども、この当年度の

取り組みのところ、一つ一つ上げております。全職員を対象に、課題発見・解決力の

向上を図るわくわくプロジェクトというのを職員を選抜しながら実施しています。こ

れはずっと継続してやっております。その中でいろいろな改善点を実現に結びつけて

いくというものです。あと、わかりやすく情報を伝えるためのデザインということで、

専門家のアドバイスを受けながら情報発信に磨きをかけるという部分、それから３つ

目です。この前、北区職員の「あなたとともに」というメッセージソングを区民カー

ニバルでも御披露しましたけれども、庁内でも朝と終業時にも流しております。そう

いう職員一丸となって、区民に寄り添って取り組んでいくという職員醸成のための取

り組み、それから、定期的に課内で、職員を表彰するということで意欲を高めていき

たい、あるいは外部講師に入っていただいて接遇状態を見ていただくなど、職員力の

向上というところをしっかりやっていきたいということが区民満足度の向上へと反映

できればというふうに考えています。 

 それから、１８ページ、これは防災とも関係するんですけれども、項目４の地域に

根差した活動の活性化ということで、この町内会、自治会の活動への支援というので、

取り組みの中で、北区は９割の世帯がマンション居住という実態ということを踏まえ

まして、先ほども御紹介しましたジシン本を活用しまして、防災講座等を行いまして、
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自助の醸成、あるいは共助の啓発というところを掘り起こしていきたいということで、

人と人とのつながりをつくって、いざというときに自分の身を守ることはもちろん、

御近所と助け合って安全に暮らしていただけるというところを目指していきたいとい

うことで掲げております。ということで、防災の取り組みを切り口としてコミュニテ

ィの形成を図るということを目指す取り組みです。 

 様式３につきましてはたくさんありますけれども、主にこの２点がセールスポイン

トといいますか、北区らしさを発揮していきたいなという部分です。 

 時間の関係でちょっと雑駁な説明になりましたけれども、ここだけはというところ

を御説明させていただきました。どれも重要な取り組みでございますので、説明しな

かった部分が重要度が低いとか、そういうわけではなく、せっかくの機会ですので、

ポイントを補足させていただきました。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様より御意見をお聞きし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伺いしておりますので、できる限りその御

希望のテーマで御意見を述べていただけるよう進めてまいりたいと存じますが、でき

るだけ多くの方の御意見を賜りたいと思いますので、円滑な議事進行に御協力を重ね

てお願いをいたします。 

 それでは、まずテーマ１の防災・防犯につきまして御意見を頂戴したいと存じます。 

 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

見をお願いいたします。 

 それでは、金下委員、お願いいたします。 

○金下委員 

 こんにちは。金下です。 
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 今日は防災に関連してちょっと意見と感想をお話しさせていただきたいと思います。

資料でいいますと４ページの地域防災の来年度の部分とそれと関連して１７ページの

人と人とのつながりづくりというところです。 

 先ほども来年度の防災の取り組みで、北区ジシン本を活用してという御説明をされ

ていたと思うんですけれども、私が住んでいるマンションでも、この防災講座を今ち

ょうど受けている最中なんです。１度目が終わって、それから今度、近々２度目を受

講しようというところになんですけれども、実際に今回の取り組みでマンションで参

加をしてみての個人的な感想なんですけれども、うちのマンションはとても戸数が少

ないんですけれども、お隣とか地域とのつながりがやっぱり必要なんだなという意見

が１回目のミニ講座を受講したところでも出てきました。今までコミュニティという

ほどのコミュニティがあったわけでもない、お付き合いのちょっと少ないマンション

なんですけれども、その中でもお隣同士声をかけるとか、それからマンションの外の

地域の町会というのは、どうなっているんだろうというところに関心を持つ方が出て

こられたという意見もあって、これからにつなげていきたいということをアンケート

でもおっしゃっている方が出てこられたんですね。それはやっぱり防災というものを

切り口にして、地域に目を向ける市民がちょっと増えてきているのかなと、そういう

きっかけになっているんだなということを私は実感しました。私自身もよかったなと

思うところと、常日頃からそういう会話がなかった住民同士でもそういう話が出てき

たというところが、先程の１７ページの人と人とのつながりづくりというところ、そ

こにもつながっているのかなと思って、一住民としてとても実感をしました。 

 そこで、また実際に、意識がちょっと外に向いてきた、つながるというところに向

いてきた次の段階として、講座を１回受けて、それからマンションのルールづくりの

きっかけというところでもう一度するんですけれども、その先に自分たちがどのよう

につくり上げていったらいいのか、そのルール、ひな形はつくっても、実際にそれは

紙の上でルールができてよかったねの次の段階というのが実はとっても大事なことか
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なと思っています。そこに対するヒントを区のほうからもいただけたり、全部こんな

んがあるからやりましょうという形ではなくて、住んでいる人たちが自分たちの住ま

い方とか、自分たちのコミュニティに合った、マンションの実情に合った形の計画を

立てたりするときの自分たちが考えたことに対する支援ということが次の段階に必要

になってくるんだろうなと思いました。講座を受けた実績という、数は大事なんです

けれども、それがちゃんと防災の活動、それから地域づくり、人のつながりづくりに

つながっていくようないろいろな仕掛けというか、ヒント、取っかかりを区の中でも

やはり少し全体として、今は防災という切り口なんですけれども、面としてマンショ

ン住民が取っかかりをつくれるような全体的な地図みたいなものを行政でもイメージ

はされているとは思うんですけれども、私たち市民が取っかかりやすい、それから取

り組みやすいような形のヒントをもらえたら、また次のステップに行けるのかなと思

いました。それはマンションだけではなくて、学校などで取り組んでいらっしゃる防

災教育にもつながっていくと思いますし、マンションが取り組めば、地域の学校とか、

そういったところにもつながりましょうということで、地域の地活協とか、そういう

ところからの呼びかけにもなると思いますので、最初の取っかかりをつくるところと

次の段階、それからもう少し広がっていくという見通しを持って、中長期的に絵を描

いていく部分を持っていただけたらいいなと思っています。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これに対して御回答、地域課の谷口課長、お願いいたします。 

○谷口地域課長 

 大変ありがとうございます。非常に嬉しく思います。今おっしゃられましたマンシ

ョンコミュニティの防災講座のことですけれども、目的としましては、今、金下委員

がおっしゃいました地域に目を向けていく市民が増えてきたのではないかとおっしゃ

っていただいたことが実はマンションコミュニティの目的の一つでございまして、マ
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ンションの中で完結するということはもちろん大事なことなんですけれども、地域で

は日々避難所の開設、避難所の運営、また防災技術の向上のための訓練など、また講

座などを熱心にやっておられるんですけれども、現実として、やはりマンションにお

住まいの方と従前から北区にお住まいの方との間のコミュニケーション、コミュニテ

ィーがなかなか成り立っていないという部分が北区に限らず、大阪市としての大きな

課題になっているんですけれども、そういったことで、少しでもマンションの住民の

方と地域とのつながりができるために、防災を切り口とした講座を行っているわけで

すけれども、委員がおっしゃっていただいた、一つの成果として、地域のほうに目を

向ける方が増えてきたのではないかとおっしゃっていただいたことは、私ども、この

事業をやっていて大変やりがいがあると感じているところでございます。私の意見と

してですけれども、大変ありがとうございます。 

 また、カリキュラムとして、この防災の講座につきましては、今の段階、それから

その先についても、例えばマンションの中で防災の訓練をやってみるとか、マンショ

ンから外に出て地域の方と一緒にそういった講座とか訓練なんかに参加するとか、そ

ういったカリキュラムも考えてございますので、どうかまだこの先、何度も講座等を

開催することは可能でございますので、ぜひとも私どものほうに御協力をさせていた

だければと思います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 上野区長、どうぞ。 

○上野区長 

 先程の金下委員の御要望の中で、中長期とおっしゃってくださったところを補足し

たいと思います。今、分譲マンション３６５にアプローチした中で、お返事いただい

た４０のマンションで取り組みを行っております。金下委員がおっしゃるように、ず
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っと寄り添って、実際にマンションのカルテをつくったり、規則、ルールをつくった

後も寄り添っていきたいのですが、今言った数字でどれぐらい区役所が直接できるか、

もしくは委託事業者さんにお願いできるかというところは正直、未知数でございます。

私たちが目指す方向性としたら、パッケージをつくって、自主的にマンションの皆さ

んがそれを活用して動いていただけるようなものをつくろうとしております。今のよ

うに一から寄り添うというのはなかなか難しい現状を、どうやって自主的な動きをし

ていただくか、マンションの中でもリーダーを見つけて動いていただく、そういうこ

とが本当の現実的な中長期の計画だと思っております。私どもはそういうことで今、

動いておりますが、今後もまた御意見いただきながら、そして予算の中で、選択と集

中の視点で、こちらにかけなくてはいけないと思ったら、かけていく方向性も考えた

いと思います。 

 以上でございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

○金下委員 

 今おっしゃっていただいたずっと寄り添う、ずっとお世話をするということを区が、

行政が頑張るだけではなくて、市民も自発的な力をつけていくというその一つの切り

口として大事にしていきたいなと思っています。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。 

 次の方は友田委員、お願いいたします。 

○友田委員 

 こんにちは、豊崎の友田です。 

 大阪北区ジシン本についてですが、私たちの地域では講習を受けてジシン本をいた
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だいて、それを見て、興味もあるし、あの本はいいねという皆さんの御意見がとても

多いです。ありがたいなと、興味を持っていただいているなと思っております。また、

事前質問票で専門の方がいろいろ御質問されておりますが、それもまたいろいろ考慮

していただきまして、追加や改訂をしていただくようよろしくお願いします。 

 それから、これを全世帯に配布ということはどうでしょうか。予算的には無理でし

ょうか。私の孫が小学校５年生なんですけれども、「おばあちゃん、何読んでいる

の」「見せてくれない」とやっぱり興味を持っていて、イラストがまたかわいいイラ

ストを描いていて、学生や子どもたちも興味を持つようなものですので、どうか皆さ

んに配れるものでしたら配っていただきますように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。 

 これに対して、谷口課長お願いします。 

○谷口地域課長 

 全世帯の配布については、当初から考えてはおりませんでした。というのは、概略

版という、チラシのようなものを配布させていただいていますけれども、その中にお

およそ必要なことは書かれてはいるんですけれども、全世帯に配布するということで、

広報紙なんかもそうなんですけれども、そのままごみ箱に捨てられたりするというよ

うなこともありしまして、委員の皆様方は防災に関しては大変関心を持っておられる

方が多いですけれども、実際に市民の方でいいますと、全ての方が災害や防災に関心

を持っているということではなくて、やはりその冊子をそのまま関心がなければ全く

手にとって見ることもないということも考えられますので、まずは少し関心を持って

いただいているということで講座を開いて、それで配布をさせていただくという方法

をとってきたということでございまして、当初から全世帯に配布するという考えはあ

りませんでした。 

 今後につきましては、協議はいたしますけれども、まずは手にとってぜひとも見て
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みたい、学習してみたいという方に講座を開いて配布していきたいというところでご

ざいます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

上野区長、どうぞ。 

○上野区長 

 すみません、今、友田委員がおっしゃっているのは、全戸に行き渡るようにとおっ

しゃってくださって、今、谷口課長は、全戸にポスティングするという理解で説明申

し上げて、お話しが多分すれ違っていました。それは誤解のないようにということで、

初めから全戸にポスティングしていくというのはやはり無駄になってしまうことがあ

ったらもったいないということで、着実に、概要を説明したミニ講座を受けていただ

いて、アンケートで現状も把握した上で、お渡しするということで、今、８万世帯あ

りますけれども、８万世帯に行き渡らせるのが私たちの目標でございます。これから

は学校にもアプローチしますし、いろいろなところでアプローチするので、１世帯の

中でも、多分いろいろなところで受講することになると思うのですが、１世帯に複数

本というのはお控えいただいて、例えば上野家に１冊とかで、皆様に啓発、お願いを

していこうと思います。今は１家に１冊、８万世帯を目指して、手渡しで顔が見える

関係の中で渡していくことを目指しております。 

 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、ありがとうございます。 

○吉川議長 
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 ありがとうございました。 

 続きまして、礒野委員お願いいたします。 

○礒野委員 

 今日は喫煙のことについてお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。

最近、喫煙に関する話題がいろいろなところで出ているということで、少し気になる

ことがあったので、それについてお話しさせていただきます。 

 まず、受動喫煙、大阪市は健康増進法第２５条の施策に基づいて、冊子なんかも作

っていらっしゃって、ちゃんと取り組んでいらっしゃるというのは認識しているんで

すが、身近なところで、私が経験したことについて少しお話しさせていただきます。 

 まず、資料の３ページと６ページ、御存知の方も多いと思うんですが、日本銀行の

大阪支店の大江橋の近くにスモーキングエリアがあるんですね。これは扇町公園が管

理しているということで、私がたまたま出くわしたのが、そこの横に信号があるんで

すね。私、自転車でよく回るんですが、信号のところでとまると、喫煙されている方

がたくさんいらっしゃって、煙がもろにかかってくるときもあると。これはたまたま

と言ってしまえばそれまでなんですが、しばしばそういうケースがあるということを

まず申し上げたいということで、もし予算があれば、あそこは単に灰皿を置いている

だけのようなので、煙を吸い上げる装置というのを設置できないか、もしそれができ

なくて啓発ということを考えるとすれば、あそこは余り目立たない看板を置いている

んですね。喫煙場所はこういうふうにしてくださいとか、たばこはこういうふうにし

てくださいというのを、余りかわいくない表示でしているということと、先ほど来、

話題に出ているのは、路上喫煙禁止の区域を設定するのはわかるんです。たばこは禁

止したらいいというのはわかるんですが、ただそうすると、喫煙されている方はどう

するのかと。 

 一つの例として、よく見かけるのは、コンビニなんかでよく吸っているんですが、

そこで１人ぐらいやったら別にどうってことないんですが、ある程度集団になると、
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やはり煙がいろいろなところに蔓延する、これは信号待ちの近くにあるコンビニは私

も何回か経験したんですが、そういう状況があるわけです。どういうふうにしたらい

いかというのは、私の案なんですが、啓発というのはある意味で当たり前なんですが、

一つはＪＴがちょっとしたコンテストで、喫煙の煙を防ぐような方策をとっているコ

ンテストをやっているんですね。これも一つの方法だと。それと、あとはイラストな

り、路上にちょっとしたマークをするとか、駐車、駐輪なんかのときは路上にいろい

ろなかわいいマークをつけているんですよ。だから、それと同じような形でやるか、

それと音声は余り出せないので、小さい音声で啓発するとか、予算の関係があるので、

もし可能だったら、ハード面はそういうことをしたらどうかと。ソフト面は先ほど言

いましたちょっとしたかわいいチラシなんかをつくるのも一つの方法だと。 

 要は、人とたばこを分離するというのは物理的に無理なので、たばこを吸うことに

よって発生する煙をどうするか、まずそれを考えて、煙対策、つまり分煙空間のどう

いうアイデアを出すか、そういったことを考えたらと思うんですね。大阪市の議会で

も平成２９年に要望も出しているし、来年、大阪府も検討していると。大阪市は先に

進んでいて、政府の罰金とか、区域を制定するのはわかるんですが、ちょっと別の方

向から考え直したらどうかなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 髙村課長、お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 ありがとうございます、まさに御指摘のとおりでして、路上喫煙禁止地区の指定で

何が一番ポイントになるかというと、やはり灰皿の位置なんですね。条例の趣旨は、

決して吸う人を排除するのではなくて、ここでポイ捨てはだめですよ、歩きたばこは

だめですよというのを指定するかわりに、喫煙されるのでしたらここでお願いします

という、ある意味、分煙といいますか、そういうのが底流にありますもので、今回、
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私の説明でも大阪駅周辺を指定するということで区でも検討しているのが、どこに灰

皿を設置するのかというところが今まさに検討中でして、これも相手のある話で、地

域との合意、あるいは企業さんとの合意が要りますし、面積に対してこの１カ所でい

いのかとかいうのもあります。まさに今そこを詰めていまして、そういう意味では、

委員御指摘のこれからこしらえる部分ですので、特に都島区の場合、京阪モールのと

ころを指定していますけれども、あれもＪＴさんが社会貢献で設置してもらったとい

うような情報も得ています。そんなことで、灰皿についてもそういったことも協議し

ながら、何かいい灰皿、施設をつくれないかというところも研究していきたいと思い

ますし、健康増進法も今入手している情報では、どうも改正の予定で、単に喫煙所を

つくればいいだけではなくて、囲いをつくりなさいというような趣旨の改正がなされ

るような情報も得ていますので、そういう意味では、これからやっていく北区として

は、表示やつくりも含めて、すごく工夫のしどころがあると思っていますので、そこ

はじっくり時間をかけて、でもスピード感も持ってですけれども、北区らしい、さす

が北区だなと言われるような形のものをつくっていきたいなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

諏訪副区長どうぞ。 

○諏訪副区長 

 副区長の諏訪でございます。御提案ありがとうございます。 

 委員がおっしゃった中で１つキーワードがあったと思っています。デザインという

ところですね。上野区政の重要方針でありますデザインで情報発信をする、しっかり

届けるということで、まずは大阪駅前ということで御説明申し上げましたので、大阪

だけではなく、関西、西日本の玄関口にふさわしい、北区にふさわしい、それでもっ

て制度の趣旨といいますか、しっかりと区民、市民の皆さんに届くようなデザイン力

を発揮していけたらなと思っていますので、頑張っていきます。よろしくお願いしま
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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。三輪です。 

 私も防災に関して御質問いたします。先ほどからジシン本の件に関してはいろいろ

と御意見もありますし、非常によい本が出て、またいろいろなところで出前講座なり、

防災学習がされているとは思うのですが、もちろん今年度はそういうものを含めて、

たくさんの出前講座や防災学習会がされていると思うのですが、先ほど言われていま

したように、北区にあるマンションの数から考えますと、なかなか先が遠いなという

思いも少しあります。その件に関してはまたいろいろと御検討をされていることと思

うのですが、もう一点、すごく気になりましたのは、６月の地震のときに北区の周り

にあるたくさんの橋ですけれども、橋を渡っていく帰宅困難者の映像がたくさん流れ

たと思うのですが、同じことがまた地震が起こったときに、日中、この北区内に住民

以外の人が非常にたくさんいる、通勤、通学の子どもたちも含めて、そういうときに

帰宅困難者の対策が住民の防災対策と同じようになされていないと、結局北区内でた

くさんの混乱が起こる。 

 たまたま昨日、６月の映像をいろいろな角度から見る機会があったんですが、橋を

渡る人たちの誘導というのは、警察だけに任しておけるものではなくて、やはり事前

に防災学習の中で住民対象でなくて会社とか学校とか、そういうところに対してのレ
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クチャーも必要なのではないかと。それから、これはほかの行政との関係もあると思

うんですが、橋はすぐに渡っていいのかとか、もし橋が渡れなかったときにどうする

のか。この前、余り大きなニュースになっていなかったですが、自衛隊が淀川に浮橋

をつくる訓練をしていたというのをちらっと聞いたんですけれども、それぐらい橋が

だめになったときにということをこれは国の問題なのかなと思うんですけれども、北

区としても、そういうときにたくさんあふれてしまった人たちをどうするのか、対策

協議会もあると思うんですけれども、具体的に取り組んでいかないと、住民との間で

の混乱も考えられると思いますし、そのあたりはどのようにお考えなんでしょうか。 

○吉川議長 

 谷口課長、お願いします。 

○谷口地域課長 

 北区におきまして、帰宅困難者の問題は大変大きな問題でございまして、６月の地

震でも、委員がおっしゃいましたように、大勢の帰宅困難者、歩いて帰宅されたので、

帰宅困難者ではないんですけれども、実際に電車が深夜まで動かなかったという状況

ですので、大勢の方が違う交通手段、もしくは歩いて帰られたということなんですけ

れども、今、委員がおっしゃいました帰宅困難者対策協議会の中では、自分の会社の

社員につきましては、最低限、大きな地震があって、交通機関が麻痺した場合には、

帰宅させずに最低１日は自社で待機させて下さいと、そしてそのための物資等を備蓄

しておくようにというような対策協議会の中ではそういった申し合わせをしているん

ですが、一番大事なところは、その会社とか学校とかでお勤めや学習をされている方

以外の旅行者でありますとか、滞留されている方々につきましては、そういった方々

が滞留するスペースというものがない。そういった方々は今回の地震では大阪駅のタ

ーミナルや、ビルの軒下、階段など、そういったところで休憩されたみたいですけれ

ども、そういった方々を取り込むようなスペースをこれからはつくっていかなければ

ならないということで、帰宅困難者対策協議会の中で自分のところの会社の中で少し
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でもそういったスペースを提供していただきたいということで、そういった働きかけ

をしているところでございます。 

 加えて、まだ正式には決まっていないんですが、大阪駅前のうめきた第２期の工事

がこれから始まるんですけれども、防災公園という形で大きな公園ができます。そこ

にも帰宅困難者の方々を収容できるようなスペースを確保できないかということで協

議をしているところでございます。今のところはこのような状況でございます。 

○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 

 はい、ありがとうございました。 

○吉川議長 

 いろいろ意見を頂戴しておりますが、次のテーマに参りたいと思います。テーマ２

の福祉・子育て・教育につきまして御意見を頂戴したいと思います。 

 笠井委員、お願いいたします。 

○笠井委員 

 笠井でございます。前回はお休みいただきまして、失礼しました。 

 事前質問票でも質問させていただいていまして、一番最後の３段目のところに御回

答いただいていますけれども、経営課題、１０ページの子育て環境・教育環境の充実

についてなんですけれども、やはり３・４・５歳の教育の無償化ということがすごく、

一番末端の市民のほうに伝わっているにもかかわらず、私が運営している地域子育て

支援拠点事業というところが０・１・２・３歳の未就園児を対象に親子に日々接して

いますと、幼稚園落ちたという話がすごく北区の独特の現象としてあらわれてきてい

ると感じています。 

 待機児童解消ということで待機児童は一応ゼロ人という形で、２９年度は、たくさ
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んの保育園ができて、すごくよりわかりやすい子育てマップもできて、お母さんたち

が地域に目を向けるような形もできてということで、拠点の意義も果たせている一方

で、１人の母親、父親からして、３歳の子どもが３歳にどこの集団に属せるのかとい

うのは、就労の有無にかかわらず、やはり公平に受けられるものであってほしいなと

いうところで、やはり今、福祉課の子育て支援室に行きますと、福祉的要素が高いで

すので、保育にかける状態でないという形で幼稚園を落ちた、でもあなたは保育にか

ける状態じゃないので、４歳まで待ってくださいというような形になってくるのが現

状かなと思うんですけれども、やはり私立幼稚園就園奨励費補助で本当に無償で３０

万円、保育料がバックするというのは、母親たちにとっては、３歳になったら集団に

属したいという十分な動機になると思いますので、そのあたりで幼保一元化と叫ばれ

て長いですけれども、実際にできていないなというのと、土地がないな、園庭がない

なというそのあたりも含めてお母さんたちはすごく悩まれているんだなという現状に

直面しています。 

 続いて、１１ページの親子の絆づくりプログラムなんですけれども、２カ月から５

カ月の乳児、第１子を対象に絆づくり、横のつながりのつくり方ということですごく

期待をしていまして、区内４カ所で行うということですので、ぜひ私たちも学んで、

それを理解した上でフォローアップしていけるような拠点でありたいなと思うので、

それを受けて終わりというのではなくて、その後の過ごし方みたいな大枠の学校に行

くまでの未就学児の過ごし方の選択肢みたいなものを提示してあげる必要があるとい

うのが、今は横はつながっても縦とつながりにくいという現状があるので、そういっ

たイメージのプランというのもぜひあった上で、このプログラムが実施されるといい

なと思っています。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 
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 武市福祉課長、お願いいたします。 

○武市福祉課長 

 笠井委員の御指摘のように、私も会議の場に出ておりましたけれども、子育て支援

の方が幼稚園に入れないというお声がありますよということをお聞きして、ああ、そ

うなのかと思っているんですけれども、ちょうどいいような北区の３歳・４歳・５歳

の人口分布とそこが入れる定員数というようなしっくりくる資料がどうしても見つか

りませんで、といいますのが、今回、北区の保育所の部分を北区役所が担当しており

ますので、保育所の入所だけですけれども、この１０月１日から１５日までの間に来

年の４月の入所の申し込みを受け付けましたら、８１６名の方が北区の区役所に来て

申し込みをしていただいたんですけれども、実はこれ以外に、福島区から北区の保育

所を申し込まれる方、相当数いらっしゃいます。同じように中央区から申し込まれる、

都島区から申し込まれる、結局のところ、子どもさんを育てるときに生活圏が自転車

で連れていける範囲ということなので、区の区切りでここから先は行けないというこ

とはありませんので、他区からの申し込みが相当数あるということと、今回すごく多

かったのが、恐らく３月に鍵を渡してもらえるタワーマンションなりがあるんだと思

うんですけれども、他市、吹田や豊中、堺とか大阪の府下もそうですけれども、東京

とか、かなり離れたところから北区の保育所に来年３月にはそちらに引っ越している

予定なので、北区の保育所に今申し込みをしたいですということ、そういう場合はお

住まいの自治体で申し込みの書類を受け付けていただいて北区へ送っていただくんで

すけれども、そういった数がかなりございました。 

 そのことからも、今現在の北区の子どもさんの数をつかんでも、来年の春とは既に

ずれが生じるということと、もう一つは幼稚園の入所の数が今、認定こども園という

ような制度をつかっている幼稚園については、北区で教育認定という、うちの課で認

定を出していますので、公立の３園ともう一つ、私学の幼稚園、トータル４園は定員

数を把握しているんですけれども、それ以外の幼稚園は各園で手続をしていただいて
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おりますので、来年の定員数が把握できておりません。これは市内全域そういうこと

だと思います。また、幼稚園の場合はバスで通われる方も多いので、必ずしも北区の

幼稚園に北区の子どもさんがいらっしゃっているとは限らないところもありまして、

北区でお住まいの方でも、もう少し近隣のほかの区の幼稚園に行っておられる方もか

なりいらっしゃるので、どちらかというと、子どもさんの就学前の集団での生活の保

障ということでいえば、大阪市全域で検討していただく必要があるかなと委員御指摘

のこの質問もあって、私たちも強く感じたところです。 

 局のほうにも、こういったお話もあって、北区では幼稚園に入れずに、どちらかと

いうと、幼稚園のほうが希望なんだがなと思いながら保育所に申し込んで来られる方

もいらっしゃるんですということもあわせて、お伝えをさせていただいたところです。 

 これからもちょっとうちの保育所の状況とかも細かく見ていかないといけませんし、

おっしゃったように３歳児の保育料の無償化というお話も市長が少しおっしゃったと

いうこともありますので、状況をよく見ながら、局とも情報交換をしていきたいなと

考えているところです。 

 親子の絆づくりプログラムの件は健康課が回答します。 

○吉川議長 

 北田課長、お願いいたします。 

○北田健康課長 

 健康課長の北田でございます。 

 先ほどの親子の絆づくりプログラムに関する意見でございますが、北区はやはりマ

ンションがたくさんあって、子どもさんを産むに当たって、実家で産んで、何カ月か

されてから北区のほうに戻ってくると。今のお母さんは、かなり御近所とのつき合い

もないということもあって、ネットとか、そういう情報に関してはすごくとられてい

るんですけれども、果たしてそれをどう選択するのかというところで非常に悩まれて

いるがたくさんおられるのかなと。特にお一人目の初めてのお母さんということにな
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りますと、頼るところ、相談するところもなかなかということもあるので、そういっ

た方をできればこういうプログラムの中に参加いただいて、育児ストレスから解放、

解消したいというのがまずの目的でございます。 

 このプロジェクトは、２４区の中でも我々が初めて実施するということになります。

今年度中に一度、試行的に実施させていただくことも考えておりまして、平成３１年

度には４回やろうということで、今後いろいろな課題が見えてくるかなと思いますし、

委員に御意見いただいている部分についてもお聞かせいただきながら、できるだけい

いものにしていきたいと思いますので、ど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。 

 笠井委員、よろしいでしょうか。 

○笠井委員 

 はい。 

○吉川議長 

 続きましてテーマ３のほうに参りますが、その他の区の施策のみならず、テーマ１、

テーマ２の防災・防犯、福祉・子育て・教育でも結構でございますので、御意見を賜

ってまいりたいと思います。 

 まず、樋口委員、お願いいたします。 

○樋口委員 

 樋口でございます。 

 医師会のほうから今、病院の問題が出ておりまして、これは近々の話なんですけれ

ども、済生会中津病院が特養施設と乳児院を大淀のほう、前のプラザ跡に建て替えの

関係から移転しようという話が出ております。そのときに乳児院を向こうに持ってい

く計画で、大阪で乳児院があるのは済生会中津だけなんですね。一手に引き受けてい

ただいていて、それで今７０床、７０人預かっていただいているんですが、国の政策
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としまして、それを３０に減らしてほしい。大阪府としたら、いやいや、もっと診て

もらわないといけないので、６０ぐらいはしてほしいというところで、非常に院長先

生も混乱されていて、それで特養のほうもすぐ近くに特養の施設もありますし、どう

いうふうな計画でやっていこうか、もうそろそろ計画を進めていかないといけない。 

 そういう移転の話がある中で、これも夏にやっと公になったところなんですけれど

も、扇町公園の真ん前の水道局の跡地に大阪市からのプロポーザル契約で、にぎわい

施設を、北区のにぎわいをもっと誕生させようということで、にぎわい施設の募集が

プロポーザルであったんです。それで、そこに応募してこられたのが主に東淀川でや

っている病院さんだったんです。それで、最初からここは子どもの数が増えているし、

これ以上、マンションはやめてほしいという条件はあったんですが、マンション以外

だったら、にぎわい施設に、だから母体の部分はにぎわい施設、だからその上には、

例えばホテルが来ようが、何が来ようがわからないのですけれども、マンション以外

だったら何でもいいですよということで募集がかかったところ、応募があったのが１

件だけだったそうで、それが病院さんだったんですね。 

 その大きい病院、５６０床が急性期病棟で来るということで、にぎわい施設、いろ

いろなホールとか演劇とか、そういうのも目的でされるんですが、実際に３００、４

００が入るような大きな劇場でもなく、会議場としか使えないから、結局は病院さん

が使われる会議場になるのかなというような感じのそういう施設が今度移転して、ほ

ぼ契約のほうは進んでいるんです。２０２０年着工の２０２２年竣工予定ということ

でホームページにも載っております。ただ、急性期病棟で５６０床が来るというと、

あそこは真ん前に扇町公園を挟んで北野病院さんがあります。済生会中津病院もあり

ます。北区は病院が非常に豊富にありまして、今度は病院の連絡会をこの北部ブロッ

クで開きまして、そのベッド数の調整をさせていただいているんですが、東淀川から

北区への移転なので、ベッド数としたら、大阪市全体から見たら変わらないので、別

にオーケーですよという話なんですが、地域医療の面から考えましたら、東淀川の医
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師会も、その病院が抜けると、淀川キリスト教病院しか救急を受けてくれるところが

なくなるので、非常に地域は困ると。それから、城東区にもその関連病院がありまし

て、そこも抜けていかれるので、北区は急性期病棟があふれる、あふれると言ったら

ちょっとおかしいんですけれども、来られるのであれば困っている小児科、そういう

のをやっていただいて、前から言っています健診とかでも協力していただけませんか

と言ったら、そのつもりはないような感じで、私たちは大阪市からの話ですので、後

で決まってから聞かされたので、医師会としたら、最初の話し合いの部分でちょっと

納得がいかないなということで、今、健康局に申し入れてその話の調整をしていただ

いているというのが現実です。 

 だから、それは全部、先ほどから出ている北区は子どもが多いからどうしようとい

う話から何から何までつながってくる話なので、この移転の問題が現実に起こるか起

こらないかで非常に困る。それから済生会さんも大淀のほうに乳児院が行って、それ

で今、２つ抱えて、うろうろと私たちが会議ばっかりしていても何もならないですけ

れども、そういうのが現実なので、大阪市の方針なので、でも実際には北区が一番絡

んでいることですので、だからもうちょっとにぎわい施設の部分、その辺に力を入れ

ていただけるようなそういう御助言なりをしていただけましたら、私たちとしたらい

いのかなと思っております。一般市民の方もこの話は本当に最近決まったということ

だけで御存知ないと思いますので、こういう会議の場でも皆さんに周知していただい

て、何かいいアイデアがありましたら、せっかくの大阪市の土地を使うのであればと

思って、ちょっと今日はお話しさせていただきました。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 ただいまのお答えは、髙村課長お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 ありがとうございます。扇町用地の件ですね。今、委員に御案内いただいたとおり、
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８月２４日に業者が決まりまして、その時点で我々もその結果を聞かされたほうでし

て、従来、北区はもともと扇町ミュージアムスクエアというのがありましたので、北

区が求めていたのは、そういった劇場ホールの機能を備えたにぎわい施設、これが区

の望みです。繰り返しになりますけれども、児童急増もあるので、いくらにぎわい施

設といっても、マンションとの複合とか、マンション機能はやめてほしいと。やはり

純粋なにぎわい施設が欲しい。ただ、もちろんにぎわいだけでは採算がとれないので

複合施設にならざるを得ないであろうというふうには見ていたんですけれども、その

複合施設の親元になるものが医療施設であったと。その医療施設との複合施設という

ことで結果を受けたということで、その情報を、入手次第、委員にも、両医師会の会

長様にお届けしたということで、ホームページにもその概要、あるいはこのパース図

も公開しているところであります。 

 私も担当者として、決まった後、先月、早速事業者と打ち合わせをしまして、この

契約は水道局がするんですけれども、北区はにぎわいを求めている関係で、別途協定

書を同時に結んだということで、９月２８日に地域の賑わい創出・まちの活性化・防

災対策等に関する協定書を結んでおります。その中できっちり約束事を決めておきま

しょうということで、今後、施設ができてから本格化するわけなんですけれども、甲

と乙、つまり大阪市と事業者は賑わい創出等について地域と協議する場として協議会

を設置するものとするということで、きちんと商店街を初め、近隣地域と調和を保ち

ながら盛り上げていけるように、そこへ区役所が橋渡しをしていけるように、必要に

応じて業者が入って盛り上げていけるようにということで、この地域、事業者、行政

という三者が入った会議体をつくっていこうということも約束しています。これはこ

れから調整に入っていきますので、御案内のとおり、２年後に着工、４年後に開業と

いうことですので、会議もそれに連れてどんどん成熟していくわけなんですけれども、

こういった形で、にぎわいについては北区はしっかりと担保していく、地域にもお約

束して盛り上げていくという使命を持っております。 
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 医療施設の部分については、これは水道局さんとの契約の話ですので、私もその担

当者のところで申し上げたのは、北区はにぎわいの部分をしっかり事業者と調整して

いきますけれども、その本元である医療関係の部分の調整というところは、それはし

っかり医療圏の問題として調整してくださいと、そこがこけてしまうと、にぎわい施

設でも何でもなくなりますのでというところはしっかり申し上げています。この協定

書もある中で、しっかり頼みますよということは申し上げているところでして、今後、

しっかりとにぎわいの部分は頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○樋口委員 

 わかりました。ありがとうございます。その部分が大きくなりましたら、その上に

乗っかっている医療部分というんですかね、それが、今の計画だと、どうしても急性

期でやるんだとか、小児科は余りしないとか、そういうふうなまだ病院としても余り

計画が立っていないようなお話だったので、東淀川の人がお気の毒で、向こうはごそ

っと病院が抜けられるので、その後はどうしたらいいのかと、今、要望書は出してい

るんですが、だから実際に、ひょっとしたらこの話はまた変わっていくかもしれない

なと少し感じているところです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に武市課長どうぞ。 

○武市福祉課長 

 委員御指摘の乳児院の件でございますけれども、大阪乳児院、病院が併設されてい

るということで、実はあそこは大阪府が管轄している乳児院になっておりまして、大

阪市が所管している乳児院というのは、ほかにも住吉区であるとか、城東区とかに何

カ所かございます。ただ、あそこは病院がついておりますので、高度な医療ケアを必

要とする乳児さん、親御さんが育てることができない子どもさんは、市内の子どもも
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含めて、あそこで一手に引き受けていただいているというのが現状ですので、確かに

単純に国の方針で、家庭的な擁護の環境ということで、里親とかを推奨されているの

は事実なんですけれども、長い目で見た計画として定員数を減らすということも聞い

てはおります。現実的には医療的なケアを必要とする子どもを診るところはほかにあ

りませんので、大阪府でそのようにお困りになったのも、もっともなことだと考えて

おります。なかなか北区から、あちらへお願いをする子どもさんはほとんどないんで

すけれども、区内の施設ですので、北区の要保護児童対策協議会などには御協力いた

だいておりますし、あちらにいている子どもさんの児童手当の関係とかも北区役所が

扱っておりますので、普段からいろいろなやりとりをさせていただいておりますので、

また何かの際にはお話をしていきたいと思います。 

○樋口委員 

 ありがとうございます。さっきおっしゃった虐待なんかで身体的にケアが必要な子

どもさんたちも預かっていただいているので、全部いろいろなことがつながってまい

りますので、乳児院減らしてもらうと困るなと思っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次の方にまいりたいと思います。お待たせいたしました、吉村委員お願

いいたします。 

○吉村委員 

 僕は魅力発信事業についてお伺いしたいんですけれども、御存知だと思うんですけ

れども、９月、１０月に住之江区役所が地元の府立港南造形高校の学生さんと協働で

地域の地域活動協議会が１４あるんですけれども、１４の地域のポスターを電通のク

リエイターの協力を得てつくられたんです。それを聞いたので、１０月の頭に住之江

区役所まで行って見てきたんです。２階のホールに展示されていまして、１０月５日

以降は各地活協のまちに張り出すということをお聞きしまして、現物を見ていただい
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たらわかるんですけれども、まず港南造形高校の学生さんが積極的に、コンテ、それ

から地域との交流の中でいろいろなお話をして、どういうふうな形の発信をして、ど

ういう映像にするかと、写真にするかということを詰めて、技術的なアドバイスを電

通のクリエイターさんが全部したと、それをつないだのが区役所の地域課の方がつな

いだという手順で、なぜ私が、こういうことを言っているかというと、結構情報の発

信力がすごかったんですよ。業界の人も含めて、こういうことをやっているよと、住

之江区役所はこんなことをやっていると、地元の高校生と一緒にこんなことをやって

いるよという話を聞いたので、普通そういう情報って簡単に入らないんです、区役所

がそういう事業をやっても。これは、よくよく聞いてみると、全国、東京の有名な広

告代理店の人も全部知っていたんです。これがいかに情報発信力があって、住之江区

がどれだけ全国に発信されたかという一つの証拠なんですけれども、こういう方法も

あったのかなと思ったので。 

 これも一つの例としてまた御案内しますけれども、それまでにも文の里商店街でこ

ういうちょっとおもしろいというのか、エスプリのきいたポスターを２０１４年、今

から４年前に文の里商店街のお店の人を撮影したり、これも電通の同じ人ですけれど

も、クリエイターが無償でその昭和のにおいのする商店街を何とかおもしろい方法で

表現して、ちょっと広く情報発信したいなという思いでつくられたんです。無償です、

これも。これを見にいったんですけれども、やっぱりおもしろくて、それが今、第２

回ぐらいまで、今年もやったんですかね、１１８枚ぐらい撮影して、１１８枚ぐらい

ポスターをつくっているんですよ。それが一つ一つ、見ていただかないとわからない

んですけれども、非常におもしろい。これもただ単に文の里商店街がそれをやってい

るだけじゃなく、こんなことをやっているというのを東京の大手のクリエイターがみ

んな知っているんです。文の里というのが東京では有名なんですよね、そういう意味

で。そういうふうな情報発信力のある人がそういう地域と一緒になってものをつくっ

て発信するという一つの手法ですけれども、こういうこともやっていくと、非常に経
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済的にも安く効果は絶大だと。あるクリエイターに聞くと、文の里商店街の第１回目

の広告効果としては５億以上あるやろうと。そういうのも無償でやっているというこ

とで、今どんどん全国に広がっています。 

 このクリエイターの人は阪神・淡路の震災復興で一番関西でも被害を受けた地域の

一つの阪急伊丹駅の駅前の西台という町の写真もやっています。これもおもしろいで

す。それから、女川ですね。宮城県の女川でも震災復興を目的に情報発信をしていま

す。 

 そういう意味では、これからこういう手法も、北区も考えて、普通に発注したらお

金がかかるので、いかにクリエイターを巻き込んでやる気を出させて、うまく情報発

信できたらなと。前回も申し上げましたけれども、やはり写真の魅力というのは、イ

ンスタグラムよりも１枚１枚の写真の魅力がどれだけあるかということがこれは証明

しているので、ぜひちょっとご覧いただいて、ホームページも見ていただくと、全部

写真が載っていますので、一度見ていただいたらいいと思うんですけれども、そうい

う意味では、北もそういう素材はたくさんあるので、ぜひこういうことも含めて考え

ていただけたらなと思います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 貴重な御意見ありがとうございました。 

上野区長、どうぞ。 

○上野区長 

 情報をありがとうございます。私もその辺は関心が高いので、先ほどの情報をキャ

ッチしておりました。住之江区、やってくれたなと思いました。北区はおっしゃられ

るように、資源がいっぱいあるんですよね、企業さんも。そこで北区ならではのやり

方、そして行政の役割というものに迷いがあって、いつも考えております。どちらか

といえば、こちらが仕掛けるというよりも、企業さんたちからの提案をいただきなが
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ら、できたら民民でやっていただく方法、行政がそこに入ることでうまくいく方法を

これからもどんどん考えていきたいと思います。 

 企業との連携という部分では、のんちゃん・すーちゃんの新しい服は上田安子服飾

専門学校さんから御提案いただいて一緒に取り組んだ例はございます。もっともっと

広げながら、ヒットを狙いたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 吉村委員よろしいでしょうか。 

○吉村委員 

 はい。 

○吉川議長 

 続きまして、大西委員、お願いいたします。 

○大西委員 

 大西でございます。 

 前回、南委員から観光客、主に外国人観光客のマナーについて、ＱＲコードとかポ

スターでＰＲしたらどうですかという提案がありましたよね。私は、たばこマナー向

上エリアという活動をしておりまして、その交流会が１０月１６日にありましたので、

阿倍野の環境局に行きまして、そのときのお話で、環境局でも、やはりマナーについ

て何とかしないといけないということになっているみたいなんです。環境局では、そ

の対策としましては、観光客への広報として、路上喫煙禁止地区についての案内とか、

そういうのを海外観光客向け雑誌に掲載しておりますと、そういう報告があったんで

すけれども、雑誌といいますのは、まず買わないとだめですよね。買って、手にとっ

て、その記事を見ないと効果が出ないわけです。それで、前回、北区の区政会議で、

そのことについてＱＲコードとかポスターとかを統一してつくったらどうですかとい
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う案がありましたということを提案したんですね。そしたら、環境局の方が、ぜひと

もそれはデザイン面についても予算面についてもコラボをして、よりよいものをつく

りたいということをおっしゃっていたんですね。谷口課長にそのことを少しお話しし

て、環境局と北区とどういう連携ができるのかなということをお話はしたんですけれ

ども、要するに私が言いたいのは、環境局だ、北区役所だというのではなく、やはり

そういうお話が持ち上がったという時点でお互いにいい知恵を出し合って、予算を出

し合っていけば、これはいいお話になるんじゃないかなと、提案みたいですけれども、

そういうお話です。 

 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、髙村課長お願いいたします。 

○髙村政策推進課長 

 路上喫煙関係ですが、まず役割としましては、従前は環境局が全て、今の例えば御

堂筋とか、市役所の周辺部分というのは、局主導でここにしますということで進めた

時代があったんですけれども、区長がシティーマネジャーということに位置づけられ

てから、環境局は後方支援の役割で、地元調整とか、もちろん予算そうなんですけれ

ども、どこのエリアにするとか、広報のしかたも含めて、そういう実質的なことは、

区が主導でやってくださいと。環境局では路上喫煙対策委員会というところに最終諮

問して答申いただいて指定するわけですけれども、そういう役割分担があります。何

が言いたいかといいますと、区に自由度、裁量がかなりありますので、それだけ今お

っしゃったように工夫の余地もあると、ちょっと先ほどの答弁とも重なるんですけれ

ども、ですので今のお尋ねのように、指定の作業もそうですけれども、啓発という部

分もかなり区に裁量がありますので、どこに看板を置くか、どういうポスターをつく

るか、どんなキャンペーンをするかなど、全部区に裁量がありますので、そういうこ
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とをできるような予算も来年は確保しております。ただ、局と区の連動というのは絶

対に必要ですので、我々も専門知識がいろいろとあるわけではありませんので、ここ

でこんなキャンペーンとか、こんな設置の仕方とか、こんなポスターの張り方とか、

ここはどうなんだろうかという相談はもちろん局とちゃんと連携しながら、何せこれ

から指定作業というのを積み上げていけるので、いいポスター、あるいはＱＲコード

といった御意見も踏まえながら、北区らしい指定の仕方をしていきたいなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

大西委員よろしいでしょうか。 

○大西委員 

 はい、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。 

 続きまして、白石委員、お願いいたします。 

○白石委員 

 安全安心なまちづくりというところで少しお話をしたいと思います。この間の台風

の件ですが、本当に道一本隔てたところで停電が起こりました。すごく不安で怖かっ

たです。そのときに何かセンサーライトのような街灯が一つでもあれば、ちょっとし

た安心という気持ちが持てるんじゃなかったかなと思いまして、そういうのを御提案

させていただきたいと思います。 

 それと、公園の樹木の倒れたもの、本当にたくさんの公園で倒れて、遊具も壊れて

というところがたくさんあったと思います。順番というのもわかります。でも、一度

見に来ていただいて、ここは何月何日ごろ回収しますよという掲示をしていただけれ

ば、地域の者もちょっと安心するんですが、いつになったらという不安がずっとあり

ました。そういう配慮もしていただきたいなと思います。 
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 それから、扇町公園のことなんですが、一部分だけをきれいに手入れが入って、裏

のほうになると伸び放題になって道が狭くなっています。ああいうのも手直ししてい

ただけたらと。朝、散歩をしている方、体操をしている方たちからそういう声をいた

だいたので、お知らせしたいと思います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これに対して、谷口課長よろしくお願いいたします。 

○谷口地域課長 

 台風の停電につきましては、おっしゃいますように、関西電力も電話がパンクした

状態で、全くつながらずに、まだ北区内では数カ所、確かに停電があったんですけれ

ども、ほかの地域では数日間、停電が続いていたというようなこともあったんですが、

言い訳になりますけれども、関西電力さんが動かないとどうにもならないような状況

でございまして、連絡は常に入れていたんですが、つながらなかったというところで、

白石委員にも道端でお会いして、停電しているんですよということもお聞かせいただ

いたんですが、実際、私ども職員ではどうにもならなかったというのが現状でござい

ました。 

 それと、樹木についても、確かに放置されたようなままでございまして、ただ、い

つ幾日、作業に入りますというようなことにつきましては、そういったことが現実的

にできるのかどうか、一度公園事務所に尋ねてはみますけれども、連絡は常に公園事

務所や環境事業センターのほうにしていて、災害ごみなどの相談窓口もあったんです

けれども、なかなか回収が進まないという状況があったということは、大阪市全体の

課題ともなっているところでございますので、改善できるように、それぞれの局、ま

た区役所も含めまして、災害対応の課題について協議というか、取り組みをしている

ところであります。 
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 あと、扇町公園につきましては、部分的に刈り込みがされていないというところが

あるということで、一度、公園事務所にも確認してみます。どの辺の場所かというこ

とをお聞かせいただけましたら、具体的にここですということがはっきり言えますの

で、また教えていただけますでしょうか。 

○白石委員 

 プールの裏のほうで人目にはつかないところなので、茂っていると人影が隠れてし

まうところもあるので、防犯上、よろしくないかなと思いまして。 

○谷口地域課長 

 プールの裏側ですね。確かに伸びたようなところがありますね、薄暗くて。 

わかりました。一度掛け合ってみます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

髙村課長、どうぞ。 

○髙村政策推進課長 

 公園の倒木等については、今年度、補正予算で対応するということで建設局から情

報を得ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 一日も早いほうがいいですよね。 

白石委員、よろしいでしょうか。 

○白石委員 

 はい、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、お待たせしました、前田委員お願いいたします。 

○前田委員 
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 前田です。 

 私は２１ページの取組項目７のテーマ型団体への支援というところでお尋ねしたい

んですけれども、取組項目５の地縁型団体への支援とも関連するんですけれども、地

縁型の団体に若い方を参加させるというようなことが取組項目５のところには書いて

あるんですけれども、なかなか若い人はこういう地縁型の団体への活動の参加という

のは時間的に難しいとか、あと心理的なハードルが高くて、なかなか難しいんですよ

ね。ですので、このテーマ型の活動のほうが若い人は向いているのかなという気がし

ていまして、この目標なんですけれども、過去、支援窓口への問い合わせというのは

どういうものがあったのかというのが一点と、それから目標のところに問い合わせ件

数ということで上がっているんですけれども、この問い合わせ件数が目標に上がると

いうのが、あまりぴんとこなくて、もう少し何か目標の立て方として、ここから先の

ことを目標に上げるのは難しいのか、そのあたりをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 髙村課長、お願いいたします。 

○髙村政策推進課長 

 過去どんなものがあったかというのは、お調べして後日、お知らせさせていただき

ます。目標の立て方なんですけれども、この取組項目の左側が全市共通の、大阪市共

通の目標でして、そこに窓口の設置と問い合わせ件数ということを目標に掲げなさい

という方向ですので、それに沿った方向で５件としております。ただ、運営方針上は

そうしておりますけれども、おっしゃるように、ただ件数を達成しただけでクリア、

それはそれでクリアするんですけれども、その後どうかというところは、これは実務

として、区としてもしっかりフォローしていきたいと思っておりますが、目標の立て

方はこういうふうに決められているということです。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 前田委員、よろしいでしょうか。 

○前田委員 

 はい。 

○吉川議長 

 大変お待たせいたしました。 

最後になりましたが、植松委員、どうぞよろしくお願いします。 

○植松委員 

 私ごとなんですけれども、自分の弟なんですけれども、急に倒れてしまって、今、

植物人間状態なんですね。要するに心臓が止まって、止まっていた時間が長過ぎたの

で、生きているんですけれど脳がもう機能していないと。北野病院へ運ばれて、その

ときはもうだめかもしれないと言われて、胃ろうになってしまったんですね。胃ろう

とか人工呼吸器というのは１回やると医者は外せないと言うんですよ。本当は外して

ほしくても外せないという状態なんですね。そうすると、北野病院は急性期病院なの

で、急性期が過ぎたら出ていってくれということなので、今、暁明館病院という西九

条にある病院にいているんですけれども、そこは急性期病棟も一般病棟も療養病棟も

全部あるので、行き来するだけで行けるんですけれども、大阪市は身体障がい者の申

請をすれば医療費が少しは安くなりますよというのを病院から言われて、この区役所

へ来て申請をしたんですけれども、身体障がい者は６カ月たたないと認定は出ません、

身障者でなくなるかもしれないでしょうと言われたらしいんですけれども、病状には

ちゃんと書いてあるはずなんですけれども、もう回復の見込みがないんですね。それ

で医療費が安くならないので、困っているんですけれども、そういうのは普通の身障

者であれば６カ月様子を見てからでないと決められないということらしいんですけれ

ども、もう回復の見込みがない人間についてはどうなのかなというところです。 
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○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 大変難しい問題だと思いますが、武市課長、お願いいたします。 

○武市福祉課長 

 本当に大変な状況ということで、身体障がい者手帳に関してなんですけれども、基

本的に区役所で出していただいて、区役所で判断できるものについては、区役所で決

定をしておりますけれども、医学的な判断が必要なものにつきましては、大阪市のリ

ハビリテーションセンターという平野区にある専門のところに診断書なりを送って、

そこで専門のドクターとかが集まる審査会で判断をしていただいております。実際の

ところ、手帳の認定について、一定症状固定というのが６カ月程度なりそういう判断

の期間が必要ということは言われておりますので、難しいところなんですけれども、

例えば手足の切断というような場合はそういう待機期間は要らないんですが、脳血管

の原因のものであるとか、そういったものはその期間、早目に出す場合は却下とされ

ることが多くなってまいります。本当に窓口の者が日々悩みながらいろいろ御相談に

乗らせていただいておりますのが、診断書をとっていただく際に、やはり診断書代が

かかりますので、出しても難しい状況で診断書をとっていただくと、その分が無駄に

なってしまうということもありますので、リハビリテーションセンターとも相談をし

ながら、この時期にというようなことをお話しさせていただいているというのが現状

でございます。 

 私たちも、窓口の職員も、医者ではありませんので、なかなか専門の先生方の判断

がどこまでというのは難しいところなんですけれども、基本的には診断書を書いてい

ただく先生はその分野の専門の指定の、身体障がい者手帳の診断書を書く指定のドク

ターということになりますので、その指定のドクターは基本的な身体障がい者手帳の

認定のルールは御理解いただいているとリハビリテーションセンターからは聞いてお

ります。いずれにしましても、その手帳がないと、重度障害者医療の認定は確かに出
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ませんので、またその点につきましては、今の状況で６カ月ほど経過をした後に診断

書を出していただければ、それは速やかに手続をさせていただけるかなと思っており

ます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 植松委員、よろしいでしょうか。 

○植松委員 

 はい、わかりました。 

○吉川議長 

 皆様、一通り御意見を頂戴いたしまして、ありがとうございました。 

十分議論が尽くせないところがあった場合は、また個別に担当者の方とお話しい

ただければと思っております。 

  大変お待たせいたしました。何かと御多用の中、御出席いただいております議員

の先生方より、ご挨拶をお願いします。 

○前田市会議員 

 委員の皆様、今日も活発な御議論をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 私から幾つか今日議論された内容で、関連する情報、そして今、市がどういうふう

にやっているのかということを少しばかりお話をさせていただけたらと思います。 

 今日の話の中で、前回の地震、あるいは台風、特に台風２１号の被害というのが本

当に大きな被害でした。北区もそうですけれども、ほかの区も含め、市内で大体、木

が倒れた本数なんですけれども、約８，０００本の木が倒れた状況になっています。

また、家の屋根が飛んだ、そして壁が崩れた、この件数だけでも大体７，３００件の

件数に上っているということで、今現在も公園で根っこが転がっている状況がまだ続

いているということで、工営所も対応がまだ間に合っていない状況が続いていると思

っています。 
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 そして、今、被災証明の発行の手続も区役所でもやっておりますけれども、今回の

この災害を受けて、大阪市のもともとの災害のこの方針、基準、対応を、市全体でも

抜本的にもう一度練り直すべきだろうということをずっと検討しているところです。 

 特に備蓄という話も今日少し出ましたけれども、体育館なんかでも３００人分の食

料、水なんかは備蓄されているんですが、それ以外の２日目、３日目は、食料倉庫に

保存しているんですけれども、配達するのはどういうルートで配達するのかとか、ま

だ残念ながら未整備の状況があるということを、確認しております。体育館について

も、停電した場合、体育館が避難所になっているけれども、停電した場合はどうする

のかということも、いろいろな課題がありまして、１１月で決算の議会がありますけ

れども、そのあたりでまたかなり検討が進んでいくと思いますけれども、情報をまた

皆様方にもお伝えをできたらと思っております。 

 そして、地域コミュニティの関係で、北区はずっと住まれていらっしゃる方、そし

てこれから住む方、いろいろいらっしゃるんですけれども、北区内の限られた財産、

今日も水道局の跡地のお話が出ましたけれども、この跡地をどう活用していくかとい

うのが本当に重要な課題になっておりまして、じゃあどこが主導的にそれを考えてい

くのかということでいきましたら、これは契約管財局ではなくて、北区がこのまちづ

くりに関するビジョンというのをしっかりと示していく必要があるということも確認

していますので、区長、そして担当課ともきっちりと話をしていきたいと思っていま

す。 

 そして今日、幼稚園そして保育園の子育ての関係の待機児童の話もありました。今、

平成３０年４月からではあるんですけれども、大型のマンションができた場合には、

建築事業者がその周りに保育所、あるいは幼稚園がきちんと各戸それぞれの子育て層

を満たす幼稚園があるかどうかを確認する義務を設置をいたしまして、もし、その要

請に応えなければ事業者の名前が公表されるということで、この３月から始まってお

ります。一定の規制をかけていくという流れを市でも今取り組んでいるというところ
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でございます。 

 最後に企業連携について、北区には本当に大きな企業があります。その中で、例え

ば今日も受動喫煙の話が出ましたけれども、北区の大淀にＪＴ大阪支社があります。

このＪＴさんは、ＣＳＲ活動というのを物すごく積極的に取り組んでいまして、先ほ

ど、煙をちゃんと外にあっても分断できるような仕組みができないかというお話もあ

りましたけれども、私どももＪＴさんに今日の話をお伝えしながら、また区長にも、

企業の連携についても積極的に御紹介させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 私からは以上でございます。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。 

 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 

 本日も本当に貴重な御意見、ありがとうございます。 

 私からは１点、喫煙マナーに関してですけれども、これまでも、マナー向上のまず

は天神橋筋商店街からいけないかなということで声を上げております。来年の２月か

ら戎橋と心斎橋は禁止区域となりまして、一切たばこは吸えない、罰金というような

厳しい状況が決まっております。次は北区でという思いでこれからも取り組んでいた

だきたいなと思っております。 

 防災に関してですが、前回も言ったと思うんですけれども、実際自分のマンション

で防災訓練、また災害に備えると考えると、マニュアルとかないんですね。小さな管

理組合ではなかなかその取り組みがやりづらいので、何かガイドになるようなものを

もしつくっていただけると、小さい単位のマンションででも、備蓄とか、電気が消え

たらどうなるかとか、想像しやすいのではないかなと思うので、ぜひお願いしたいと

思っております。 
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 また、今、我が会派でも福祉避難所に対する今後の取り組みを進めておりますので、

この点も今後課題になるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、高山議員、お願いいたします。 

○高山市会議員 

 皆様、お疲れさまでございました。本日もたくさんの御意見をいただきまして、ま

ずありがとうございます。 

 倒木に関してから少しお伝えさせていただきたいんですけれども、先週くらいから、

市の自前のところだけじゃ足りてきていないということで、もう少し力を加えてほし

いということで、再び契約をしたりしておりまして、ここ数週間のところでスピード

アップしてくれるんじゃないかなと思っています。 

 ほかにも災害についてお伝えしたいことはあるんですけれども、扇町の水道局の跡

地、これについてお話をさせていただきたいと思います。実は市では８０億円ほどで

売却をしております。ここの土地はやはり市の大切な財産であって、皆さんの大切な

財産ですね。そういうことで、この金額、マンションを建てるよりははるかに安い金

額ではあるんです。そのかわり、北区といたしましても、しっかりとまちづくり、ミ

ュージアム、劇場をつくってほしいということで、２００席くらいのものはできると

いうことになっているんですけれども、土地の９５％が先ほどおっしゃっていただい

たように病院ということでありまして、私も議会の中でもしっかりとここは追求させ

ていただいているんですけれども、皆さんのこの北区の中でにぎわいの施設を運営し

ていくためにも、もとの親会社というか、上のところが要になってくるんですね。５

６０床近くできるとなっているんですけれども、これは大阪市との契約ですので、し

っかりとここの点を履行しないとだめ、むしろ土地を返してもらわないといけないと
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いう契約になっているので、そこをしっかりと追求させていただいております。皆さ

んの土地ですので、にぎわいの施設をつくっていくためには、上の建物が大事になっ

てきますので、そこについても皆さんのこの北区をにぎわいのためには大切なところ

であると思いますので、これからも御報告させていただきたいと思います。 

 本日はたくさんの御意見をいただきまして、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。 

 それでは、最後になりましたが、岡田副議長さん、よろしくお願いいたします。 

○岡田副議長 

 ありがとうございました。 

 最初に上野区長の平成３１年度の目標ということで、“住んでいてよかった！”

“働いていてよかった！”“学んでよかった！”、たしか私、一番初めの区政会議の

ときに、委員の皆さんの区役所の皆さんに任せずに自分たちで防災をという話と、区

役所だけでなく、自分たちも出ていきますという心意気にすごく感動したのを覚えて

いるんですが、それはこの区政会議に出てきて住んでいてよかった、北区でよかった

とすごく実感しました。やはり区民の皆さんや働いている方々にそれを感じてもらえ

る機会というのが必要なのかなと。それが今回、頻繁に出てきました地震の講座だっ

たりジシン本だったり、そういう区の持っている発信力、イベント力なのかなと。そ

れに金下委員が言われたように、やることによってコミュニティーの必要性とか、点

と点が線になって、平面になって、今度は課をまたいで、例えば親子の絆づくりプロ

グラムなどはすごい私も期待するところなのですが、それが成長することによって福

祉課さんとの連携になるのかなとか、そう思うと、今度は立体になっていく。課をま

たぐだけではなくて、今日は水道局や環境局や建設局など、いろいろな局の名前が出

てきていましたが、市との連携、あとは区がやはり各地域にどれだけ目を向けてサポ

ートしてくださるかといういろいろな連携が最終的に区民の皆さんの参加力につなが
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ってきて、それがやはり区長さんの目標とする“住んでいてよかった！”“働いてい

てよかった！”“学んでよかった！”というところにつながってくるのかなと思いま

した。自分がこの事業の中で何をお手伝いできるかを考えながらやっていきたいなと

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。 

 委員の皆様方には、本日は多くの御意見をありがとうございました。また、円滑な

議事進行に御協力をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日、委員の皆様方よりいただきました御意見、課題は区役所で十分御検討いただ

きまして、区政に反映していただきたいと思います。 

 また、本日、議題が十分なされていない方がございましたら、区役所の方々にまた

事後対応のほう、よろしくお願いいたします。 

 区政会議はこれで終了いたしますが、最後に区役所のほうから何かございましたら

頂戴します。 

○上野区長 

 長時間の議論、どうもありがとうございました。 

 お話を聞いていたら、もっともっと私もお話ししたいことがあったんですが、時間

の限りがありまして、残念でございましたが、また改めまして、しっかりと返答させ

ていただくところを内部で打ち合わせをしまして、お返ししたいと思っております。 

 １点、議員の先生たちから御提案いただいたところで、北区は遊休地というか、市

の土地、貴重な土地が多い。そこでしっかりと区長が、北区役所が、まちづくりのビ

ジョンを描いてほしいと言われたところ、本当にそれを感じております。肝に銘じて

おります。 

 そして、扇町水道局庁舎の跡地に関しても、樋口委員のおっしゃっていること、ご

もっともで、これからもしっかりと情報を集めて、北区役所、しっかりと取り組んで
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いきたいと思っているんですが、一つ、私の前職も含めた専門性の見地から言わせて

いただきますと、やはり劇場とか、そういうにぎわいの部分に関しましては、キャパ

のいろいろなものが集積することが重要と思っております。ここは扇町ミュージアム

スクエアがあったように、まだ成功する前の人であったりとか、小さい１００人ぐら

いしか集められない事業もあったり、２００人の規模があったり、そしてこの北区民

センターのホールは４００人入るところなんですが、１００人、２００人、４００人、

そして北区の中には大きなフェスティバルホールとか、いろいろありますね。私はそ

ういう北区全体の中で劇場街というか、にぎわいをつなげていきたいという一つのビ

ジョンを持って今回、扇町水道局庁舎のところで３つの条件を北区役所から出しまし

た。一つは学校問題があるからマンションは控えてほしい、二つ目は防災の拠点は必

ずつくってもらう、扇町公園は一時避難所であるのでそれが大事、三つ目が先ほど言

ったにぎわいでございます。北区にはたくさんの企業や何でもあるところなんですが、

文化芸術が弱いと思っておりました。それをこの扇町庁舎跡地のところでしっかりと、

プログラムも含めて北区役所も意見を言わせていただきながら進めてまいりたいと思

います。ここはちょっと思いが強かったので、強く言わせていただきました。 

 本日は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 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２７回北区区政会議を終わらせていただきます。本日はどう

もありがとうございました。 
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６ 配布資料 

  別添のとおり 


