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第２８回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   平成３１年 ２月７日（木） 午後３時００分から午後４時５９分まで 

 

２ 開催場所 

   北区役所 ４階 ４０２・４０３会議室 

 

３ 出 席 者 

   吉川 郁夫（議長）、岡田 宣子（副議長）、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）、 

   伊永 勉（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）、南 順之介（委員）、 

   三輪 栄子（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）、 

   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（案）について 

   「路上喫煙禁止地区」の新たな指定（案）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２８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と申します。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、金下委員、森田委員が御欠席でございま

す。また、笠井委員が３０分ほど遅れて来られるとのことで承っておりますが、委員

定数１６名のうち１３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、大西委員、樋口委員につきましては、所用のため４時過ぎに退席されること

を伺っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、北区選出の前田議員、山本議員、高山議員につきましては市会本会議に出席

のため、また久谷府議会議員につきましては、府議会関係の公務のため、それぞれ終

了後にこちらへお越しいただけると伺っておりますので、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 

 上野でございます。本日はお忙しい中、そしてお寒い中、御参加いただきましてあ

りがとうございます。本日の区政会議は平成３１年度運営方針（案）と路上喫煙禁止

地区の新たな指定（案）の２つを議題に上げさせていただいております。運営方針

（案）につきましては、前回御説明させていただきました素案から少し文言等の修正

を加えている程度でございますので、区役所からの資料の説明は２つ目の議題であり

ます路上喫煙禁止地区につきまして、担当から御説明させていただきたいと思います。 

 あと、私から広報させていただきたいのが、この北区ジシン本と、それをもとにし

たワークショップを加えました防災講座のお知らせでございます。皆様もう北区ジシ
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ン本は手に入れていただきましたでしょうか。もしまだでございましたら、お手数な

のですが１階の区民交流プラザで、少々お時間いただきまして、６分ほどのビデオを

ご覧いただき、そしてアンケートを書いていただいて、また申し訳ないですが３階で

お渡しするという仕組みで、顔が見える関係でお渡しするという取組をしております。

ぜひそれも体験いただきまして、御意見伺えたらと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 また、ワークショップ付きの講座も２クール目になっております。ワークショップ

として実際に体験していただいたほうがいいなと思われるものを講座にしました。今

お手元にチラシがありますが、９月にこのジシン本をリリースいたしまして情報がま

だまだ行き渡っていないこともありまして、講座の方、まだ空いております。ぜひこ

ちらも受けていただきまして御意見賜れたら大変ありがたく思っておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 長くなりましたが、本日も、運営方針のこと以外でも、区政全般にわたって御意見

賜りますよう、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。議長を務めさせていただきます吉川でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。本日も円滑な議事進行に努めてまいりたいと思いますので、

皆様方の御協力よろしくお願いいたします。 

 着席をお許しいただき、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、先ほど区長が申されましたように平成３１

年度北区運営方針（案）と路上喫煙禁止地区の新たな指定（案）の２つの議題につい

て皆様の御意見をお聞きすることになっております。そのため、本日につきましても

いつも以上に時間が限られておりますので、質問や御意見につきましてはお一人一問
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遵守で皆様方の御協力をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、まず髙村課長、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いただきます。 

 運営方針につきましては、今御案内ありましたように、後ほど質疑のほうでよろし

くお願いいたします。 

 本日、私の説明としましては、お手元の資料３です。文字が見づらくて恐縮ですけ

れども、まとめておりますので、よろしくお願いいたします。 

 議題の２つ目の路上喫煙禁止地区の新たな指定（案）についてですけれども、この

間、関係機関と調整しながら進めてまいりまして、一定の希望エリア、こういうエリ

アの指定を目指していくんだということでまとまりましたので、御報告さしあげて御

意見いただくということです。このエリア指定については市長が指定します。所管は

環境局が所管しているんですけれども、地元区については区で具体的な調整を進める

というような構図になっておりまして、この区政会議でも御披露するわけです。この

説明の結論は、右下の地図に赤色で書いている地区を新たに指定したいということが

結論です。すなわち茶屋町、芝田１丁目、阪急の周り、それから大阪駅の玄関口の周

辺です。ここに至るまでをまとめております。 

 まず１番、これまでの取り組みのポイントを御説明いたしますと、路上喫煙対策事

業は平成１８年度から大阪市としては力を入れて取り組むということがスタートしま

して、ポイントとなったのは平成１９年４月です。路上喫煙の防止に関する条例とい

うのが施行されまして、本格的に取り組むということで、その下にあります平成１９

年７月、１０月となっていますけれども、これは当時、局主導で、初の路上喫煙禁止

地区の指定をしたということで、御堂筋および大阪市役所・中央公会堂周辺が指定さ

れ、北区あるいは中央区が該当するということで、初めて指定されました。その後、

平成２０年に入りまして市民の方が自主的に御活動いただくということで、たばこ市
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民マナー向上エリア、今北区においても従前から取り組んでいただいている団体を含

めまして７地区と今増えてきております。７地区で取り組んでいただいていますけれ

ども、マナー向上エリアがスタートした。そういった中で、平成２４年になりますと

この路上喫煙対策をさらに強化していくという中で、考え方の整理がなされたという

ことで、路上喫煙対策委員会、これは環境局所管で運営されていますけれど、有識者

の方にこれからの路上喫煙に関する考え方を整理するという中で諮問がなされまして、

平成２５年６月にこれからの喫煙指定については区の意見をよく踏まえて総合的に判

断してほしい、あるいは、その指定に当たってはやはり過料ということで、過ち料１，

０００円というのも発生しますので、この区域の明確性というところもしっかり確保

してほしいということ。あるいは、ここに書いていませんけれども、決して喫煙者を

排除する条例ではありませんので、できるだけ近い場所に喫煙所の設置も考えてくだ

さいというような趣旨の答申がなされまして、この答申に則って各区で進めていこう

という動きが加速化しまして、平成２７年２月には、御存知の方も多いと思いますけ

れども、都島区の京阪モールのところですね、京橋地域が禁止地区に指定され、２例

目がスタートした。それから、この間ですけれども、２月１日から中央区で戎橋筋・

心斎橋筋が新たに３例目として禁止地区が指定されたというような状況です。 

 こういった中で、右の２番、一体どういう手続を経て地区指定がなされるのかとい

うのをまとめたのが２番目です。まず、最初は地区をまず区長が選定すると。ここを

指定したいんだ、ということを示す。それから下は市の手続になりまして、それを今

申し上げました路上喫煙対策委員会へ諮問いたします。これで指定したいと思います

ということで説明して諮問して、その間、パブリックコメントも実施されると。そし

て、それに対する答申ですね。その指定が適当であるかどうかというところを御審議

いただいた結果を市長のほうに答申なされると。それをもって、市長が指定をして運

用開始、過料徴収を行う。これが基本的な流れになっています。 

 そういうことで、３番、この北区では新たな指定に向けてどういう考え方で進んで
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きたかということですけれども、やはりここは観光客集積しています。建物も人も集

積しているという中で、ターミナルを抱えているという立地にあって、なおかつたば

こ市民マナー向上エリアの活動もたくさんされているという中で、この条例による禁

止地区を指定することによってさらに効果が期待できる場所だと。また、２０２５年

に日本の万博が開催されます。また、東京オリンピックとかラグビーのワールドカッ

プもあります。そういう人が集積するターミナル周辺地域をまずもって優先的に指定

していくというところから始めたい、というような形で調整してまいりました。とい

うことで、経過のところに書いていますように、これは、これまでもずっとなんです

けれども、今年度も１年かけて、事業者あるいは地域の方、局、関係機関と、個別に

何度も協議を行いながら進んできました。そして、ある程度まとまったということで、

今日の区政会議の議題に上げたということです。 

 一番右の今後のスケジュールについてですけれども、北区としては順調にいって、

こういう形で進んでいきたい。つまりこの区政会議が終わりまして３月に開かれる予

定であります対策委員会で諮問をお願いしまして審議いただき、同時にパブリックコ

メントもお願いしまして、今年の秋、９月には答申がなされるであろうと。それでオ

ーケーとなりますといよいよ禁止地区の告示がなされます。それから三、四カ月、や

はり標識や道路の路面シートや看板、あるいは周知啓発活動、この辺を力を入れて取

り組んでいかなければいけないので、その間それを行いまして、ちょうど今年の中央

区と同じようなペースなんですけど、来年の２月１日に北区として新たなエリアの指

定を開始したいと考えております。 

 したがいまして、５番のエリア図にありますように、大阪駅の南側から周辺のとこ

ろ、それから阪急周辺、これは公道ですので、赤で囲っております。それから芝田１

丁目の道路。それから茶屋町、北梅田のほうですね。まちづくり協議会さんが従前か

らマナー向上エリアとして活動されている分です。こういった面になるんですけど、

線と違って面ということで、かなりいろいろ調整事が多うございますけれども、やる
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からには、できるだけやれるところからやっていきたいということでして、これは漠

とした地図になっていますけど、本当は、公道と民間の敷地というところはあいまい

な部分もございまして、そこは今どのように整理できるかというところは工営所や、

環境局とも協議しながら進めているところです。まずは今日の形としてはこういうエ

リアを考えていますということです。 

 それから、喫煙所につきましても今調整中ですけれども、エリア内の適当な場所に、

これも相手のある話ですので合意が順調に進みましたら、複数箇所設置したいなとい

うふうに今協議しております。 

 ということで、これで終わりではなく、またグランフロント、あるいはうめきたの

２期の工事もございます。そういうこともありまして、今後もこの運用を見ながら広

げていきたいなという思いも持っております。何といっても区として初めての事業で

すので、まずやってみていろんな課題がある中で整理しながら、また拡大を目指して

いき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。 

 雑駁ではございますけれども、以上でございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様の御意見を聞いてまいりたいと思います。 

 委員の皆様には本日受付で意見を述べたい項目をお聞きしておりますので、できる

限り御希望のテーマで意見をお聞きできるように進めてまいりたいと思います。 

 なお、テーマ３の時間の中で路上喫煙禁止地区の御意見をお聞きしますので、テー

マ１、２の時間がいつもより少し短めになると思います。テーマ３の時間を少し長め

の時間配分となっておりますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 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したいと思います。意

見をおっしゃ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。 
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 それでは、三輪委員、よろしくお願いいたします。 

○三輪委員 

 三輪でございます。 

 私は先ほど区長がおっしゃいましたジシン本と防災に関して御質問したいと思って

います。 

 昨年度、大阪北区のジシン本の防災講座を受けさせていただいて、非常に内容のあ

るおもしろい講座でして、その後もこのようにいろいろとテーマが違う形で開催され

ているので、もっともっと皆様にも参加してほしいと思って、広告塔の状態でこのよ

うにいただいたこれを持ち歩いて皆さんに紹介しているんですけれども、ただ、かな

りお忙しい方も多くて、日程が近づいてくるとなかなか参加が得られないと。今も２

月の日程が出ているんですけれども、ほぼ毎回お誘いしていますが、皆さんお忙しく

て行けないということが多いです。できれば、私もそうなんですが、行きたいものが

いつもいっぱいあるのですが、スケジュールが重なっている。それで、こういう講座

の広報を、無理かもしれないですけど、もう２カ月ぐらい先のものを出していただけ

ると。例えば今だったら、３月、４月の広報が出れば、今予定を入れてもらえる。一

月にいろんな方々とお会いしますので、そのたびにジシン本をお見せしたりこういう

話をしたり、私が実際にこの講座で受けた体験のお話をしたりするんですが、非常に

関心は以前に比べて持たれている方が増えてきたと思います。それで、私はここでは

ないところで受けさせていただいたんですが、区役所ですし行きやすいところです。

夜でも近いですし、またお昼間の講座もありますので、お誘いしていて関心が高まっ

ているんですが、なかなか一緒に行っていただけないという、そういう状態です。で

すから、物すごく精力的に取り組んでいただいているので、もっともっと私の周りの

人にも参加してほしいと思っているのですが、なかなかそれがうまくいっていないの

が現状です。 

 それと、テーマもおトイレの簡易トイレだったり持ち出し袋だったりと毎回違うの
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があるんですが、やはりこういう内容ももう少し増やしていっていただけたら。既に

受けた人にももう一回一緒に参加したいなと私も思っておりますので、その辺をお願

いしたいと思います。 

 それで、日ごろは地震だけでなくて水防災やそれ以外の帰宅困難者の問題なんかで

活動しているんですけれども、何かそっちのほうと関連するような方向の何か企画が

できたらいいなと思っております。 

 私のほうからは以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの御意見に対しまして御回答を、谷口地域課長よろしくお願いします。 

○谷口地域課長 

 ありがとうございます。私どももこの北区ジシン本の防災講座につきましてはいろ

んな形で区民の皆様に広報しているところなんですけれども、例えば掲示板を使った

りとかＳＮＳを使ったりいろんな形で取り組んでいるのですが、やらせていただきま

す。 

 それと、水防、帰宅困難者等、そういった関連につきましては、それぞれ帰宅困難

者や水防対策については、対策の協議会等がまた違ったものがあったりしまして、こ

のジシン本の中にはなかなかそういったものは組み込めていないんですけれども、基

本的にはやはり自助、共助という形での基本的な内容になっていますけれども、バー

ジョンアップした形で、今後また内容を変えていくに従ってそういった帰宅困難者で

ありますとか洪水、水害対策でありますとか、そういったことも載せていけるかと思

っておりますので、これでジシン本が終わりなわけではございませんので、もっとバ

ージョンアップしていく予定ですので、その辺は考えていきたいと思っております。 

○吉川議長 

 上野区長、どうぞ。 
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○上野区長 

 北区ジシン本に関しては、本当の基礎の基礎として、自助とマンション共助と、そ

して水害というところに絞り込みました。すごく分厚かったのをだんだんと絞り込ん

で。企業でも何でも基礎は一人、個人です。それで自助をまず行ってくださいという

訴え方をしていますが、これはこれとして、帰宅困難者に対してはあらためて対策が

要ると思います。また、消防局でも独自に取り組んでいるので、今あるものの情報を

しっかりキャッチして御提供できるように頑張ってまいりたいと思います。 

○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 

 次に伊永委員、お願いいたします。 

○伊永委員 

 今日の質問は、今、北区社会福祉協議会さんの手伝いで、済美と豊崎東の地区で高

齢者の方たちの聞き取り調査を五百数十人に当たっているんですれけど、その中で１

点気になったのが、大阪市では１０年以上前からやっておりました救急カプセル。こ

れが、まだやってらっしゃる方が、ほとんどないという問題は別にしまして、１点あ

りましたのが独居老人。救急車が行ったときに、持病であるとか薬であるとかかかり

つけ病院というのを書いて冷蔵庫に入れていたのに、消防がそれを開けられなかった

と。要するに個人情報があって勝手に開けられないからそれを見過ごしたという例が

１点ありまして、北区の消防は必ずあることを確認するということは意識されている

んですけれども、ほかの近隣の区から１１９番で消防来た場合にはほとんど素通りし

てしまい、効果がないという話が出ておりまして、これは少し検討し直さなければい
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けないかなと。１０年以上になりますけれども、このカプセルで続けるかどうかと同

時に、昨年の水害のときにありました愛媛県とかの例のように、カプセルじゃなくて

カード式にして全員が携帯するという形で、ほぼ１００％地域の見守りが必要な方を

ピックアップできたという例もございますので、何かそういう要配慮者の、個人情報

ではあるんですけれども、特に薬とかかかりつけ病院であるとか特殊なことを、少な

くとも日常で１１９番で行った消防が見つけられるということについての工夫はもう

少ししていただいたほうがいいんじゃないかなと。これは市全体としてのお願いでも

ありますけれども、今回気になったことですから、それを御検討いただきたいなとい

うことを１点お願いしたいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御意見に対しまして何か御回答お願いできますか。 

○上野区長 

 ちょうど今、マンションコミュニティ、防災コミュニティというのを取り組んでい

まして、連絡会を開催しています。そのときにも社会福祉協議会さんから、伊永委員

のお話もちらっと伺っておりました。個人的なことですけれど、高齢の両親が住んで

いる市のほうで、やはりカプセルではなくて札みたいな形で、配っているものがある

んです。いろいろな自治体がそういった取り組みをされていることだけはわかってお

りますので、今後、情報収集しながら、ちょうどマンション管理組合のほうにお邪魔

しているところがありますので、そういった有効なものがあったら普及もしやすいの

で、一番ベストな方法を考えていきたいと考えております。今のところそういう案は

出ていますが、情報収集前というところです。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 伊永委員、よろしいでしょうか。 
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○伊永委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは、テーマ１の防災・防犯につきまして以上で、次のテーマ２に進めてまい

りたいと思いますが、まず４時にお帰りになられる大西委員、先に何かご発言いただ

ければと思いますが。 

○大西委員 

 大西でございます。 

 路上喫煙対策のことでまた新たな取り組みをなさるみたいなんですけれど、現に私

は平成２２年からボランティアでティッシュ配りをしたり清掃活動をしたり企業訪問

などをしております。とりあえずたばこの問題ということでお聞きいただきたいんで

すけれど、禁止区域を設置、これは非常にいいことだと思うんですけれど、私の今ま

での交流やいろんな経験でいいますと、一番とは言いがたいんですけれど問題なのは、

喫煙場所を設置しますよね。設置するのも随分いろいろ問題があるんですけれど、と

りあえず設置したと。そうすると問題なのは、あと誰がそれを清掃するのかと。それ

こそびっくりするほど吸殻がたまるんですって。それを誰がするかというのが大きな

問題みたいなんです。そこまで把握していらっしゃるかどうかということなんですけ

れど、そういう問題があるということをちょっと認識しておいていただきたいと思い

ます。 

 それと、資料６ページにありますけれど、いろいろ取り組みを考えていらっしゃる

ようにここに書いてあるんですけれど、まだやり始めなので、具体的にどこの組織が

どういうことをするということまで決めていらっしゃらないだろうと思うんですけれ

ど、ここに取り組みだとか達成目標だとかいろいろ書いてあるんですけれど、現実に

どういう組織がどういうことをするという構想はあるんでしょうか。 

 そういう点が非常に気がかりなんです。環境局と区役所と一緒にやられるというの
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で、かなりいい線が出るんじゃないかと期待はしておりますけれど、とりあえず私の

考える問題点と、それから質問ですね。どういう構想を持っていらっしゃるか。現実

にどういう取り組みをされるのか。その点をお伺いしたいと思います。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す。 

 髙村課長お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 まず１点目の清掃なんですけれども、これは本当に大きな問題です。そもそも喫煙

所をどこに設置するかということが今でもずっと調整中でして、まだここだというの

が確定してないというのが現状です。その上で、設置場所が決まりましたら、清掃は

区が行うことになっていまして、お金は区から、清掃業者の委託事務は環境局でやっ

ていただくんですけれども、毎年毎年の清掃費は区でみるというのが今の予定となっ

ています。 

○大西委員 

 では、大体決まっているわけですね。 

○髙村政策推進課長 

 決まっております。 

○大西委員 

 都島区なんかはボランティア団体がやっていたり、阿倍野区もボランティア団体が

個人的にみたいな格好でやっているんですね。だから区とか市とかが取り組んでない

ので、その点よろしくお願いしたいと思います。 

○髙村政策推進課長 

 もう少し掘り下げて申しますと、喫煙所の設置、物をつくる、パーテーションのよ

うにここが喫煙所ですよという構造物をつくるのはＪＴ、日本たばこ産業さんがやっ
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ていただいて、それを寄附していただくというような形で、そこは行政がお金出すの

ではなく、そこは社会貢献的な形でＪＴさんから寄附をいただいて、それで大阪市と

しては場所を提供する。そこの清掃については行政で行うんですけれども、今申し上

げたようにお金は地元区でお願いしますと。雇うのは環境局が契約します。 

○大西委員 

 そうしましたら、委託をされるわけですね。 

○髙村政策推進課長 

 はい、委託契約いたします。 

○大西委員 

 ボランティアがしているというのは無責任なことになりがちなこともあるんですけ

れども、ちゃんと委託契約がなされていましたら大丈夫かと思いますので、安心しま

した。 

○髙村政策推進課長 

 ２点目のそもそもの役割分担なんですけれど、これもきっちり構図ができておりま

して、区役所については地区の指定に向けた意思決定ですね、先ほど言いましたここ

のエリアを指定したいんだということを決めるという役割。それから、それに向けた

取り組み。路面シートとかそういうもので地区をわかるようにする仕事。あるいは、

ここが指定場所ですという広報活動、それは区役所で行います。環境局は、それを承

認するための手続。先ほど申し上げた路上喫煙対策委員会ですね。区はこういうとこ

ろを指定したいと思っているというところを審議してもらって、パブリックコメント

も実施していただいて意思決定していただく。最終、市長に指定していただく、認可

をおろしてもらうというような形で、役割はしっかりと分かれているという状況です。 

○大西委員 

 ありがとうございます。よくわかりました。 

○吉川議長 
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 ありがとうございました。 

 テーマが一旦、路上喫煙のほうに入りましたけれど、また本来のテーマ２の福祉・

子育てにつきまして、樋口委員、お願いいたします。 

○樋口委員 

 すみません、いつも早くに失礼させていただくので、とり急ぎお話させて頂きます。 

 インフルエンザが流行っております。北区は今週はちょっと下火になっています。

そのかわりにノロウイルスがとても多くて、嘔吐、下痢。高齢者の方は脱水症状から

入院騒ぎというのが、今はノロウイルスのほうがきついかなというぐらい流行ってい

ます。それからインフルエンザＢ型はまだほとんど出ておりません。２種類のＡ型が

あるので、Ａに２回かかるという人が後を絶たないです。Ａにかかって２週間ぐらい

でまたＡにかかるという子どもたちが結構いるので、そのためにもお茶。できたらカ

テキンの効果を期待して、緑茶のほうがこういうときはいいかと思いますので、それ

でしょっちゅうのどを潤していただく。乾燥していますと、乾燥したところにウイル

スは何でもひっつきますので、それがたまたまインフルエンザのウイルスなのか、ノ

ロか。だから手洗いとお茶を飲む。うがいよりもお茶を飲む。これに御注意ください

ませ。 

 それと、現在ニュースで虐待のすごくミゼラブルなニュースが報道されておりまし

て、北区役所でも要保護児童の対策委員会をやっていただいていますけれど、私も少

し前参加しておりましたけれども、ああいうものは頻回にやっていただいたらいいの

かなと思っております。 

 今日、私が言いたかったのはワクチンのことで、最近はしかがまた問題になってい

まして、三重で集団の中で流行って、その集団はワクチンを打たないという、そうい

う集団だったらしくて、その方が帰ってこられて阿倍野できょうだいが感染してかな

り広がったというので、今問題になっております。その上に、ちょっと前は風疹が大

人は流行りましたので、とにかくはしかワクチン、風疹ワクチンというのがすごく求
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められるようになっている。それで、１歳半健診、３歳児健診行きましても、予防接

種手帳を見たら、やはり何も打たない方がいらっしゃって、ワクチン推奨するんです

けど信念がおありなようで、何も打ちませんと。それは、自分はいいけれども、はた

迷惑だから打ってほしいという勧め方はするんですけれども、母子手帳を配られると

きでも、保健センターのほうからもワクチンの大事さというのをもう少し知らせてい

ただきたいなと思うのが一つです。 

 それで、はしか単独ワクチン、風疹単独ワクチンというのがありません。もう企業

がつくらないという方向で、今はＭＲワクチンといって、はしか風疹混合ワクチンが

主になっております。それで、はしか、風疹が流行りましたことから、そこに補助が

出るよと。風疹なんかでも補助が出る、抗体検査もワクチン打つのも補助が出るとい

うことになりましたら、今度は企業がそのワクチンを買い占めるという動きが出てお

ります。そうすると、定期で打たないといけない子どもたち、特に北区は子どもがど

んどん増えておりまして、そこで不足すると困るからメーカーさん、卸さんのほうは、

とにかく小児科とかそういうところにはあるようにしますが、企業に買い占められる

と数がない。それなのに、行政は補助しますからどんどん打ってくださいというふう

にして、北区だけではなく大阪市全体の問題だと思うんですけれども、ワクチンの確

保をまずしていただいて、それから補助というか、国も先に補助のほうを言って、数

がないのに私たちはどうしたらいいんだろうと思いますので、それで肝心の打たない

といけない子どもたちに不足するということが起こってくる。北区は特にどんどん子

どもが増えている地域ですので、非常に問題なのかなと思っております。また保健セ

ンターでもよろしくお願いしたいなと思っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 健康課の北田課長、お願いいたします。 

○北田健康課長 
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 いつもありがとうございます。 

 インフルエンザのお話は先ほどのとおりで、我々も区役所の中に張り紙をしたりし

て、うがいや手洗いを呼びかけています。あと、はしかの話なんですが、三重の話、

個人の見解なのかもしれないですけれど、やはりそれに基づいて周りが迷惑がかかる

ような形になっているのはいかがなものかというふうに我々も思っておりますし、情

報についてはまた広報もさせていただいているところでございます。 

 あと、先ほどのワクチンの確保なんですけれども、おっしゃるとおりそういう企業

が出てきて営利目的でそういうことをやられると、実際必要なところに届かないとい

う現実も出てくるかと思います。今のところそういう現状というのがまだ把握できて

ないので私からまた局にお話をさせていただきながら進めてまいりたいと思います。

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。 

 諏訪副区長、どうぞ。 

○諏訪副区長 

 樋口委員からもう１点ございましたワクチンを接種することの大切さというところ

を、母子手帳の交付のタイミングであるとか、保健センターの保健師を中心にしっか

りと母子と関わっていっていますので、その中でフェース・ツー・フェースでそうい

う大切さを説明して、御納得いただく、そういう取り組みも強めていきたいなと。ど

うしていくかまた検討していきたいと思います。 

○樋口委員 

 勧奨接種の定期のワクチンはもちろん無料なんですけれども、それでも私たちの打

ったものに対していただく値段が、市町村で値段の設定が違うという、あれが何で全

国統一にならないのかなというのが一つ。里帰りなんかで、例えば吹田の人が大阪市

で打ったら、その分初めは実費を払って、またそれを返してもらうとか、同じワクチ
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ンを同じように打つのに、そこで値段も違うし手間もかかるというのがおかしいなと、

そういうことも思っております。 

 それで、任意接種、特におたふく風邪とか必要なのにまだ勧奨接種にならないワク

チン、あれの値段が高いんです。どこで打っても６，０００円、７，０００円とする。

高いから打ちませんという親御さんもいらっしゃって、きょうだいも多かったらそれ

なりにかかります。ですから、やはりワクチンとか大事なものはもう少し行政で、そ

れこそ補助で何とかしていただいたら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。大変貴重な御意見ありがとうございました。 

 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 

 資料１０ページの子育て・教育環境の充実のところなんですけれども、子どもがど

んどん増えていって、特に小学生がどんどん増えている一方で、なかなか地元の公立

中学校の生徒数は増えない、逆に減っているというデータを見せていただきまして、

地域への愛着が根づきにくいという課題を挙げていただいているんですけれども、恐

らく私立中学校を受験するお子さんが多いのかなと。高校受験とか大学受験と繋がっ

ている話なので、なかなかこの流れを止めること自体は難しいのかなと、そういう気

がしているんですけれども、地元の公立中学校に行きたいと思ってもらえるようには

どうしたらいいのか。北区だけでは難しい、大阪市全体の問題だと思うんですけれど

も、そういう何かヒアリングのようなものはされていらっしゃるのかどうか、ちょっ

とお聞きしたいと思いました。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 ただいまのご意見に、地域課の谷口課長、よろしくお願いします。 

○谷口地域課長 
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 確かに北区におきましては私立中学校に進学される生徒さんは多うございます。そ

れを止めるというのは当然できません。公立中学校に魅力がないのかどうかというこ

とにつきましては、どういった統計をとっているかとか、アンケートをとっているか

とかいうようなことは特にないんですが、ただ、学校選択制に係るアンケート調査の

中では、本来の自分の校区の中の中学校ではなくて、隣の校区の中学校を選択されて

いる生徒さんのアンケートの答えについては、例えば環境というか見た目がきれいで

あるとか、周りの環境がきれいであるとか、体育、クラブ活動が充実しているとか、

そういったことで他の地域の公立中学校を選ばれているというようなアンケート結果

がございます。ですので、特に地元中学校で生徒数が減少している中学校につきまし

ては、地域の子どもたちが地元の中学校に通えるように、地域の方々も工夫を凝らし

て、生徒さんと一緒に、例えば防災の訓練をやったり、炊き出しでいろんなお料理を

つくったりとか、地域密着型といいますか、そういったことで地域の方々が努力をさ

れているというところはあります。 

 ただ、私ども区としまして公立中学校に残っていただくための取り組みをしている

ということは、今の時点ではございません。そういう状況でございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 前田委員、よろしいでしょうか。 

○前田委員 

 はい。 

○吉川議長 

ありがとうございました。 

 それでは次に、礒野委員、子育てについてお願いします。 

○礒野委員 

 資料１０ページの子育て環境について、それと組織についても少し触れさせてもら



20 

いたいと思うんですが、めざすべき将来像ということで、安心して育てる、育児不安

とかそういうストレスを軽減されるような項目というのが上がっています。まず子育

て環境を整えて子育て支援などを行うための行政側の組織的な中身を考えてみたらど

うかということでお話しさせていただきます。 

 まず、最初の大前提で非常に恐縮なんですけど、北区ができたとき、自治法に基づ

く法律で区ができるんですが、そのときに大阪市の北区役所事務分掌規則というのを

つくっているんですね。これは平成２４年の７月３１日の規則第１３９号ということ

で、第１号に組織規定を書いているわけですね。この組織規定を見ますと保健と福祉

が一体となっていない。何を言いたいかといいますと、中央区なんかは、保健と福祉

は一緒になっているんですね。一応地域特性とか人とか歴史とかいろんな要素があっ

て決めているのは当たり前のことだと思うんですが、ただ、保健というのは広い意味

で使っているので、今からお話させていただくのは、保健ということを前提にお話し

させていただきます。 

 まず、最初に家族構成とか世帯構成ですね、こういう変化ということで今非常に複

雑な環境変化が出ているんですが、安心できるように区民の方への体制は当然整えら

れていると思います。２０１５年に子ども・子育て支援制度、これは子ども・子育て

３法というのができていて、非常に充実、手厚くなっているのはそのとおりだと思い

ます。そこで思うのは、保健と福祉が連携、そして医療も含めてその体制をさらに進

めていくと。つまり特に保健と福祉については生活の質を高めるために、北区の目標

でもある、住んでよかったと思ってもらうために、まずはこの連携体制が大前提なん

ですね。当然、行政組織にも反映して、今まで以上のことをしていく必要があると思

います。 

 具体的に申し上げますと、北区は保健と福祉が一緒になっていないんですが、中央

などのほかの区はほとんど一緒になってる。つまり子育て・子ども支援なんかは１つ

の課でやるのが効率的じゃないかと。単純比較はできないんですが、報告とか連絡と
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か相談するときに、１つの課であれば人、物、金、情報を生かすということでより効

率的にやっていけるんじゃないかなと推測するんですね。保育の現場においてお子さ

んの健康状態の把握とか医療的配慮をする必要がある子どもへの対応とか病気とかけ

がとかの対応が、恐らく今は健康課でされていると思うんです。それから後の子ども

一人一人に対する対応ですね、これは福祉課に行くと思うんです。そうすると、その

あたりの連携がどうなっているかちょっとはっきりわからないんです。最近特にドメ

スティックバイオレンスや児童虐待もいろいろ起こっていると。そうすると、発達障

害もそうだしいろいろなところでいろいろな問題も起こっているのに、連携というの

は今以上に必要じゃないかと。要は複合連携が要るんじゃないかと思うわけです。豊

かな生活を過ごすのは健康維持、まずは健康増進第一。その生活を守るために、次の

福祉の段階になったときにどうしていったらいいかということも、背後にある福祉問

題なんかも見据えて近い将来考えていく必要があるんじゃないかなと思います。 

 それで、区民の福祉増強というのはいろんなニーズがあると思うんですが、専門家

グループの方の連携やネットワーク、当然図られているとは思うんです。現に今もこ

いろいろ取り組まれているので、それはそれでいいんですが、特にこれから、今もそ

うですが、女性の方の社会進出も増えている現状もあるし、その課題に対して保健福

祉、当然医療も含めてのさらなる連携。専門職の方の連携というのは特に必要じゃな

いかと。北区には子育て支援コーディネーターという方がいらっしゃるようなんです

ね。コンシェルジュさんらしいんですが、こういう方は非常にいいと思うんです。た

だ、その方は保健と福祉の中をどういう形で携わっているのかと。それがわからない

ので、働き方改革が叫ばれている現状からすると、さらに業務の効率とか職員の方の

負担を減らすためにも１つにまとめてみて、特に来年度、大阪市は非常に変わると思

いますので、北区もいろんな波に揉まれていろんな形が出てくると思うので、今の事

業をできたら見直していただいて、より一層のものをしていただければありがたいと

思います。  
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 諏訪副区長、よろしくお願いします。 

○諏訪副区長 

 副区長の諏訪でございます。 

 実は私、保健福祉センター所長を兼務しておりまして、事務分掌で御指摘がありま

したけれども、北区の場合は大まかにいってヘルスを健康課、それから福祉のところ

を福祉課が担っています。この両課を束ねるといいますか、結節点になるのが実は私

でございまして、御心配をおかけしておりますが、精一杯間を繋いでいってまいりま

すので、そういう組織になっているということでひとつお願いしたいと思います。 

 それから、おっしゃるとおり２４区を見渡しますと保健福祉課というのが大半でご

ざいます。北区の場合は健康課、福祉課となっていますけれども。２３区の実態で申

しますと、私は前職もそうだったんですけれども、前職のときは保健福祉課。ただ、

実態的にはそれぞれの担当課長がおりまして、担当課長を中心に連携を深めていって

いるという実態は北区とほかの２３区は変わらないのかなと、そう思っています。実

際の連携の具体的なところは福祉課長よりお答えします。 

○吉川議長 

 福祉課の武市課長、よろしくお願いします。 

○武市福祉課長 

 福祉課長の武市でございます。 

 子育て支援に関して、健康課の主に保健師メンバーと福祉課との連携ですけれども、

たまたま１階と３階には分かれておりますが、健康課のほうで実施している健診に福

祉課のメンバーが行って子育て支援室の説明をしたり、個々のお子さんのちょっと心

配だなというような話は必ず保健師が福祉課の子育て支援室に来て個別に話もしてお

りますし、福祉課のメンバーが健康課へ行って個別の話もしております。実際に連携
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の場面という意味でいえば、虐待の話も先ほど出ましたけれども、要保護児童対策協

議会の会議の場には健康課の保健師さんも参加をしてもらっております。さまざまな

個別の会議では一緒に入っておりますし、地域にも一緒に行かせていただくこともご

ざいます。各地域でやっている子育てサロンなどにも、子育て支援室のメンバーも行

くし、保健師も寄せていただくと。子育てイベントも北区の場合は年間７回ほど各地

域で実施しておりますけど、そちらにもそれぞれ行って、さまざまなことを一緒に取

り組んでおります。個別のことに関してはしっかり連携ができていますので、私自身

もあまり心配せずに見ているところではありますけれども、実際に新しい事業を始め

ようとか、こういった新しいことを始めるぞというときに、そこのところは定期的に

情報交換をしていこうという話もごく最近健康課ともさせていただいたところです。 

 北区の場合は、健康課も福祉課の子育て支援室もそうなんですけれども、職員の専

門職以外にも、先ほど言っていただきました保育コンシェルジュであるとか、心理士

もおりますし、あと、子育て支援室はスクールソーシャルワーカーの方にも来ていた

だいたり、多職種で、健康課に至ってはまさしく多職種でやっておりますので、そう

いったメンバーがお互いの強みを生かしながら、何かの際にはがっちり連携が組める

ように、日常的にしっかりさせていただいております。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。 

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、次に進めてまいりたいと思います。 

 白石委員、お願いいたします。 

○白石委員 
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 皆さん同じことをおっしゃられたので、私が取り立てて言うことはないんですが、

まずインフルエンザのワクチンのことなんですけど、前回もお願いしたように、高く

て打てない。家族４人おれば１万以上かかる。我々は年配なので１，５００円で終わ

ったんですけど、我々の補助より子どもたちに手厚いほうがこの猛威を防げたんじゃ

ないかなと思うんですけれど、いかがなものでしょうか。 

 それと、虐待のことなんですが、子どもたちが相談を持っていけるところはやはり

先生であってほしいと私は思います。誰にも話せないことを先生に話して、じゃあこ

うしてやろう、ああしてやろうというのが普通のあり方だと思うんですが、４年生の

子どもにしても、中学生の自殺にしても、先生もいじめに加担していたとか、ちょっ

と不信を抱くようなことがありましたので、そのあたりはどのように対処していただ

けるのかなと思いましてお尋ねしました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 まず健康課の北田課長よりお願いします。 

○北田健康課長 

 インフルエンザのワクチンですが、３，０００円ぐらいが大体かかっているという

部分で、家族全員打つと、例えば１万２，０００円とか１万６，０００円かかってし

まうというところですね。確かにそういったところはあるかなと思います。御意見い

ただいた部分については局にも話を通していきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○吉川議長 

 続きまして、いじめのことに関しまして、福祉課の武市課長お願いいたします。 

○武市福祉課長 

 児童虐待全般にということで福祉課からお答えさせていただきます。 

 このごろのニュースを見ておりましても本当に、子ども自身のことを思えば何とか
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防げなかったのかということもありますし、その後の学校であるとか児童相談所とか

の会見を見ていても、恐らくどこが防ぐポイントだったかということは、関わってお

られた方たち皆さんわかっていて、あそこでもう一歩やればよかったんだなというの

を思ってあのように釈明しないといけないのも本当に辛いことだろうと思っておりま

す。実際に大阪市で随分前ですけど西区で事件があったときも、児童相談所の抗議の

電話を対応しているメンバーは本当に憔悴したんですけれども、実際に命が失われる

というのは取り返しのつかないところでもありますので、私たちもしっかり向き合っ

ていかないといけないなと思っているところなんですが、学校の先生の対応などにつ

きましては、要保護児童対策協議会にも学校の先生は入っていただいていますので、

要対協の全体の会議で年に一回は必ず研修という形で児童虐待の専門の先生に、学校

の先生も含めていろんなお話をしていただいたり、それを学校へ持って帰っていただ

いてお話ししていただくようにしております。日常的には、各学校で要対協の対象の

子どもさんのケース会議というのを本当に数多く行っております。それは福祉課の係

長とかが学校に行かせていただくこともあるんですが、その際には関わっているスク

ールソーシャルワーカーですとか、場合によっては主任児童委員さんにも参加してい

ただいたりとかしながら、子どもさんの支援の方向性についてしっかり情報共有や話

し合いをしております。先生方が本当に追い詰められてしんどいときにそこをサポー

トできる子育て支援室でありたいと思いますし、さまざまな相談を学校の先生だけじ

ゃなくて保育所も含めましてたくさんのところから聞きますので、一つ一つ丁寧にや

っていくしかないのかなと考えたりもしています。 

 今回報道されているものにつきましては、実は半分ＤＶの被害でもあったというこ

とで、今福祉課では児童虐待ももちろん担当はしておりますけれども、ＤＶ被害も担

当の窓口になっておりますので、虐待もＤＶもそうなんですけれども、定期的にこれ

だけの数が起こってくるというものではありませんので、たまたまですけれども、こ

の数カ月ＤＶの相談がすごく多くて、担当の係長も、一体何事かというぐらいＤＶで
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走り回っていたんですけれども、ＤＶ被害につきましても、今回お母さんがなぜ逃げ

られなかったかというようなことはたくさん出てはおりますけれども、私たちも支援

をしながら本当に追い詰められるとなかなか逃げ出せない。逃げられるよ、こういう

方法があるよと言っても、でも子どもが転校しないといけないからとか、今の家を離

れられないとか、会社をやめるわけにはいかないとか、本当にいろんな事情を抱えて

おられますので、そのあたりも含めて諦めずに丁寧に、いつでもここへ相談へ来てく

れたら逃げることができるよということを伝えながらやっていくしかないかなと考え

ております。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 白石委員、いかがでしょうか。 

○白石委員 

 ありがとうございました。 

とりあえず現場の先生方には優しくて強い先生でいてほしいなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、テーマ２の福祉・子育て・教育につきましては皆様御意見を頂戴したと

ころで、次のテーマ３のその他の区の施策は路上喫煙禁止地区指定（案）も含めまし

た御検討をいただきたいと思いますので、皆様方の御意見を賜りたいと思います。 

 吉村委員、お願いいたします。 

○吉村委員 

 路上喫煙に関しては今日初めて知ったので申し訳ないですが、天神橋筋商店街で昔

灰皿を置いていたことがあるんです。今から１０年近く前まで置いていました。その

ときの状況からいいますと、どんどん灰がたまっていくわけですね。そのうちに火事

が起こるんです。その火事が起こるたびに近所のお店の人が水をかけて消すんですけ
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ど、ただ、その上にまた溜まっていって、掃除も御近所の方がしていた。ですからだ

んだん負担になってきて、そのときにどんどんほったらかしになると。火事は起こる、

水がかかる、ほったらかしになる、その繰り返しがあって、とうとう灰皿を全部撤去

したんです。結局撤去したほうがよかったなと思います。たばこも別にそこで吸われ

ませんしね。そういう感じで、先ほど髙村課長がおっしゃったようなスキームでやっ

ていただいたらうまくいくと思いますので、よろしくお願いします。 

 それと、今日思いついていたんですけれど、今までと全然違う話ですけれども、町

名変更が大分昔にあって、大阪市の一番大きな町名変更は１９７８年なんですけれど、

北区は特に。そのときにほとんど昔の町の名前が消えまして、旧東区はほとんど残っ

ているんです。当時の市会議員が頑張りまして。北区はほとんど全部なくなってしま

ったということで、まちづくりを考えるときに町の歴史の勉強するんですけど、昔の

名前が出てくるんですね。そのときに、あ、いい名前だなと。どうしてこんな名前が

ついているのかといろいろ調べていくと、やっぱりたくさんいろんな歴史が掘り返し

て出てきて、それで町の愛着がまた出てくるんです。そういうことを考えると、やっ

ぱり昔の名前の町名をどこかでもう一度ちゃんと皆さんにわかってもらうような仕組

みを考えるとか、あとそういうものをまとめたものを小学校の教材に使っていただい

て、子どもたちに自分たちの生まれた町とか、それから住んでいる町の歴史を知るこ

とによって愛着を持つというふうな循環になっていったらいいなと思うのでね。 

 今、市民局がつくっている旧町名継承碑というのがあるんですね。あれは今大阪市

内で９２カ所あって、北区に３１カ所あるんですけど、物すごくお金かけてあるんで

す。石の立派なもので、銅板のフレームで。何百万かかっていると思います。あんな

立派なものじゃなくて、町の名前の数も多いですし、江戸時代は大坂三郷だけで６０

０ほど町の名前があったらしいので、実際に大大阪になったときにはすごい町の名前

になっていますし、７８年に北区は町の名前が、がらっと変わって大分減ったんです

けど、それでもかなり多いんですけどね、昔の名前は。そういうものを地区の人たち
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と一緒にもう一度どこかでいつでも見れるような形で、もちろんネットの中でもいい

んですけど、町に来られた方が見れるような形にして、その資料を小学校と中学校の

学生さんに教材として使ってもらうような、そのようにして、昔の名前を大事にする

ことを区で考えていただきたいなと考えています。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

お答えは、上野区長お願いします。 

○上野区長 

 個人的には大変関心があり、実際やってみたいなと思いますが、今具体的な案が浮

かばず、考えながらお聞きしておりました。でも、おっしゃるとおり、ここは何々町

といったら、もともとそういう同業種の方たちが集積されていたとか、町を歩く上で

も大変楽しいことなので、それを町の魅力として発信するか、それを教育にも連携さ

せていくという、いろいろな大きな構想の中で予算もつけて考えていくということ、

検討させていただきたいと思います。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。 

吉村委員、よろしいでしょうか。 

○吉村委員 

はい。 

○吉川議長 

 私の地域では、万歳町という町名があるのですが、ただ、町会運営としては統合し

て中崎の中に組み込んでいる。難しいところもあると思いますけれども、夢があると

いいますか、子どもたちにはいいことかと思いますので、またご検討いただければと

思います。 
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 次に、笠井委員、お願いいたします。 

○笠井委員 

 子育てのことを少しお話しさせてください。 

 前回の北区区政会議における意見でベイビープログラムのお話をさせていただいて、

健康課さんにお話しして、２月２０日に見学に行かせていただくことになっていて、

それを私が運営する中津つどいの広場ぐぅぐぅで、毎週月曜日はごろごろデーという

ことで、ハイハイするまでの赤ちゃん限定の日ということを、豊崎と中津両方拠点を

持っていたので、中津で毎週低月齢の子、豊崎で高月齢の子をということで分けて運

営することが実現できましたので、今日発行の子育て情報誌ＫＩＴＡ－ＫＵのほうに

も紹介していただいていて、そこに関しては健康課さんの思いを酌んだ運営を今後で

きるかなと頑張っていこうと思っています。 

 先ほど礒野委員がおっしゃっていた子育て支援コーディネーターも、私、子育てひ

ろば全国連絡協議会に属しておりまして、北区何千人のお子さんを行政ワンストップ

では聞けないだろうということで、出先機関としてもフォロー連携できていければな、

という思いでいることをアピールさせていただきます。 

 今日の質問は、わがまち北区が、３年前に区政会議に来たときから気になっていた

ら、どんどんよくなってきているという印象を得ていまして、一般のお母さんたちも

自分が読みたいページが子育てだということとか、色分けですとか、やはり広報の工

夫が実感されているかなと思っている一方、市政改革プランの８、９、１０、１１の

地域活動協議会の支援の部分で、地域活動を知っている人たちが１８％とか、そうい

ったとても低い数字になっているということが気になります。昨日も専門学校の生徒

さんが中津のリサーチをして、どういったことが中津のまちに必要かということのと

きに、リサーチの中でも、地域活動に参加したことがないし、知らないし、興味がな

いというところで、接点が持てていないという現状を、例えば掲示板を活用してはど

うですかとかいろいろな案が出てきたんですけど、そこの中に防災の観点があったり
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とかということで、地域活動と、このジシン本だったりがすごく連携する必要がある

だろうし、かといって、区役所さんも疲弊している、地域活動協議会も、こんなにた

くさん地域活動をやっているのに知らないと言われてしまうという疲弊を呼んでいる

ので、そういった中にＮＰＯさんや企業さんやまちづくりセンターさんがしっかりと

中間支援で引っ張ってこれる第三の組織を束ねられたらなということで、今はメール

マガジンとかじゃなくてＬＩＮＥ＠なのかもしれないですけれども、そういった企業

さん向けＬＩＮＥ＠で必ず区の情報が定量的に届くパイプというのをつないでみては

どうかなと思っています。やっぱりそういったデジタルの情報だけだったら酌み取れ

ないんですけれども、そういう企業さんというのは場を持たれているので、その場に

それを紙の媒体として広報してもらう。ですので、そういった団体さんごとが場の力

を発揮するような広報手段がないと、地域活動をすごく活発にされている中で、一般

の住民の方、働いている方には届きにくいなというを感じています。 

○吉川議長 

 今の御意見に対しまして、地域課谷口課長、何かアドバイスをいただければと思い

ます。 

○谷口地域課長 

 地域活動協議会の認知度でいきますと、地域活動協議会を知らないという方が当然

半分以上おられます。ただ、地域活動協議会ができてまだ数年しかたっておりません。

いまだに地域のコミュニティはやはり町会組織であるというような認識でおられます。

私はそれはそれでいいと思うんですが、地域活動協議会というものができた以上、も

っと私どものほうとしましてもＰＲをどしどししていかなければならないんですけれ

ども、やはり地域活動協議会のほうでもいろんな方々を取り込むという、そういった

ような支援をしていくのが私どもの仕事だと思っておりますので、やはり地域活動協

議会をどれだけ認知していただくかというのは、地域活動協議会の皆様にいろんな形

でいろんな場面でいろんな方々と知り合ってもらえるというか、繋げるような場を提
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供する、またそういった広報をするというところが私どもの仕事でございますので、

より一層力を入れて取り組んでまいりたいと思っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 髙村課長、どうぞ。 

○髙村政策推進課長 

 情報発信というところ、伝えるというのは今の区長の一番の肝でして、我々職員か

ら見ても、広報紙、随分変わっています。進化というかバージョンアップしているな

と。これで満足することなく高めていくんですけど、ＳＮＳにつきましても、これま

では本当にホームページから始まって長らく何もなかったんですけれど、フェイスブ

ック、ツイッターから、去年はインスタグラム、それからユーチューブも整えたとい

うことで、いろんなツールを増やしていっていますので、ＬＩＮＥも含めてどういう

形でさらに充実していけるかというところは研究していきたいと思いますので、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。笠井委員、よろしいでしょうか。 

○笠井委員 

 はい。 

○吉川議長 

 それでは次に植松委員、よろしくお願いいたします。 

○植松委員 

 今の地域活動協議会当事者なんですけれども、１８％という数字を初めて聞いてび

っくりしたんですけれども、何年か前に地域活動協議会ができたんですけれども、そ

れは大阪市の区役所から地域活動協議会にしなさいと。地域活動協議会にしないと補

助もおりませんという形で、今まで例えば民生委員だとか振興町会長の会だとか、青
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少年指導委員とか福祉委員とかいろんな会がばらばらにやっていたのを地域活動協議

会にまとめたんですね。ですから振興町会長と各団体の長ばっかり集めているわけで

すね。それだけでも人が結構いっぱいなので、それ以上あまり増やすことができない。

なるべく青少年指導委員なんかは若い人にお願いして若い人に来てもらいたいんだけ

ど、若い人からすると地域活動協議会はおじいちゃん、おばあちゃんばかりでしてい

て、若い者は入れないというような感じで、話が合わないなどといって、若い人に一

生懸命来てほしいと言ってもなかなか来てくれないですね。そういう問題を地域活動

協議会は抱えておりまして、地域活動協議会の行事として今度は避難訓練をしたりバ

ス旅行したり音楽会をしたりいろんな活動をしているんですけれども、そのときは何

人か来てくれるんですけれども、本当は地域活動協議会自体に来てもらっていろいろ

情報を共有してもらいたい人たちが来てもらえないというジレンマを抱えております。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。この意見に対しては上野区長からお願いいたします。 

○上野区長 

 地域活動協議会、私は大変よくできている仕組みだと思っております。けれども、

それを理解してもらうためにはかなりステップが要ると思っていて、おっしゃってい

らっしゃいます地活協は、振興町会が中心となっていて、それに賛同されているとこ

ろが今はあります。それに入るかどうかはまたちょっとその前の段階で、先ほど笠井

委員もおっしゃってくださった企業があったり、テーマコミュニティがあったり、子

育て支援のコミュニティがあったり。でも、あるときに、例えば夏祭りであったり何

かするときに場と場がつながっていくという、そのときに一瞬つながるけど、またず

っとは一緒じゃないと。いつもこのような会議にみんなが来るというのは無理がある

かなと私は思っています。緩やかなつながり、それをつなぐ人がいる、そういうのが

リアルなコミュニティのつくり方かなと。区役所としましたら防災をテーマにコミュ

ニティに入っていきながら、先ほどの子育て、福祉ですね、虐待であったりいろんな
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課題を解決していく、解決する中で信頼関係がつくられていき、そこでまた新たなつ

ながりができるということを多発させないと実際に本当につながるコミュニティには

ならないんじゃないかという仮説を持ちながら、北区政は行われていると思っていた

だけたらと思います。その方法としまして先ほど言ったＳＮＳを使ったり、紙媒体を

使ったり、いろいろな伝え方もあるだろうと。まだまだなのですが、スピードアップ

もしていかないといけないので、来年度はもっとスピードアップ、そして多角的なア

プローチをして、このパーセンテージを上げるべく頑張ります。よろしくお願いしま

す。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。植松委員、よろしいですか。 

○植松委員 

 はい。 

○吉川議長 

次にまいります。お待たせしました。南委員、お願いいたします。 

○南委員 

 南でございます。いつも防災ばかりだったんですけれども、安全安心まちづくりの

ために、最近外国人労働者の受け入れということが国で決まって、いよいよ実施され

ます。今朝も摂津市で外国人受け入れのための学校というんでしょうか、そういった

センターをつくるということで、地域と相当揉めたと。これは我々から見たらどっち

も仕方がないなというところなんですけれども、そういうことを言っていられない状

態は我々の地域にも来ると思います。外国人労働者あるいは研修生の受け入れを積極

的に実施されること。受け入れ側の地域にとってはどんなことになるんだろうという

ことが問題になってくると思います。地域にとっても不安です。これから来られる方

を拒むわけにいきませんので、やはりお互いに誤解が生じないように北区として受け

入れに対していいこととか悪いこととか、そういったことを早急に調査していただく
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か、それを速やかに広報で反映していただいて、住民の不安を早急に取り除いていた

だけたらということです。まだこれからのことなんですけれども、ぜひお願いしたい

と思います。 

 それも、私どもちょうど中崎町を抱えておりまして、外国人観光客の公害問題もい

ろいろと、今は大きい問題にはなっていませんが、いろいろと対処している状況です

けれども、これからますますそういった問題が増えてくるんじゃないかということで

懸念しておりますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。ただいまの意見に対してお答えを諏訪副区長、お願いい

たします。 

○諏訪副区長 

 南委員おっしゃるように、国策というか国の政策としてそういう方向性が開かれて

いくということなので。ただ、これまでも既に外国籍の方々、働きながらという方も

たくさんいらっしゃって、生活の違い、文化の違い。例えば生活の違いでいえばごみ

の出し方の問題、そんなことでもいろいろトラブルが起きていたと思います。ただ、

おっしゃるようにこれからどんどんさらに増えてくるということですので、やっぱり

地域とともにお互いが理解し合えたり、あるいは迷惑をかけずに、もっといえば交流

し合えるような方向を向いていかないと、国の政策とはいえ破綻をしていくんだろう

と。実際に地域にお住まいの方の御心配はいろいろあると思います。 

 ただ一方で、お話にもありましたけど、教育、学校の問題も多々あったと思います。

子どもたちは比較的小さいので言葉をすんなりと受け入れられるんだけれども、実は

親が全然学校の連絡の文書も読めないというようなことでトラブルになるとか、いろ

んな課題であったりとか分野もさまざまで、我々も今すぐにこうしていきますという

答えはないんですけど、当然国際交流の視点であるとか、あるいはダイバーシティの

視点であるとかいろんな視点を踏まえて何を分析したりとか、あるいはどんな生活の
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知恵があるのかとか、お互い文化が違うだけに、そこはしっかりと誤解のないように、

真の理解がないとなかなか溶け込んでもいただけないですし、ウェルカムもできない

ということだと思いますので、勉強させていただきたいと思います。関係先がいっぱ

いあるのかもしれないですけれども、一生懸命努力して勉強してまいりたいと思いま

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。南委員、よろしいでしょうか。 

○南委員 

 はい。 

○吉川議長 

 これもこれからの問題だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 お待たせいたしました。友田委員、お願いいたします。 

○友田委員 

 私、今日は児童虐待のことについてお話聞きたかったんですが、皆さん質問されて

おりますので。今、福祉課のお話を聞きまして、研修などをなさっているということ

ですので、本当に力強く思いました。よろしくお願いいたします。区役所では児童福

祉士というのは何人かいらっしゃいますでしょうか。 

○吉川議長 

 武市課長、よろしくお願いします。 

○武市福祉課長 

 区役所の子育て支援室ですけれども、今児童虐待の対策の中心になってもらってお

りますのが、保育士の係長が中心で、子育て支援室に保育士の資格を持った者はもう

一人、大阪市で長年実際に保育現場にいた２人が今実際に仕事をしております。一時、

市長が児童福祉士の区役所配置ということも少し新聞報道されておりましたけれども、

実際の児童福祉士は、今、大阪市は子ども相談センターにいますので、子ども相談セ
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ンターに北区の担当のケースワーカーがおりまして、その北区の担当のケースワーカ

ーは週に一回は必ず区役所のほうに来てくれております。必要なときは週一回だけじ

ゃなくてほかのときもしょっちゅう来て、家庭訪問したり学校に行ったりしておりま

す。うちの子育て支援室は、保育の担当も子育て支援室の中に入っておりますので、

保育所の入所などそういう相談を聞くメンバーも入れて、かなりほかの区よりも人数

多くみえているんですけど、先ほど言いました臨床心理士のメンバーもいます。また、

こども青少年局から配置されております家庭児童相談員という発達障害であるとかい

ろんな子どもさんの発達の課題や相談に乗れるそういうメンバーが北区の場合は児童

虐待の対応もするという、高い専門性を持って対応する家庭児童相談員が２名おりま

すので、どれだけおったら十分なのかというのは大変難しい計算になってしまうんだ

と思うんですけれども、今のメンバーでとにもかくにもやれるだけのことをしっかり

やると。 

 このところいろいろ私も思いますのが、ほかの担当者ですね。例えば今の福祉課で

すと児童手当の担当がおりますので、児童手当の担当者が当然子ども生まれてすぐの

親御さんの話を聞く、何かあったら子育て支援室につなぐ、あるいは児童扶養手当の

担当者は子どもさんを育てているひとり親の方の相談を聞く、何かあったら子育て支

援室につなぐ、障がいのサービスの担当者も、当然のことながら子どもさんの障がい

のいろんなサービスの相談を聞いていて、これは何かあったらということで子育て支

援室につなぐというようなことで、それぞれが輻輳的にいろんな情報を課の中でもや

りとりをしております。実際高齢の担当は余り関係ないかと思いましたが、この間は

高齢のことで関わっているお家に、どうも大丈夫かなと思うような小学生の子どもさ

んがいらっしゃったということで、それも子育て支援室と高齢の担当者とで話をして

おりました。そういうようなことで、実際、課も超えて、先ほども健康課と連携と言

いましたけれども、生活保護の世帯であれば生活保護のケースワーカーや係長ともし

ょっちゅういろんな話もしておりますので、そういう意味では、国民健康保険もそう
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ですね。どちらかというと区役所全部を挙げて気になることについては情報を集めて

相談をして、どこか関わりを持っていけるところがないかというようなことでやって

いるのが現状ということでございます。 

○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 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 御出席いただいた皆様方の御意見を頂戴しましたが、追加で、伊永委員からご意見

があるようですのでお願いします。 

○伊永委員 

 たばこのことで１つなんですけれども、路上喫煙禁止地区と灰皿設置の御説明を受

けて十分よくわかりましたけれども、民有地のことですね。特に一番目立つのがコン

ビニエンスストアの入り口近くの灰皿について、完全に民有地ですから、あれが全く

手が出せないのか、何らかの指導をするのか。いわゆる向こうの責任なので行政とし

ては関与できないものなのかというのを、見解をお聞きしたいと思います。 

 それからもう１点は、６月２８日のＧ２０、大阪府が高校休校というのを昨日決め

ましたけれども、市の小・中学校、保育園、幼稚園についてはどういうことになった

のか決まったのでしょうか。それも教えていただければと思います。 

○吉川議長 

 髙村課長、お願いいたします。 

○髙村政策推進課長 

 １点目の路上喫煙のことですけれども、これは結論からいいますと、手が出せない

ということはありません。どこに設置するかというのは、公のところにスペースがあ

ったら、それが一番いいんですけれども、やっぱりこれだけビルが集積していて、今
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いろいろと実地調査もしているんですけど、どうしても民有地と公共用地が輻輳して

いる、重なっている、ここで境界がある。でも、施設のスペースとしたら両方にまた

がるとかいろんな問題がありまして、そういった場合、協定書を結びまして、もちろ

ん相手の合意ですけれども、民間さんとの協定書を結びまして、ここに何とか設置で

きるでしょうか、事業者さんとも合意を得ましてということは可能であろうと思って

います。ただ、今のところそれが確たる、ここは得ましたというところがまだちょっ

と出てきてない状況なんですけれども、それを粘り強く調整して、最終的には設置を

実現したいと思いますので、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す。 

 続きまして、谷口課長お願いします。 

○谷口地域課長 

 今の時点では市立の小・中学校が６月２８日、２９日に臨時休校するかということ

については、教育委員会のほうから示されておりません。ただ１点、今年は元号が変

わる年でございますので、４月、５月に１０連休があって、公立の学校の教育のカリ

キュラムの実際に必要な勉強の時間が足りなくならないように、そういったことも変

えなきゃならないということで、そういったことで慎重にその辺は対応していきたい

ということを聞いたことはございます。でも、今の時点では決まってはおりません。 

○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 

 皆様方の御協力でまだ少し時間も余っておりますので、植松委員、何かあれば、ど

うぞ。 
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○植松委員 

 すみません、まず子育て支援に関してですけれども、実は私ボーイスカウトのリー

ダーを長いことやっていまして、ボーイスカウトというのは究極のボランティアだと

思っているんですけれど、指導者やみんながみんな自分たちでお金を、登録費を出し

て、活動費も自分たちで出して、子どもたちの世話をしているんですけれども、やは

りボーイスカウトといっても今は女の子が半分ぐらいで、その子たちを野外活動を通

じていろいろ頑張ってやってもらっているんですけれども。今度も来週は金剛山に雪

中キャンプに行きますけれども、小学校の１年生から高校生ぐらいまでみんな頑張っ

て活動しております。その中で月に２回、３回集会をやるんですけれども、かなり、

ひとりひとりの子どもたちに目を向けていろんな支援活動を行っております。 

 それからもう一つは、別の話ですけれども、南委員が先ほど外国人の問題をおっし

ゃっておられたんですけれども、うちの家内も早朝にお掃除の仕事をしているんです

ね。僕は２時間ですけど、うちの家内なんか３時間やっているんですけれども、６時

から９時までお掃除をしている。今度外国の子が来るとか言っていました。そしたら、

日本人の働き方として、６時から９時までが仕事なんですけれども、５時半ぐらいに

行っていろいろ準備をして朝礼をしてそれから始まって、それで９時に終礼をして終

わるというようなことでしているんですね、今まで。ところが、外国の子が来たら、

６時にしか来ない、９時になったらきっちり帰ってしまうというようなことがありま

す。それで、文化が違うと言うから、それはそれでいいのではないかと。逆に会社側

が考えて働き方を考えてくれるんじゃないかというような話をして、実際に外国人の

方を受け入れるとそういう問題がいろいろ出てくるという実例でございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 三輪委員、ほかに何かありましたらどうぞ。 

○三輪委員 
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 先ほど地域活動協議会の認知度の話が少し出たんですけれども、私は生涯学習に関

わっています。地域活動協議会に入っている生涯学習に関わっていますが、年間に生

涯学習に関わる人は１００人を超える人が来るわけですが、自分たちが地域活動協議

会の行事に参加していると思っているのは、私たち推進員４名だけで、ほかの人は生

涯学習に参加していると思っています。同様に、小学校の講堂や校庭で活動している

バレーボールやソフトボールのメンバーの人たちも、自分たちはソフトボールをして

いる、バレーボールをしていると思って活動に参加しています。とても地域活動協議

会に参加しているとは思っていません。だから、アンケートのとり方で、地域活動協

議会を知っていますかと聞いたら、多分実際に中に入っているメンバーも知らないと

言うかもしれません。だから、聞き方というのもあると思いますし、組織としては確

かに区長が言われたように地域活動協議会というのは非常にすぐれた組織であると思

いますが、中身が余りにも多様であるために、それぞれのグループは余り同じところ

にいるという意識がないので、アンケートのとり方をもう一度考えていただけたらと

思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 髙村課長、どうぞ。 

○髙村政策推進課長 

 アンケートなんですけれど、実は地域活動協議会を知っていますかというのは大阪

市全体の共通設問で示されていまして、だからといってそれでいいというわけではな

いんですけれども、一応実態としてはそれで聞くということになっている。ただ、北

区独自に区民アンケートも行っていますので、その中ではもう少し柔らかく、どうい

うおつき合いされていますかとか、年々、いろいろと工夫しながら考えてとっている

設問もありますので、そういうところもあわせながら考えていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
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○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 

 実は見てしまったことがありまして、うがった見方かもしれませんが、Ｇ２０を控

えてかなのか、いわゆる民泊と短期間の外国人在日の就労者の状況を聞き取りして回

っているという黒服姿の数人のグループがおりまして、ある説では公安関係じゃない

かとかいう説もあって、曽根崎署に聞きましたら全く知らないと言われまして。ただ、

大分前から始まっているらしいんです。特に北区、中央区、福島区あたりを。何か気

になるものですから、変な集団でなかったらいいんですけれどね。正式なものであれ

ばいいんですけれど、人に言えない人が回っているというのは気持ち悪いものですか

ら、そういうことがあれば気にとめていただきたいなと、今日見たので思いました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

委員の皆様方からは御意見を頂戴しましたので、大変お待たせをいたしました。

議員の方々、市会でお忙しい中御出席をいただきましてありがとうございます。 

 お待たせいたしました、前田議員より御意見をお願いいたします。 

○前田市会議員 

 市会議員の前田です。今日は本会議がございまして、オブザーバーの市会議員の各

先生方はちょっと遅れてしまいまして、すみませんでした。 

 今日途中から議論を聞かせていただいて、そこに関連する市の議会のほうでどんな

議論がされているかとか、市の大きな方向性はどうなっているのかということを少し

ばかり私のほうでわかる範囲内でお答えをさせていただきたいと思います。 

 昨年は地震とか台風とかが物すごく起きて、特に台風２１号の影響というのはすさ

まじい影響が出ました。例えば倒木、木が倒れた本数、大阪市内だけでも８，０００
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本倒れました。そして、屋根瓦が飛んだ件数、これだけで７，３００件です。ですの

で、公園のそばにまだ切り株がずっと置かれてあるような状況が去年もずっと続いた

と思いますけれど、建設局を中心に整備をしていったと。 

 一方で、多くの課題がやっぱり前回浮かび上がってきた。これは区役所でも恐らく

災害対策警戒本部を立ち上げたときに情報とかいろんな部分で課題が浮かび上がった

と思いますが、これは実は大阪市全体で見ても、市役所のほうでも物すごく課題が上

がったのが実情です。例えばですけれども、連絡網一つとっても、例えば電話で、電

話しても電話をとれない、あるいは電話が繋がらないような状況が当然発生したんで

すけれども、今度はメールを送ると、今度はメールをまだ見ていないとか、そういう

状況が物すごく発生したことがあります。ですので、今大阪市のほうはそもそも情報

のまず管理体制自体を別の仕組みにしないといけないんじゃないかと。それで今、も

しかしたら皆さんもスマートフォンを持ってらっしゃる方、使ってらっしゃるかもし

れませんけれども、ＬＩＮＥと提携をして、読んだか読んでないかがわかりますので、

ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳという機能を入れて、情報をできる限り正確に早く周知をする

仕組みを導入しようということで、市が検討して、市長中心にＬＩＮＥと提携したと

いうようなところがあります。 

 それと、そういう情報管理体制とともに、今度は避難所の機能、特に前回の台風、

地震があったときは、避難所を開設するのが地域によって、あるいは区によってばら

ばらなんです。つまり河川が氾濫したときの避難所開設基準というのは市で定まって

いるんですけれども、実は台風とか地震が起きたときの避難所の開設の基準というの

が大阪市に規定されてなかったんです。そうすると、区が独自に判断を当然していか

ないといけない。だけれども、本当の地域の実情がわかっているのは当然地域の方々

ですし、ところが一定の基準がないと開設していいかどうかわからない。そんなこと

になっていますので、ここの基準も全部これから明確に変えていこうという動きが今

ありまして、ちょうど１２月末ぐらいにその取りまとめ案が、有識者が入った会議を
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かなりの回数重ねて、基準も全部変えるというような段階に今入ってきているところ

です。 

 一方で、防災拠点である体育館。この体育館は、例えば２月、足元で地震が起きた

ときとか、あるいは大きな災害が起きたときは当然避難所に避難するんですけれども、

そこには空調設備が入ってないもので、二次被害が想定されるんじゃないかと。とこ

ろが、ほかの市に行きますと、全部の学校の体育館には空調設備を入れて、熱中症の

ときもそうですし、暑いときもそうですし寒いときも冷暖房がきくような、そんなこ

とを取り組んでいます。ところが、大阪市としてはそれが全くないわけですけれども、

これは国から助成金をもらいながら段階的にやっていこうというような方向性に今な

ってきました。こういうところが防災の観点で市でも危機管理室を中心に大きく議会

でも議論されていって、前回の体制よりも、もし万が一次また災害が起きたときには

きっちりと体制が組めるような方向で議論していっているというところです。 

 それと、今日は虐待の話も出ました。大阪は実は虐待件数が物すごく多いんです。

虐待の認知件数が全国で東京をさらに超してトップなんです。これでいきますと、今

足元でいくと大体８，０００件くらいのベースで大阪府下で発生していまして、大体

平成２１年ぐらいから全国的に虐待の認知件数というのはぐっと高まってきていまし

て、平成２１年に至るまでは緩やかなカーブだったんですけれども、そのあたりから

急激に伸びてきているという現状があります。一番伸びているのが大阪でもあるんで

す。これは虐待件数が伸びているという側面もあるんですが、もう一方では認知件数

が増えている。つまり通報を多くの方がしてくれているという部分での認知件数が増

えている部分もあるのが事実なんです。ですので、今大阪市では、こども相談センタ

ーというのは今南部と森之宮にあるんですけれども、これは北部に、たしか東淀川区

につくっていく。森之宮にあるところは機能強化していくということで、そういう相

談センターの機能整備と、それと人員の配置、そういうのをこれから進めていくとい

うことで、あと二、三年にできるということなんですけれども、一方ではそういう認
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知件数の増加に伴ったそういう対策とともに、虐待のホットライン、今３６５日２４

時間いつでも電話が繋がってその方々に相談ができる、そういうことも取り組みとし

てはやっているわけなんですけれども、ただ残念ながら、これは認知件数、通報件数

が増えていくというよりも、手前で止めていくことを抜本的にやっていかないと、こ

の傾向はずっと伸びていっている状況がありますので、教育の部分になるのか、いろ

んなありとあらゆる面からこれは考えていかないといけない本当に重要な問題じゃな

いかなと思います。 

 それと、もう一つはＧ２０ですね。今年の６月２８日、２９日にＧ２０がインテッ

クス大阪で開催されます。各国の首脳の大統領が、Ｇ２０って２０カ国という意味な

んですけど、オブザーバー国を入れると３５カ国の大統領クラスの方が大阪に来られ

るんです。昔、ＡＰＥＣってありましたけれども、ＡＰＥＣの規模の３倍、４倍ぐら

いの規模じゃないかなと言われていまして、これについては、北区の関わりというの

は何かといいますと、北区には５つ星ホテルが７つぐらいあるんです。この７つの５

つ星ホテルは４日間、開催される前の２日前も含めますと４日間、宿泊が、恐らく北

区はかなり集中することになります。そうしますと、ホテルからインテックス大阪ま

での輸送態勢ですね。大統領クラスの方を送る態勢で交通規制が物すごくかかってく

るということになります。例えばホテルの近辺の警備、これは大阪府警だけじゃなく

て全国から警察官が動員されておりまして、つまり大統領の方々の警護、それと周り

に怪しいものがないかというチェックが今どんどん入っていっていると。先ほど伊永

委員からもありましたけれども、その警官がどういう方か私もわからないですけれど

も、いろんな警備態勢を強化していく動きが今一気に出てきているというところがあ

ります。これは水上と交通と、そして休学措置のお話もそうですけれども、昨日ちょ

うど知事が報道発表で高校の休学措置をするというお話がありました。私も気になっ

て大阪市のほうに、市はどうするんだということで今聞いているんですが、まだちょ

っと回答はありません。ただ、インテックス大阪がある住之江区については小・中全
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て休校にするというようなお話も聞いておりまして、恐らく限定的に、どうしても影

響が出て子どもたちの安全面とか通学の面とかいろんな面でストップをかけないとい

けないというところを市で割り出していっているという、そんな状況かなと思います。 

 以上、私の発言でございました。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。 

 続きまして、山本議員、よろしくお願いいたします。 

○山本市会議員 

 いつも本当にありがとうございます。貴重な御意見、すごくプラスになっておりま

す。 

 私からは、先ほど三輪委員から言われたようにアンケートの件なんですけれども、

独自で地域包括ケアシステムを御存知ですかというアンケートをとったことがあるん

ですね。ほとんどの方が知らないんですけれども、内容を伝えたら、ああ、それだっ

たら知っているというようなことがすごく多くて、同じようなこともあるかなと思っ

ております。違う名前にしたら余計わからなくなるかもしれないので難しいところか

もしれませんが、またいろんなアンケートのとり方をもうちょっと工夫したら本当は

知っていたということがあるなということを実感いたしました。 

 もう１点は外国人の労働者の話ですけれども、今市会でも、恐らく今回予算の質疑

等でも出てくるんじゃないかなと思っております。教育の問題、医療の問題とか、こ

れからは介護とか住まいとか健康保険とかいろんなことに関わってくると思いますの

で、大阪市としてもしっかりと各区で取り組みできるような形がとれたらいいなと、

また議論を進めていきたいと思っております。 

 あと最後に、路上喫煙禁止地区が一歩ずつ進んでいるなと思ってすごくうれしく思

っております。私があちこちで話をする中で、万博に向けて大阪のまちがきれいにな

ったらいいなということをすごく思っておりまして、たばこのポイ捨てやごみのポイ



46 

捨て、また昨日読ませていただきましたけれども自転車のマナー、さらに歩く人のマ

ナーが何としても６年後の万博開催までに一つ一つ整っていって、大阪をさらに魅力

アップさせていけるように、時間がかかるかもしれませんが、一つずつ課題をクリア

して、特に北区は区役所の前の通りが余りにも散らかっていまして、いつも通りなが

ら、区役所前の一番のメイン通りなのにこんな状態でいいのかなといつも思いながら、

自分のビルの前ぐらいしか片づけられないのが現状なんですけれども、これならでき

るんじゃないかなと思いますので、何とぞ区役所といたしましてもよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、高山議員、お願いいたします。 

○高山市会議員 

 大阪市会議員の高山でございます。本日はまず本会議の後の参加となったこと、お

詫び申し上げます。 

 私からは、後半からしか聞けていないんですけれども、また議事録などで前半部分

を確認させていただきたいと思います。その中でも何度か話題に上がっていました子

どもの虐待ですね。これはニュースでも取り上げられているので注目されている方は

多いと思っています。しかし一方で、東京では、児童相談所をつくるとなったときに

反対が出てきたりと、地域との関係性、この児童相談所というのもすごく複雑な特質

があると思います。過去に北区でも同じような課題があったというのも、前任からも

聞いております。つくるというのも大切です。ただし一方で、そこがいかにどこと連

携していくのか。警察なのか地域なのか、果たしてどこなのか。また、どこと連携す

るのにも阻まれているのは、個人情報というところが課題にも上がってくると思いま

す。そこを整理した上で、増やしていく、繋がっていくというのがこの虐待の対策に
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は必要なのではないかと思っております。 

 あと、路上喫煙に関して、私も事前に区からも説明を受けさせていただきました。

喫煙をされる方にとっての場所の課題というのが今直面していると思っています。区

役所からの説明にもありましたけれども、キーポイントとなるのは民間と行政、この

協定書だなと思っておりますので、ぜひこの観点を進めていただきたいと思っていま

す。 

 あと、生涯学習に参加しているという方と地域活動に参加しているという方の認識

というところで、委員からの御指摘がありました。私が今２６歳ですので、この世代

が地域活動協議会に入っていくのには少しハードルがあるというのは、自身の年齢か

らもすごくわかります。ただし、区長がおっしゃられていた緩やかな繋がりというの

が私にとっては確かに今一番うれしいと思います。同じ世代として会社に勤めなくて

はいけない。一方で父親も母親も働いている。一方でシングルマザーの友人もいます。

そういう方々がなかなか地域活動に参加しづらいと思っているという事実もある中で、

助けてもらう場所も地域活動協議会だなと、この議員の仕事を通じても実感しており

ます。その緩やかな繋がりというのを発信していきたいなと、今日のこの区政会議で

感じましたので、引き続き取り組んでいきたいと思います。 

 本日は多様な意見いただきましてまことにありがとうございました。今日は久谷府

議が府庁の会議で参加できないと聞いておりますので、あわせてお礼申し上げさせて

いただきたいと思います。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。議員の先生方、本当にありがとうございました。 

 最後になりましたが、岡田副議長、お願いいたします。 

○岡田副議長 

 ありがとうございました。 

 私からすると、以前より随分区役所内の中の様子がよく見えるというか、福祉課さ
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んにお声がけすれば、福祉課さんから健康課さんにお話がちゃんと届いているとか、

すごく中の連携がとれているなというのがここ数年感じているところでいます。それ

も、先ほど虐待件数の伸びもあったんですが、周りのことを知ろうとしているという

好意的な目線で皆さんが見るからこの件数が伸びていて、事件がこのまま起きなけれ

ばそれで済むんだろうなと。起きないために私たち日ごろ活動しなければならないな

と思いながら聞いていました。 

 学校の先生方のお話もちょっと出たんですが、昨日、自分たちのしている活動の中

で、学校の先生がこうしてくれると子どもたちが輝けますという言葉が聞けました。

現場の先生方はきっと子どもたちの輝く姿を求めながら毎日活動されているんだろう

なと思います。ただ、しんどいお子さんがいるということは、御家庭もしんどくなる

でしょうし、学校の先生もしんどくなって、大阪の休職の教員の数はすごい数だとい

うのは前に新聞に載っていたかと思うんですが、そういう環境も全てひっくるめて、

北区がいいように歯車が回ってきているかのように、そういう部分もいい方向に向け

ばいいな、と思いながら、子どもが一人でも元気になればその家も元気になるし、先

生も元気になるし、うまく回らないかなと思いながら聞いていました。 

 国会で人手不足と雇用の問題の話が、私としては雑に決まっていったような感じが

するんですが、国で決まったことが、私たちの日ごろの生活のごみ出しから子どもの

学校に通う教育現場の話から大きく変わってくるんだなと思いました。天満中学校に

は夜間学級があるんですけれども、夜間学級の生徒数が年々減ってきていて、存続が、

という話を聞いていたのを、たしか半年ぐらい前に聞いたと思います。１カ月ぐらい

前に全都道府県に夜間学級を設置するというような新聞見出しがありました。１８０

度変わるんだなと。こんな一瞬にして１８０度変わっていくんだと記事を読んで思っ

たんですけれども、国で決まったことが１８０度変われば区役所さんの各部署ですご

く煩雑な対応にいろいろ追われる日が来るんだなと思ったところなので、想像力を持

って、それに準備をしておかなければならない。私たちも今いろいろな御意見出てい
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るように前向きに動いていますし、区役所さんもすごく前向きに動いてくださってい

るので、ぜひそれのフォローというか、煩雑にならないように市でも頑張っていただ

きたいなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 委員の皆さん、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ありがとうございました。 

 本日委員の皆様方からいただきました意見や課題は区役所で十分に御検討いただき

まして、区政に反映していただければと思います。 

 また、本日議論が十分尽くされてない案件がございましたら、区役所に事後対応の

ほうをよろしくお願いいたしたいと思います。 

 区政会議はこれで終了いたしますが、最後に区役所から何かあればお願いいたしま

す。 

○上野区長 

 最後に御挨拶させていただきます。 

 長時間、多数の貴重な意見をいただきまして本当にありがとうございます。反映で

きるものはすぐに反映し、そして時間をかけてじっくりと成果が出る方法を考えて、

またこちらからも御提案させていただきたいと思います。 

 繋がるとか横の連携ということをお褒めいただいたり、内容が随分わかるようにな

ったとお褒めいただいたんですが、まだまだ満足しておりません。成長しているとい

うのは感じておりますが、私たち職員、一つ一つの事業が成功体験を積み重ねないと

なかなか全体が動いていくものにはならないのだろうと思っております。満足度、課

題の高度化といいますか、単純な課題ではなく難しい課題に対してもしっかりと地道

に連携を積み重ねて取り組んでまいりたいと思っております。 

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

○吉川議長 

 本日は長時間にわたりありがとうございました。 

 これをもちまして第２８回区政会議を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

 

６ 配布資料 

  別添のとおり 


