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第２９回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和元年６月１１日（火） 午後３時００分から午後４時３０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）、笠井 あゆみ（委員）、金下 玲子（委員）、 

   伊永 勉（委員）、白石 千壽（委員）、友田 幸子（委員）、 

   樋口 洋子（委員）、前田 陽子（委員）、南 順之介（委員）、 

   吉村 孝司（委員） 

   くらもと 隆之（市会議員）、高山 美佳（市会議員）、 

   山本 智子（市会議員） 

   上野 信子（区長）、奥野 尚史（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）、 

   木戸 信成（地域課長）、武廣 隆雄（戸籍登録課長）、 

   森 正俊（保険年金課長）、柴田 昌美（福祉課長）、 

   宮部 千佳子（生活支援課長）、岩崎 透（健康課長） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

   平成３０年度北区運営方針の自己評価について 

   令和元年度北区運営方針について 
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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２９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、大西委員、三輪委員、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名が出席されております。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、有効に成立いたします。 

 なお、樋口委員につきましては、所用のため４時ごろ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、北区選出の前田市会議員、山本市会議員、久谷府議会議員につきましては、

公務のため御欠席でございます。 

 それでは、続きまして、市会議員並びに区役所職員に変更がありましたので御紹介

いたします。 

 ４月の統一地方選挙におきまして新たに選出されましたくらもと市会議員でござい

ます。 

○くらもと市会議員 

 よろしくお願いします。 

○香山政策推進課長代理 

 ありがとうございます。 

 次に、４月１日付人事異動により、新たに着任しました職員を御紹介させていただ

きます。 

 副区長の奥野でございます。 
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○奥野副区長 

 奥野です。よろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 地域課長の木戸でございます。 

○木戸地域課長 

 地域課長の木戸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 戸籍登録課長の武廣でございます。 

○武廣戸籍登録課長 

 戸籍登録課の武廣と申します。よろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 福祉課長の柴田でございます。 

○柴田福祉課長 

 福祉課の柴田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 生活支援課長の宮部でございます。 

○宮部生活支援課長 

 宮部です。よろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 健康課長の岩崎でございます。 

○岩崎健康課長 

 健康課の岩崎です。よろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 以上でございます。 

 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。 
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○上野区長 

 上野でございます。本日はお忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 早いもので、このメンバーでは、今日を入れましてあと２回の開催となりました。

本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、区政会議、平成３０年度の運営方針の自己評価を主な議題として挙げてお

ります。昨年度、北区役所がどのような取り組みをしたか、その結果どのような状況

であったかを説明いたしまして、委員の皆様から御意見をいただきたいと思います。 

 また、このジシン本についてですが、本日は欠席されておられる三輪委員から、ふ

だん広告塔のように持ち歩いて普及していただいていた講座の開催について、もっと

テーマをふやしてほしい、そして年間のスケジュールも教えてほしいというお話を前

回いただきまして、早速、皆様のお手元のほうにありますような形にさせていただき

ましたこと、御報告させていただきます。場所についても、主に北区役所や区民セン

ターでやっていたのですが、中津や中之島、そして新たに子育て支援拠点でも定期的

に開催することになりました。講座のメニューも住まいの安全点検等々増えておりま

す。ぜひ委員の皆様も受けていただきまして、御意見をいただいて、もっともっとブ

ラッシュアップしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 長くなりましたが、本日も運営方針以外の区政のこと、何でも結構ですので率直な

御意見を賜れたらと思っております。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。本日も皆

様方の御協力をいただきまして円滑な進行に努めてまいりたいと存じますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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 座って進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 さて、本日の区政会議ですが、平成３０度北区運営方針の自己評価について、皆様

の御意見をお聞きすることになっております。 

 本日につきましても、御意見、お一人一問で議事を進めてまいりたいと存じます。

皆様の御意見を幅広く公平にお聞きし、区役所の方々にも答弁をできるだけ皆様の前

でお願いしたいと思っておりますので、お一人一問厳守で御協力をお願いいたします。 

 それではまず、髙村課長さん、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。それでは早速説明をさせていただきます。 

 本日の議題、平成３０年度北区運営方針の自己評価ということですので、メインで

使います資料は資料１でございます。その前に、運営方針本体、資料２のほうを、ま

ずお手元のほうへお願いいたします。 

 資料２を１枚めくっていただきますと、左に自己評価と中段に書いてある分があり

ますけども、これがいわゆる区としての総括、区長の総括でございます。中身はまた

後ほど個々に概要のほうで触れますけども、７つちょぼがありまして、またお目通し

いただきたいと思います。防災、コミュニティの関係、それから福祉、教育支援、そ

れから情報発信、最後が職員づくりということで、７つのちょぼにわたって総括評価

を書かせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 これに基づきまして、各取り組みの評価をまとめておるんですけども、もう一回、

資料１に戻りまして、中身に入っていきたいと思います。評価の中でも主な取り組み

状況として抜き出しております。この表の見方、まず３０年度は最初どういう計画を

立てたのかという計画内容が一番左の青の表、そして、それに対してどんな取り組み

を１年間かけてやったのかが真ん中の黄の表、そしてその結果、当初達成したいなと

思っていた目標がどういうふうに達成され、状況になったのかというのが一番右の緑

に書いてあると、こういうふうな表の見方になっております。 
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 そして、まず防災対策事業です。何といいましても一番大事な部分でございますけ

ども、左に書いております。一つ一つ、時間の関係上、文言を読み上げませんけれど

も、上から防災学習、講演会と訓練関係、それから２つ目が防災の備蓄品の充実、そ

れから３つ目が帰宅困難者対策に備えた防災パートナーの登録事業者や津波避難ビル

等もふやしていく。それから、４つ目が地域の地区の防災計画の作成支援も行ってい

くということを書いております。取り組み実績としましては、中段にあります津波避

難ビルは３１年３月末では２５施設、その下の防災パートナーのほうも９２事業所ま

で伸ばしているということで、どんどんふやしていきたいと考えております。右の業

績目標につきましても、おおむねその目標以上の数字を達成しております。 

 それから、下の放置自転車対策の取り組みです。これも従前からずっとやってきて

おる分です。区は啓発事業、建設局が整備あるいは撤去ということを中心にやるんで

すけども、啓発については３警察署等々連携して実施いたしました。また、取組実績

欄の下の曾根崎１丁目に自転車駐輪場を整備というのは、区ＣＭ事業で建設局により

３０年度に約５０台を新たに設置したということです。一番右の２９年度の目標は１，

６８４台の１０％減で１，５１５台でしたが、結果はこれよりも良い１，１２５台と

なっております。 

 次、おめくりいただきまして、福祉関係の分野に入ります。福祉関係ということで、

これも従前からやってる分で力を入れておりますけど、コミュニティソーシャルワー

カーの配置による地域での福祉コミュニティづくりの体制支援のために、区内に５名

のＣＳＷ、コミュニティソーシャルワーカーを配置しております。地域福祉コーディ

ネーター等々の強化、あるいはスクールソーシャルワーカーとの連携によって重層的

な支援を行っていくという取り組みを続けており、まちともサービス等の利用会員様

も伸ばすような形で支援を行うことで、相談件数を伸ばしていくというところが主眼

でございます。一番右に書いておりますように、ＣＳＷや地域福祉コーディネーター

が相談を受けたケースについて、専門機関等につないだ件数を、５０件と言ってたん
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ですけども、大幅に上回るような件数を達成してるという状況です。 

 それから中段、待機児童の解消です。これ、全市的にも非常に重要な事業ですけど

も、何といいましても受け皿づくりということで、認可保育所の新増設、あるいは小

規模保育所等々の開設ということをやっております。取り組み実績としましては１カ

所でして、３１年４月に大淀中のほうで小規模保育所を開園いたしました。保育所待

機児童数の結果について、北区としましては、３０年４月ゼロだったんですけど、３

１年４月１名ということになっております。そして、入所保留児童数のほうもちょっ

とふえてるような状況ということで、引き続き受け皿の対策を含めて頑張っていきた

いというふうに考えております。 

 それから下、子育て支援事業の充実強化です。臨床心理士を配置して相談体制の充

実、あるいはＳＳＷ、スクールソーシャルワーカーとＣＳＷ、学校、地域、各関係機

関と連携しながら支援を行う。あるいは、区役所の１階でずっと実施しております子

育て支援ルーム（キッキ）での相談という、こういったものを組み合わせながら、安

心して子育てしていただける環境ということを整えていくということで、取り組み実

績、それぞれ数字を上げております。その結果、右の達成状況としましては、アンケ

ートをとりまして、単に子育て支援室の認知だけではなくて、支援策への満足度の割

合ということで、目標以上の９０％以上の数字を出しているという状況です。 

 それから右上、学校教育活動支援事業です。これも、北区独自に力を入れてる分野

も含めましてやってる分ですけども、取組実績の上２つの内、まず１つ目が文化芸術

体験でございます。小学生の方に芸術文化の鑑賞の機会を設けて、醸成、心豊かな生

徒さんに育ってほしいということ。それから２つ目が、プロのスポーツ選手等来てい

ただいて、部活動のことで教えていただくというような機会、特別講師の派遣という

ところ。それから、中段にいきますと、教育行政連絡会議あるいは教育会議も定期的

に開催する。それから、まちあるきと生涯学習の講座。一番下のほうでは、区民スポ

ーツ大会、あるいは市長杯の市民ソフトボール大会というところをそれぞれ実施した
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ということになっています。そして、一番下の市長杯「市民ソフトボール大会」区予

選会というところ、これ２８年度から新設した分ですけども、本年度も、６月３０日

に、小学生対象ですけども、区長杯という大会を予定しております。そこで、優勝さ

れた、優秀な成績をおさめたら市のほうの大会に参加していただくという形でやって

おります。そういった取り組みを通じまして、業績目標、達成状況につきましても、

所用の成果を上げているというような形です。 

 ここまでは区役所独自で定めている運営方針の内容からピックアップしております

けども、次が市政改革プラン２．０に基づく取り組みです。大阪市共通の取り組みと

いうことが計画内容で定められてる中で、区としてそれの計画を立てて、業績目標を

目指すという取り組みです。 

 取り組み３ということで、これ１から２１まで実はあるんですけども、そのうちの

幾つかをピックアップして載せております。 

 ３の職員づくりと人材マネジメント、これも非常に力を入れているところでありま

す。職員の接遇研修はもとより、取り組み実績の中段にございます、全職員を対象に

課題発見・解決力の向上を図るワーキングスタディのわくわくプロジェクトは、前

期・後期と分けて、発表会を開いていろんな改善につなげていくという北区独自の取

り組みです。あるいは、その下の広報技術力。情報発信するものについては、特にデ

ザインの専門家の方にアドバイスいただきながらチェックしていただくというような

形でやっています。あるいは一番下、区長と職員（転入者全員）との意見交換会とい

うことで、今まさに実施してるところですけども、こういった職員間の意思疎通とい

うところも力入れております。そうしまして、右のほう、職員アンケートで、仕事に

やりがいを感じていると、ある程度感じてる割合ということで、９０％以上と高く掲

げております。ここに少しでも近づくように積み重ねていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから左のほうの取り組み５、地域に根差した活動の、地縁団体、自治会・町内
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会単位の活動支援ということで、これが、何といいましても、防災講座を切り口に講

座を開きながら、９割を占める北区のマンションの住民の方々の交流を通じて、コミ

ュニティ形成へと誘導するというところが最終的な狙いであります。先ほど区長から

ありました、大阪北区ジシン本というところの普及を図りながら、どんどんきずなと

いうところを強めまして、いざというときに動ける体制というところを目指していき

たいと考えております。 

 それから取り組み項目６、これもいろいろ書いておりますけども、いわゆる地域の

担い手の発掘というところでして、少しでも地域の活動にたくさん参加していただい

て、地域を知っていただいて、地活協のほうの御理解いただきながら参画していただ

くという取り組みでして、右のほうに、いろんな機会を通じて、こういう活動をされ

てますよというところを、区としても支援しながら紹介していきたいという取り組み

です。 

 それから右上、取り組み項目１０、これは地域活動協議会そのものへの支援という

ところが中心ですけども、先ほどの防災講座もしかりなんですけども、区もホームペ

ージやフェイスブック、ＳＮＳを充実しております、そういったものを大いに活用し

ながら、地域の活動の情報を、地活協の活動の情報を積極的に発信していきたいとい

うことでして、実績のほうも３５％以上というところをクリアしていきたいなと、今

後も高めていきたいなということを考えております。 

 それから下の取り組み１３、多様な主体のネットワーク拡充への支援ということで、

これはいわゆる産官学といいますか、地域、企業、学校等と連携しながら、まち全体

を活性化していこうということで、従前からも力入れております。北区は特に専門学

校、あるいは商店街、企業が集積してますんで、地域と連動しながら区役所もどんど

んそういう事業を実施していくということです。中ほど、女性会との協働による御堂

筋清掃については、この間５月１８日に御堂筋クリーンアップ作戦というのを実施し

てます。あるいは下の、御堂筋ギャラリーを活用したアートイベントの実施というこ
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とで、御堂筋ファンファンということで回を重ねてますけど、これも５月２５日にや

りまして、また秋に向けて頑張っていきたいというふうに考えております。 

 それから取り組み項目２０、これが最後になりますけど、広報についてです。情報

発信ということで、非常に、区の柱として伝えるということで、充実してる部分であ

ります。特に広報紙、手にとってもらえるようにということで、いかに訴求力のある

ものにするかということで、きょうひとつ、またお手元に６月号、ちょっとごらんい

ただきたいと思います。本当に、充実、どんなふうにしたらいい広報紙になるのだろ

うということを日夜研究しながらやっております。６月号でいえば、食育月間、天満

菜ということで、なにわの伝統野菜を紹介するという記事が一面にございます。この

写真は上野区長が撮った写真を載せて、こんな形で区としてもどんどん顔を出してい

きたいというふうに思ってまして、非常に、１２万余り、刷っております。全戸配布

している広報紙を筆頭に、ＳＮＳもさらに力入れまして、今、フェイスブック、イン

スタグラム、ユーチューブもやってますけども、ＬＩＮＥも今年度中に何かできるよ

うな形で今検討しているということで、目標を達成していきたいなというふうに考え

ております。 

 以上、ちょっと時間の関係で非常に駆け足になりましたけども、これがかいつまん

でポイントを申し上げたものであります。 

 それと、この機会に、あと残り、資料５なんですけども、ちょっと見ていただけま

すでしょうか。これ、前回区政会議における意見の対応状況ということで、いつもの

ようにおつけしてます。その中で、２番の伊永委員の分と６番の吉村委員の分につき

ましては、今、調整中ということで、検討しておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 そして、本日は最後に資料６をつけております。これも全区こういう形でやるわけ

ですけども、前年度の区政会議の運営がどうであったかということのアンケートをい

ただいております。活発な意見交換がされてるという箇所は１００％というような肯
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定的な割合をいただいてるんですけども、その下の、いろいろ課題、改善点というこ

とも忌憚なく御意見をいただいております。さまざまいろいろ事情がある中で、でき

ること、できないこと、ありますけども、我々も勉強して、少しでもいい会議になる

ように目指していきたいと思います。 

 それから、裏側も、区政会議において、意見や要望について適切にフィードバック

が行われているか、これも８割以上の評価をいただいておりますけども、片や、いろ

いろ改善点といいますか、御指摘の点もありますんで、この点につきましても、運営

の工夫というところもしっかり研究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。 

 すみません。ちょっと時間の関係で非常に雑駁になりましたけども、私からは以上

でございます。ありがとうございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様より御意見を聞いてまいりたいと思います。 

 委員の皆さんには、本日、受付で意見を述べたい項目をお聞きしておりますので、

できる限り御希望のテーマで意見をお聞きできるように進めてまいりたいと存じます。 

 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存

じます。意見をされる場合には、内容について資料番号とページ番号をおっしゃって

から意見をおっしゃっていただけますように、お願いいたします。 

 それでは、最初になりますが、前田委員、お願いいたします。 

○前田委員 

 防災と、それから資料１の抜粋版の防災のところと、それからもう一つ、取り組み

項目後の地域に根差した活動の活性化というところ、両方にまたがってるところなん

ですけれども、マンションの管理組合向けに防災講座を積極的にやってくださってい

て、結果としてもすごく実績が上がっていらっしゃるみたいで、非常にいいなと思っ
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ています。 

 管理組合さんがこういう講座を開いたときに、どういうことを課題として感じてお

られるか、懸念されてるかというようなところ、それに対して区としてはどういう取

り組みをしていこうと思っておられるかというのを、差し支えない範囲で教えていた

だけたらなと思います。 

○吉川議長 

 これに対しましては、地域課でしょうか。木戸課長、お願いします。 

○木戸地域課長 

 地域課長、木戸でございます。御質問、ありがとうございます。 

 まず、冒頭なんですが、私、４月に就任いたしまして、まだ２カ月ちょっとたった

ところでございますので、質問に対するお答えが適切でなかったり不十分な点もある

かと思いますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。担当者も後ろに座っ

ておりますので、もしかしたら担当者からお答えをさせていただくかもわかりません

ので、よろしくお願いいたします。 

 まず、マンションの防災講座等の関係で、昨年も、マンションコミュニティ事業と

いうことで、さまざまなマンションに向かいまして防災講座等の催しをさせていただ

いたところでありますが、本年も予算をとりまして、新たなマンションコミュニティ

支援事業ということで、取り組んでまいりたいと考えております。それで、管理組合

はどのような感触をお持ちかという点につきましては、担当のほうから答えさせてい

ただいてもよろしいでしょうか。申しわけありません。 

○佐伯地域課長代理 

 地域課長代理の佐伯と申します。 

 マンションのほうで課題と思われていることですが、一般的に言われているように、

マンション内でのコミュニティ、つながりが希薄だということになるのかなと感じて

います。今、マンションが抱えるいろいろな問題があるというふうには聞いておりま
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すが、全てコミュニティがしっかりしているとマンションの管理組合の運営が円滑に

進められ、一緒に課題を解決していくようにみなさんが主体的に考えるようになって

いくのかなと、そこが究極の問題かと思っています。ですので、防災という、みなさ

んが今、関心を持たれている事項を入り口として、基本のルールづくりをつくってい

ただくことをお勧めしながらマンションに入っていますが、それがきっかけになって

コミュニティが、なかなか盛んにはならないとは思うんですけれども、そのきっかけ

づくりになるようにと思って事業に取り組んでおります。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

上野区長どうぞ。 

○上野区長 

 補足です。一言で言いまして、思った以上に、マンションの管理組合さんが、組合

員の皆さんとの意思疎通を図るのに困っておれるなというのが感想でございます。私

も幾つかピックアップして行っておりますが、講座をするにも、訓練をするにも、計

画を立てるにも、出て来られる方を巻き込んでいかないといけない、場づくりをして

いかなくてはいけないんだなということを実感しておりまして、一つ一つ、自立して

いただくには時間がかかるなと思っております。今、着手しているのが約３０のマン

ションですが、来年は８０の目標を立てております。大丈夫かなというのが正直なと

ころでございます。マーケティングと一緒でしょうね、あるところまで行くと一気に

広がっていくのだろうなと思っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 今、北区の中で管理組合のあるマンションは３９０ぐらいでしょうか。 

○上野区長 

 ３９０になりました。 



14 

○吉川議長 

 今実際に取り組まれたのは３０ぐらいということで、これからということだと思い

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に、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。 

 私も、今の前田委員がおっしゃったのと大体同じ部分の資料の関連のあるところな

んですけれども、ジシン本に関連したいろんな出張講座、それから出前講座的なもの

についてなんですけれども、数をふやして、対象も広げていく方針でいるというふう

なことは、とてもよくわかりますし、目に見えて出てきているというふうに思います。

その担い手としても、先日私も講座を受けさせていただいて、今後お手伝いをしてい

く方向で、心持ちでいます。１つ思うのは、マンションで広げていく、それから企業

に勤めていたり、それから関心のある人たちが１つの場に集まってくる、そういうと

ころで広げていくことが重要だと思います。それと、出前でこっち来てくださいとい

うふうに言われて、例えば学校のＰＴＡとか、そういったところもふえてくると思い

ます。その次の方向性としては、広げていった次に深めていく。それから、もう一つ

私は重要だなと思うのは、それをつなげるというふうな部分が重要だと思っています。

例えば、いろんなところで講座を受けた人たちが、市の施策、それから区の施策とし

て、いろんなことでやっておられるところについて、自分が受けたものが、あ、ここ

とつながっているんだ、何かあったとき、それから日常生活の中でも、自分たちの生

活とそれがつながっているということが見えてくるということです。防災は、みんな

が関心を持ちやすいからということで、取り組んでおられるということもありますが、

防災という１つの窓をきっかけにして、いろんな身の回りのこと、それから施策にコ

ミットしていくような、最終的には、自分がつなぐ目を持つという部分に育っていく

ような、そういう学びのデザインというのを見通したものが広がっていくと、深まっ
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ていくといいなと思っています。期待もしていますし、自分たちも協力できる市民と

してかかわっていきたいなというふうに思いました。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 次に、伊永委員、お願いします。 

○伊永委員 

 すみません。防災に関して事前質問でお答えいただいておりますのでその分はいい

んですけど、避難行動要支援者対策のことで御質問させていただきます。今、登録同

意の状況が、一昨年、昨年に比べてほぼ５０％超したというところまで成長してると。

ＣＳＷさんのお力も結構あったと思うんですけど、まだこれが進んでるということで

は、非常に一生懸命、社協さんが先頭やと思いますけども、やってらっしゃるなとい

うことはいいことと思います。 

 ただ、１つ気になりましたのが、ある自治体で実は調査しまして、ほぼここと一緒

なんですね、４，０００強ある登録者のうち、再調査しましたら約３８％が実は自力

ないし家族の力で避難行動ができるということが判明しまして、それを避難行動要支

援者から削除するほうがいいだろうということがありました。そのこと含めて、更新

ですね、一人一人の登録者の方たちの現状調査と更新と、あるいは新たに追加をする

という作業に関しての動きについて、どういうふうに今検討されてるかというのをち

ょっとお聞きできればということで、質問させていただきます。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 今の御意見については、柴田福祉課長、お願いします。 

○柴田福祉課長 

 福祉課長の柴田です。 

 こちらの見守りに当たっての名簿の更新の件なんですけれども、基本は、半年に１
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回は、各地域と連絡をとらせていただいて更新に努めてはおります。あと、もともと、

この名簿につきましては同意をいただいた方のみです。つまり防災のときに─災害

時はとても重要なんですけど、災害時だけでなく日常的な要援護者の方への支援とい

うところから出発してるところもございまして、同意という形でしてるわけなんです

が、郵送と訪問による同意をいただき、かつ半年ごとの更新ということをさせていた

だいております。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

○伊永委員 

 ちょっと一言忘れました。実は、北区でやってらっしゃる中で、全国的にこれをま

ねしようということを少し、今、１３ぐらいの市町村さんからお声ございました。１

つは、郵送がピンクの封筒使ってるということです。これが、役所から来る事務封筒

でないということで、見ようと思う意識が非常に高いということで、うちもまねしま

しょうというのを私が聞くだけでも約１３市町村ございます。そういうことを、市内

のほかの区も含めて、いいことはもっとアピールされたらどうかなとちょっと思いま

した。 

○柴田福祉課長 

 ありがとうございます。 

○吉川議長 

 これを励みによろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。一つ目のテーマでお伺いするのは、大体済みましたので、

次のテーマにまいります。 

 ２番目の「福祉・子育て・教育」につきましてお尋ねをしたいと思いますが、白石

委員、お願いいたします。 

○白石委員 
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 白石です。こんにちは。 

 せんだって、マンションにお住まいの若いお母さんが子連れで、ちょっとお尋ねし

たいんですけどと言われて、何ですかと聞きますと、子育ての不安があったり、マン

ションの中での交流もないし、どこに行ったらそんな話が聞けるのというのを尋ねら

れました。でも、私はそういうのを余り詳しくはないので、若いお母さんが子供を連

れてどこか１つの場所で楽しく集えるイベントか何かをして人を寄せていただいて、

そこで仲よく交流ができることができないのかなと思いました。それでお尋ねしまし

た。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 これも柴田課長、お願いします。 

○柴田福祉課長 

 ありがとうございます。 

 まさに、子育てに当たりまして、特に新たに北区にいらっしゃった方が、一体どこ

からつながりができるのかということは、とても大切なことだと思います。 

 そして、私ども福祉課といたしましても、子育て支援室を中心としましてさまざま

な取り組みはしているわけなんですが、各地域に出向いて、年間、今年度の場合８回

の子育て出張イベントとあわせて、その場でも相談もできますという形の相談とイベ

ントをセットにした取り組みを実施しております。広報等、もちろん努めておるわけ

ですけれども、確かに新たに来られた方にまだ十分届いていないということがあるか

とも思いますので、そのあたりはより効果的な広報について考えたいと思っておりま

す。 

 それから、実はこの区役所の１階にあります、子育て支援ルームのキッキというの

があるんですけど、区役所内ですので、転入されてきたばかりの方とかが、たまたま

すぐそばにこういうところがあってちょっとのぞいてみたという形でお越しいただい



18 

てる方もいらっしゃいます。つまり、まだ地域の中ではお知り合いが余りいない方で

も非常によくお越しいただいておりまして、毎日基本的にやっておりますので、これ

はひとつ非常に効果的な効果を発揮してるなとも考えております。 

 それから、もちろん子育て支援室といたしまして、さまざまなイベント以外にも、

各種のニュースレターや情報提供、また子育て支援室のメール等での発信等も行って

いるところですが、より届きやすいような形を工夫したいと思っております。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。 

健康課長もお願いします。 

○岩崎健康課長 

 すみません。子育てということで、ちょっと赤ちゃんの関係の部分になるんですけ

れども、先ほど御意見あったところのようにマンションの家庭がふえてる中で、親世

代と一緒に暮らしておられないという家庭もどんどんふえており、第１子を産まれた

お母さんが、子育ての知識を親世代から伝えられるということが少ない状況があるの

ではないかと思います。そういった中で育児に不安を抱えられる親御さんがおられる

という課題のもとに、今年度からなんですけれども、親子のきずなプログラムという

のを開始しております。第１子の２カ月から５カ月ぐらいの赤ちゃんを抱えておられ

るお母さんを対象にしております。そういった方に集まっていただきまして、４回ぐ

らいのプログラムになるんですけども、子育ての重要なところのポイントをお話しさ

せていただくのと、あわせて、同じようなお母さん方がそこに集っていただきますの

で、そこの横のつながりもつくっていただけると、そういった場として今後もこの事

業を展開していきたいということで、今年度から始めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○吉川議長 
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 ありがとうございます。 

 白石委員、よろしいでしょうか。 

 地域も子育てのほうには随分関心を持っていますので、これからもどんどんＰＲを

して、地域で行っている子育てサロン等々にも皆さんに来ていただけるよう、よろし

くお願いいたします。 

○白石委員 

 ありがとうございます。 

○吉川議長 

 次に、樋口委員、お願いいたします。 

○樋口委員 

 失礼いたします。樋口でございます。 

 私は、自分の仕事の関係から、子育てとか、それから健康、教育、その辺の問題に

非常にふだんから問題をいろいろ覚えております。今のちょうど子育ての方たちのコ

ミュニティをというときも、ふと思ったんですが、１歳半健診とか３歳児健診に出務

したときにたくさんのお母さんと子供たちが集まってくるので、ああいう場、それと

か各就学児健診に参りますので、幼稚園、そのときもたくさんの親御さんで集まる場

がありますので、そういうときを利用して先輩のお母さん方とかからお話を聞くのも

一つかなと、そんなふうなことは今のお話から思っておりました。 

 実際には、今すごい困っておりますのはワクチン接種なんですけども、この前の会

議のときには、ワクチンを絶対にされないというお母さんがおられて、これははた迷

惑やからやめてほしいと思うという話をしたと思うんです。それについては、いろい

ろお答え考えていただいてると思うんですが、このごろ外国人の方が急にふえまして、

普通の病気で来られて、急に向こうの母子手帳を出されて、それで次何のワクチンを

日本で打ったらいいですかと言われても、まず言葉がわからないのと、各国でワクチ

ンの接種法が全部違います、ですから、あらかじめ聞いていたら、対象表みたいなの
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があって調べることもできるんですけども、いきなり言われてこうすると、例えばポ

ケトークとかがあっても、何語をしゃべってはるかなというのからわからないので、

うまく対応することができなくて時間ばっかりとる。外国人の方が非常に本当にふえ

てらっしゃるので、そういうワクチン以外でも、日常の診療でも全然、お父様がしゃ

べれても、実際病院に来られるお母さんとその子供たちは何かあんまりしゃべれない

し、ましておばあちゃんなんかが来られたらどう聞いたらいいのかわからないという

ので、今度から、いろいろオリンピックとかそういうこともあって、医療関係でも医

療通訳みたいなの、それとか緊急のときの言葉の問題というのは非常に困ったことで

す。それが、学校でも健診が始まりましたら、外国のお子さん、たくさん今ふえてま

すので、問診票とか見ましても字が書けないお母さんもたくさんいらっしゃるので、

その子供たちをうまくつかむことができないと。そういうことが非常に今、問題です

ので、特にワクチン関係に関しましたら相談窓口を、例えば区役所とかそういう健康

課のほうに置いていただいて、この人は何を打ったというのが日本語でわかるような、

そういう相談窓口があったら、あらかじめそこに行って聞いてきなさいと言えるかな

と思ったりしております。 

 それで、今の健診の話なんですが、校医もしておりましたら、今度は、先生方が非

常に若くなられて、お元気なのはいいですし、最近はジェンダーフリーといいますか、

子供の並び方も、昔みたいに男の子がいてて女の子がいてじゃなしに、全部あいうえ

お順で並んでますので、健診のときに急に、男の子はこっち、女の子はこっちと言っ

ても、もう混乱するばっかりで、そこで、先生方が、若い人を責めるつもりはないん

ですけど、口のきき方が、どういうんですかね、暴力は絶対にいけないということで

あれなんですけど、口では、もう女の先生もすごい口調、子供たちに対しては、きか

れてるのが現状ですね、見てたら。心臓とか音聞いてるので静かにしなさいと保健の

先生は言ってはるんですけど、それでも子供たちが騒いだら、担任の先生はすごい言

葉を子供たちに投げかけてて、それでも子供たちは余り聞かないという。だから、教
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育の仕方、何かちょっと違うのかなというような感じが。反対に、幼稚園の年長さん

ぐらいのほうが、すごく先生の言うことよく聞いて、お利口にしてるんですけどね、

そういう、ちょっと健康と教育の問題に関して、そんなふうなことを感じております。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 この件について、岩崎課長、お願いします。 

○岩崎健康課長 

 すごい難しいなと思ってまして。健康だけの切り口ではない根本的な問題があるよ

うに、今、お話伺って感じておりまして。健康だけの問題で、このケースでこの問題

があるということでしたら、それに対して何か解決策というのを具体に出していけば

いいとは思うんですけども、今のお話ですと、日本で既に長いこと暮らしておられる

方で日本の行政サービス受けておられる外国人の方なんか、突然来られてワクチン打

ってくれというふうにおっしゃってる方なんか、切り分けももちろん必要でしょうし、

その話を通じ合えるというのは、健康だけではない、いろんな問題で根本的にそうい

う整備が必要なんかなと思いますんで、私自身がこういうことで考えさせてもらいま

すというのは難しいんですけれども、そういう問題があるというのは認識、認識とい

うか、あるんであろうと思っておりますので、もし何か局などでそういう話し合いす

るような場があるようでしたら、また話のほうはさせていただきたいと思います。 

○樋口委員 

 ありがとうございます。 

 特に、転入されてきたら、ここの北区役所で受け付けるわけで、小さいお子さんが

いらっしゃったら、当然、母子手帳とか、そういう面はお世話いただけると思います。

そのときに、外国の方やったら、ここまでワクチンは済んでますよとか、それが、き

ょうだい３人もいらっしゃって、母子手帳持ってるのか持ってないのかとか、予防接

種手帳については、大阪市のは、お金かかるとか、これはただやけどとか、ちょっと
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そういう説明するのは、なかなかなもんですから、転入してこられたときには、そう

いう対応していただければ助かるかなと思います。 

○吉川議長 

 上野区長、どうぞ。 

○上野区長 

 すみません。今のお話、岩崎課長が申しましたように、北区だけではなくオール大

阪の課題だと思っております。区長会の部会等々で問題提起、ほかも出ているかもし

れないので確認させていただきまして、しっかり検討させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

○吉川議長 

 樋口委員、よろしいでしょうか。 

○樋口委員 

 ありがとうございます。 

○吉川議長 

 関連して、笠井委員、いかがでしょうか。 

○笠井委員 

 笠井です。 

 先ほど白石委員がおっしゃられたように、私自身が中津と豊崎のほうでつどいの広

場事業をやってますので、まだまだ発信が足りていないなというふうに反省しながら、

本当に瞬発力のある、産まれたらすぐ来れるような場づくりというのが課題だなとい

うふうに感じながらお聞きしていました。 

 きょうなんですけれども、具体的取組の２－３－２のところでは、子育て支援事業

充実の強化の中で、多分、この９４．９％、満足度が高いという数字におきましては、

先ほど柴田課長がおっしゃっていた出張イベントで出向いて行って、場があって顔の

見える関係というのが高い評価を得ていると思いました。同時に、子育てが極端に数



23 

値が高いというのは、行政がこれだけのことをやっているということを、きっと初め

て子供を産んで、私も体験したんですけれども、身をもって、あ、行政はこんなに自

分たちのほうを向いていてくれたんだという、初めての場だからこそ満足度が高くて、

ほかも頑張って取り組んでるんですけれども、じゃ、初めて行政の活動を知ってもら

う場で、いかに何をＰＲするかというのがとても有効になってくるんだなというふう

に数字を見て思いました。 

 取り組み項目の１３のまちづくりセンターのとこに飛ぶんですけれども、それに関

連して、まちをつくってる行政としての立場として、ことしまた、まちづくりセンタ

ーという立ち位置がちょっと変わったと思います。より横串で刺すようなイメージで

全ての課題を刺してくれるような部署になるようにちょっと期待を持っています。具

体的に、新たな中間支援組織として今まで平成３０年度までいって、行政の目指すま

ちづくりセンターというのがどういった形でこれから変わっていくのかなというよう

なところを、聞けたらなと思って、お伺いしたいです。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 この件に関しまして、区役所のほう、お願いします。 

○上野区長 

 すみません。課長が代わったばっかりなので、私ばかりがしゃべってしまいますが、

今までのいきさつも知っている私からお話しさせていただきます。 

 変わったところは、まちづくりセンターの支援員を非常勤職員化したことです。非

常勤化というのは短時間勤務の職員です。今までは委託事業なので、事業者さんの代

表にしかお話ができなかったのを、今のメンバーの５人とは、週３０時間勤務の職員

として一緒にとりくんでいます。私たちと一緒になってまちづくりをしていくという、

立ち位置が変わっています。 

 それと、担当制になっています。各支援員の担当の地区、これは変わりはないです
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が、前までは、まちづくりセンターは独自事業もしていただいておりましたが、今後

は、一体となって地域課として取り組むことになりましたので、どういう成果が出る

かというのは、企画力などにかかっていると思っています。御期待いただきたいとい

うことで、よろしくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、次のテーマの「その他区の施策」につきまして、御意見を承ってまいり

たいと思いますが、防災、そしてまた福祉、子育ても含めて結構でございますので、

よろしくお願いいたします。 

 礒野委員、よろしくお願いします。 

○礒野委員 

 すみません。そしたら、その他ということで、今のいただいた項目の中には、ちょ

っと触れるかどうかは疑問なんですが、ただ、コミュニティの関係で触れると思うん

で、年度当初なんでちょっとお話しさせていただきます。 

 私、個人的に、まち歩き、自転車で回るのが好きなんですが、北区のことを知ろう

と思っていろいろ回ってるんですが。それで１つ、北区の菅原町に、ある公有財産が

あるんですね。これ、具体的に言いますとエイジングセンターということで、非常に

今まで活用してて、いろいろ聞いたり調べたりするとこによると、もう廃止条例出て

るんですね、平成２５年に。ということで、その後一応５年ぐらいたってる。その間、

もう細かいことは省略しますけども、少なくとも２８年ぐらいに、市長の見解と、何

か児童相談所をつくるということと、市民の声ということで、ここを活用したらどう

かということがインターネットに出てるんですね、北区のホームページで。見ますと、

そのときの回答が売却処分をするので検討してると。これ行政用語なんで、大体。い

ろいろ検討は当然されてると思うんです。検討されてるのはいいんですが、売却とい



25 

うことで、一般入札それとも競争か、ちょっとわかんないんですが、少なくとも売却

の方針を立てて今後どうしていくか……。つまり、公有財産なんで、北区の中、見ま

すと結構大きい財産なんですね。ただ、問題は区分所有、住民との関係がいろいろあ

るということで、塩漬けになってるらしいんですが。 

 ほんで、１つだけ申し上げたいのは、塩漬けをするときに、短期間の使用ですね、

売却するまでに何か使えないかと。要は、あそこをコミュニティの一つの、高齢者と

若い子がつながりを持つ……つまり、１つの例として、最近、こども食堂なんかよく

言ってるんですが、大阪府の調査で調べましたところ、北区には数字は上がってない

んですね。ただ、全国で２，０００件以上もできてるので、中央区なんかもあるので、

恐らくこども食堂みたいな、名前は別として、そういうのはあると思うんです。だか

ら、少なくとも子供さんと高齢者が集える場所、集える居所ということで検討してみ

てはいかがかと。 

 それで、管理がえ、つまり今は福祉局になってるらしいんですが、こども青少年局

でもいいし、これは管理がえの規則で一応ルール上できますので、やっていただいて、

そこら辺も検討していただくということと、今度、区長がシティ・マネージャーにな

ったということで、区の業務と自主─処分権限は恐らくないと思うんですが、ただ、

管理運営、それと意見進言の権限はあると思うんですね。だから、エイジングセンタ

ーについて、もう一度見直し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。 

 この件に関して、区役所のほう、お願いします。 

○上野区長 

 私がお答えします。 

 確かに委員がおっしゃるとおりでございます。福祉局が所管をしておりまして、い
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ろいろまだ検討中でございますが、本日お話を伺いましたので、改めて福祉局にもう

一度相談に参ります。また御報告させていただきます。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。 

○礒野委員 

 はい、ありがとうございます。 

○吉川議長 

 それでは、次にまいります。 

 南委員、お願いします。 

○南委員 

 前回、２８回のときにもちょっと申し上げたんですけども、現在、私たちの地域に

おきましては外国人の観光客が増加してまして、それも各国、いろいろ国籍が違う方

が来られてます。今現在はマナーの問題で地域住民とトラブルには至っておりません

けども、非常にお互いに意思の疎通ができないもんですから注意のしようもないし、

また言葉がわからないんで聞き入れてもらえないとかいうことがあるんで、今、地域

ではいろいろポスターつくったりして啓発をしております。今後また、前回も言うた

ように、外国人労働者として来られてこの地域に住まわれるようになると、今度また、

住民としてのトラブルとか、コミュニケーション不足が起きていろいろ問題が出てく

ると思うんです。それについて、我々でできることは、大したことはできないんです

けども、言葉を覚えればええんじゃないかとかいうこともあるんですけども、そう簡

単にはいかないと思います。何とかコミュニケーションをとれる方法を、生活の上で

のコミュニケーションをとれるような方法、そういったもんを今後考えていただきた

いと。まだ先のことだろうと思いますけど、オリンピックあるいは万博、そういうな

んが来れば、当然もっと問題が大きくなると思いますんで、前もって何らかの方法を
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考えていただけたらなと思ってます。できるだけコミュニケーションをとるように、

私らは今、活動はやっていただいてますけども、あんまり広範囲にはできないんで、

何とか知恵をかしていただいて、私たちも協力していきたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 これに対して何かアドバイスをいただけますでしょうか。 

 上野区長、よろしくお願いします。 

○上野区長 

 今のお話、樋口委員からもおっしゃっていただきましたし、南委員からも言ってい

ただいたものを、総合して何が課題かというところを横串刺して考えないと難しいな

と思いました。今、大阪市役所の中でも、どの部署にどう持っていったらいいかを考

えながらお話し聞かせていただいていたのですが、大阪市の中でもまだはっきりと答

えが出ていないような気がしております。もう一度、分析させていただいて、お答え

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。 

 だんだんとグローバル化しているので、ものすごく広く対応していくべきところが、

今後たくさんあると思います。 

 次に、友田委員、お願いします。 

○友田委員 

 すみません。地域における憩いの場所である公園について、ちょっとお聞きしたい

んです。今、公園には公園愛護会があり、そしてお掃除を皆さん頑張ってやっていた

だいております。しかし、草の伸びるのが早くて、膝丈ぐらいの草ぼうぼうになって

るような状態で、区からは年に２回ですか。２回じゃちょっとね。もっとふやしてい
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ただくということはできないでしょうか。 

○吉川議長 

 区役所のほう、お願いします。 

○上野区長 

 前職で、西区の公園の掃除を毎月やっていました。おっしゃるとおり、予算がつい

ているのは、公園内は建設局、そしてごみの収集は環境局という担当でやっているの

ですが、それぞれの予算があって、今、友田委員がおっしゃるような地域の公園が、

８５０ほど大阪市内にあります。それを掃除の回数を増やすということになると相当

な予算が必要ということになりますので、できないともできるとも、今のところ言え

ません。けれども、私たちが取り組みたいと思うのは、公園の掃除を通してコミュニ

ティづくりをすること。掃除を通したつながりづくりは、きれいになるし、貢献はす

るし、毎月顔を合わせることで親しくなります。開催の時間帯とか曜日によっては、

もしかしたら近隣の企業さんが掃除をしてくださったりすることもあるので、ぜひ北

区の中でも、全ての公園ではないにしても、草引きとかそういうことをやってくださ

るコミュニティづくりみたいなものを、まちセンの強化もして地域課の職員も含めて

担当も増えておりますので、そういう御相談や、一緒にさせていただきながら、予算

も含めて考えていけたらと思いました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 ただ、公園愛護会というのがありますよね。区内の中で相互に協力体制を組めない

でしょうか。いまは特定の公園の愛護会になっておりますので。愛護会同士で月に一

回とか、お互いに。 

○奥野副区長 

 恐らく、そういった取り組みは、まだなかなかできていないのかなと思います。 

○吉川議長 
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 そうでしょう。それを発展させると、お互いに地域間の交流というのも発生するか

なという気もします。 

○上野区長 

 そうですね。今、いいヒントをいただきました。コミュニティづくり、そして愛護

会同士の連絡の場づくり、検討させていただきたいと思います。 

○吉川議長 

 御検討のほど、よろしくお願いします。 

 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す。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 次に、植松委員、よろしくお願いします。 

○植松委員 

 私は、ちょっと質問もさせてもらったんですが、私の北野地域というのは特に繁華

街のど真ん中でして、夜になると不法駐輪の自転車であふれるという地域なんですね。

この間、夜間撤去というても、建設局、夜遅くまではやってくれなくて、夕方の６時

から小松原町というほんの一角、富国生命ビルとＯＳ、ドン・キホーテのあの一角だ

けを、この間、６日の日に夜間撤去して、１００数十台撤去しました。それ以外にも、

そういう商店街のところには、夜間撤去しなければならないような、夜になると自転

車がふえるんですね、要するに、みんな自転車で来るわけです。それの前に、従業員

もそうなんです。従業員も自転車で来る。 

 私の堂山町では、町内に１５０台の駐輪場をつくって運営してるんですけれども、

これも２カ月に１回ぐらいは全然動かない自転車があるんですね。１５０台のうち２

０から３０台ぐらいが、もう料金がたまってたまって３万円になって、そうなったら
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撤去しようということで撤去するんですけれども、多分それは盗まれてきた自転車じ

ゃないかと思うんですけれども、そういうものがあちこちにたまってくるんですね。

私とこの地域だけじゃなくて、ほかの地域もそういうのがあると思うんですけれども、

とにかく動かない自転車が多くて。それは自転車が結局とられやすいからかなとか思

って、自転車をとられにくくするにはメーカーなり何かいろんなもん巻き込んでやら

ないかんので、ちょっと研究会を立ち上げたんですけど全然歯が立たなくて、もうち

ょっと根本的な対策をとらなければならないということに今なってますけれども。 

 実際に、駐輪場が今、大阪駅前のあたりにいっぱいできてますけれども、肝心なと

きは満車でとめられないという状態が多いと思うので。実際には８割以上を従業員が

乗ってきてとめてると思うんですけれども。そういう問題は、幾らつくっても切りが

なくて、あればあるだけ乗ってきはるんで、いつも普通の人が１時間以内でとめたい

なと思ってもとめられない状態がずっと続いておりまして、駐輪場だらけのまちにな

っていいのかという問題があります。それ、駐輪場メーカーやら、いろんなものを巻

き込んで、何とか解決策を見つけたいなと思ってるんですけれども、皆さんのほうで

も多分、我々の地域ほどは困ってないにしても、ほったらかしの自転車というのは結

構あるんじゃないかと思いますんで、ぜひ協力いただけたらありがたいなと思ってお

ります。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 昔から比べますと、かなり改善されたとは思いますけれども、これに対しまして、

木戸課長、お願いします。 

○木戸地域課長 

 地域課長の木戸でございます。 

 放置自転車の問題、確かに北区をはじめ、中心部の区に特に問題もありまして、駅

周辺の駐輪台数については年々減ってきており、全市的にもピーク時に比べたら１０
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分の１近くまで放置台数は減ってきておりますが、逆に、今おっしゃった夜間に、駐

輪が増えていると。原因はと申し生ますと、夜間、繁華街にお勤めになってる従業員

が、自転車に乗ってきて店舗の前に止めてしまうといったような状況があることをよ

くお聞きをいたしております。駐輪場のハード整備についても当然必要でありますけ

ども、区としても、そういった駐輪のマナーの啓発を強化していく必要があると考え

ておりますので、地域の皆さんと一緒になって取り組んでまいりたいというふうに思

っております。 

 それと、駐輪問題のほかにも、最近は自転車の走行マナーが非常に悪いと感じてお

りますので、その辺も含めて啓発をしていきたいと考えております。スマートフォン

を見ながらだとか、ヘッドフォンしながら自転車乗ったりとか、ながら運転が多くて

事故が多発してるということもお聞きしておりますので、駐輪問題に含めて、自転車

走行マナーの啓発も、力を入れて取り組んでまいりたい考えております。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す。 

 今おっしゃったように、イヤホンをしている歩行者の中に、後ろから来ている車を

無視して堂々と歩いているが方をよくお見受けしますね。これもやっぱり事故が起こ

ってからでは遅いので、我々もできるだけ啓発して、事故防止、安全なまちづくりに

努めたいと思っています。 

 植松委員、よろしいでしょうか。 

〇植松委員 

 はい。 

〇吉川議長 

 お待たせしました、吉村委員、お願いします。 

○吉村委員 
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 吉村です。 

 僕からは情報発信事業について、ちょっとアイデアというか、提案をさせていただ

きたいと思うんです。現在、区のホームページを見せていただいて、ここにも書いて

ますけど、民間の区民リポーターさんですか、がつくられてるユーチューブが３０余

り、たしかつくられてると思うんですけど、結構頑張って、いろんなところへ行って

いろいろ映像を撮影してつくられてるんですけど、素人さんが作られるんで、クオリ

ティーがどうしてもある程度限定されて、なかなかアクセス数も伸びないということ

になってると思うんです。映像については、それなりのコンテンツの価値と、それか

ら映像のクオリティーがそこそこ、かなりレベルが高ないとほとんどの人は見てくれ

ないと思いますので、こういうことも一方で続けながら、本当はすごいそこそこの費

用かけて立派な映像を一度つくられたらどうかなと、北の魅力を十分に発信できるよ

うな映像を一遍つくられたらどうかなと思います。そういうものをつくって、学校と

かいろんな施設とか企業にＵＳＢ渡せばすぐに映像見れますから、そういうふうに配

るとか、周辺の市町村だけやなしに地方の市町村にもお送りしてさしあげたらどうか

なと思いますし、これはかなり北の魅力発信としては、費用対効果としては割と結構

大きな効果が出ると思います。ネットで発信するのは、ある程度、かなり限界という

か、非常にテクニックとして難しい部分がありますし、先ほど申しましたように、や

っぱりそれなりのクオリティーが高なかったらとても見てくれませんので、それなり

のものをつくったら、ネットだけじゃなしにそういうふうに具体的にＵＳＢで映像を

送って、いろんなところで北の魅力、大阪の魅力、北の魅力というふうな捉え方で、

かなりおもしろい映像つくられたらどうかなと思いますね。結構それが話題になって

次回を期待するみたいな感じで、シリーズで１年に１本つくっていくとかずっとやっ

ていくと、海外版もつくられて、協力してくれはるようなまちと提携してそこで流し

てもらうとか、学校に渡して見てもらうとか、中国語とか英語とかいろんな、フラン

ス語とかいろんな、スペイン語でやって、その地域にそういう映像をばらまくとか、
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ただしかなりいいものをつくらないと流してくれませんので、ちょっと思い切って、

費用は限界あると思いますけど、それなりに１年ぐらいかけて、北の魅力発信のため

に世界へ発信していただけたらどうかなと思います。今、そういうふうな感じで考え

ており、よろしくお願いします。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 髙村課長、よろしくお願いします。 

○髙村政策推進課長 

 ありがとうございます。 

 映像事業、うちも柱で力入れてまして。確かにお金がというとこは大きいんですけ

ども、もともとこの事業、映像ももちろんそうなんですけども、ふだん北区に住んで

いただいてる、あるいは北区に通勤してもらってる、北区を見ていただいてる方の目

線で発掘していただいて、より北区への愛着を高めていただくというのを主眼にして

おります。どうしても、ちょっと言い方はあれですけど、手づくり感というところが

ございます。それを区の公式ユーチューブで発信して、さらにそれで、あ、そういう

ことができるんやということで、新たなリポーターをさらに呼び込むというような形

で、北区に愛着持ってる人をどんどんふやしていって、行政が最初そこの離陸の部分

をお手伝いするんだけども、あとは自律的に皆さん撮って自分らで発信していくとい

う、そういう盛り上がりをちょっと期待してる事業でございます。今、吉村委員がお

っしゃった内容は、それはそれとしても、プロ目線での本当の、きれいなといいます

か、いわゆるテレビで流れてるようなものを１つ撮って流したらどうかというところ

も、御趣旨等はよくわかります。 

 ただ何せ、この限られた予算の中で、しんどい部分あるんですけど、ひとつ、映像

のクオリティーというところは、これでいいんじゃなくて、どう上げていくかという

ところは、共通する部分があると思います。この事業はまだ３年目ですので、これか
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らもよりよくしながら育てていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願い

いたします。 

○吉村委員 

 区民リポーター、育てはるの、ええことやと思うんです。そら続けてください。僕

は、幾らかかるか、とりあえず一遍見積もりとるなり前向きに物事を考えて。ネット

フリックスで今、ストリートフードという映像があるんですよ。それは、その中に、

各いろんな世界のまちのフードを紹介するということで、大阪も出てくるんですよ。

１時間番組ですねん。これ、ようできてますねん。英語版で。結構、日本人よりも外

人のほうがよう見てると思います。アマゾンですから。ですから、世界中の人が、大

阪のストリートフードの１時間映像をただで見てるんですよ。何億、見てると思いま

すよ。そういうふうなところで発信されたらすごいんですけど、そこまでいかんでも、

その映像がすごいクオリティー、そういうものを北区で一発つくったろかというふう

に、髙村さん、考えて。 

○上野区長 

 よろしいでしょうか。 

○吉川議長 

 上野区長、どうぞ。 

○上野区長 

 今、吉村委員がおっしゃってくださったのは、私の大きな夢を代弁して語っていた

だいたなと思っています。映像の北区、映画でもいいし、動画で大阪市北区の魅力が

描けたらいいなと思って取り組んできた事業でございます。本物にするには二重、三

重でやっていかないといけない。１つは、区民のみなさんに関心を持っていただくと

いうことと、区民しか知らない北区の魅力を発信してもらうということで取り組み始

めたのが区民リポーター事業でございます。そちらのほうは引き続きやっていくとい

うことが１つ。 
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 今年度は、その中でも作品のレベルが少しずつ違ってきていますので、できる方た

ちに、テーマを決めて、ちょっと長目の作品も含めてつくっていただこうというのが

今年度ですので、１つ、２つ、クオリティーのより高いものを含めたものができ上が

る予定です。そして、最後にアワードをしようと思っています。今、リポーターもど

んどん増やそうとしているところですが、その中で、専門家、一定の著名な方に審査

をしてもらって、アワードをやっていく、今年がその元年としたら、吉村委員がおっ

しゃってくださるように、国内外で北区のアワードに応募しようというものに発展し

たらいいなというのが次の目標です。 

 さらに、北区にはいろんな映像事業者さんがいらっしゃいます。例えば、事業者さ

んが北区のものを撮ってあげようと言われて、私たちはその撮影環境などを応援する

とか、そういうコラボレーションもあるのではないかと。今、委員がおっしゃってく

ださった中で、やはり多発しないと、北区が映像や動画などで、持続した発展になら

ないのではないかと感じました。今のご意見をふまえて取り組みを見える化して、こ

ういうことを目指していますというものの絵を描かせていただこうと思いました。ど

うもありがとうございます。 

○吉川議長 

 伊永委員、どうぞ。 

○伊永委員 

 今の映像のことでちょっとプラスになればいいんですけど、実は私ども、この間テ

ストいたしました。実は、御存じのようにユーチューブとかツイッターに、関西テレ

ビの片平がナレーションで３分の番組をこれからつくって無料で提供していくこと決

めました。９月５日、堂島川の防災というテーマで現地取材を船、出してやって、そ

れからあと順番に天満宮、それから梅田とかいうふうに、どっちかいうと大阪北周辺

や港区とか。月１回、片平がナレーションで撮影して、無料で提供するというのが決

まりまして、できるだけ特徴のあるところ、防災というテーマなんですけども、どん
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どん出していこうと思いますんで。この間、２日の日の防災フェスタ、区民ホールで

やった分を、片平と私らで、クイズ大会、ちょっと中継してやりましたら、やっぱり

２万８，０００ぐらい、わずか１分も足らずやったんですけども、反応があればとい

うことで、どんどんやっていこうと思ってます。これは経費は一切要りませんので、

そういうことで使っていくものは、私ども、やらせていただこうと思ってます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 本日は３名の委員の方が御欠席でございます。ちょっとお時間がございます。何か

言い忘れたことなど、ございませんでしょうか。 

○伊永委員 

 すみません。 

 質問というか、新しいことなんですけども、御存じのとおり、今、高齢化が進んで

いて、既に１億２，６４０万ですか、人口の３分の１が６５歳以上、そのうちのほぼ

半数近くが７５歳以上となってる中で、つい先日、国立社会保障・人口問題研究所が

発表しました中で、高齢者の独居率が大阪府は全国第２位で４５．４％になると、こ

れは２０年後です。というのは、団塊の世代のときに生まれた子供たち、今ちょうど

４０歳から五二、三の子供たちが、まさに６５以上になったときの人口が約４，００

０万。これが、そのうちの大阪は４５．４％が独居になると。しかも、大阪市に当て

はめますと、やはり大阪北区が相当に男性の独居率、高齢者が圧倒的にふえる地域だ

というふうに推定されるということなんで、高齢者問題の中で独居ということに関し

ての対策を少しこれから頭に置いて何か考えていただきたいなというのはちょっと思

いました。国も当然やりますし、私もその意味でその関連の委員になるんですけども、

北区としてはマンション変わりが高いだけに、独居者が見つからない、見えないとい

うことになると非常に何か問題起こったら困りますので、そのあたり念頭に入れてい

ろいろ計画されたらどうかなというのをちょっと思いましたので、つけ加えておきま
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す。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。 

 区役所のほう、お願いします。 

○上野区長 

 すみません。今、福祉課長に、独居という捉え方で、そういうリストも含めて捉え

ているかと聞いたのですが、それはなくて、要支援者という名簿はあっても、ひとり

暮らしということでのリストは、北区役所の中には今のところない状況です。 

○吉川議長 

 これ、ちょっと私の立場から言いますと、民生委員で、ひとり暮らしの高齢者、９

月に独居の方を調査はいたしておりますけれども。ただ、今、マンション等々のまだ

入り切れていないところがあるんです。その辺のところは、まだこれから、もっとも

っと掘り下げていかないといけないとは思っています。これからも我々の課題である

と思っています。 

 伊永委員、よろしいでしょうか。 

〇伊永委員 

 はい。 

〇吉川議長 

 一通り、皆さんの御意見を頂戴いたしましたので、ここで、本日は何かと御多用の

中、御出席いただいております議会の先生方より御意見を頂戴いたしたいと思います。

高山先生、よろしくお願いします。 

○高山市会議員 

 大阪市会議員の高山美佳でございます。 

 本日は、皆様お疲れさまでございます。たくさんの議論を聞かせていただきまして、

活発な御議論いただいて本当にありがとうございます。 
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 最初のお話にまず戻るんですけれども、マンションの防災、これ、上野区長が本当

に積極的に取り組んでいただいて、常々、マンション暮らしの身としては、本当にう

れしいなと思ってるんですけども、マンションの管理組合、私の住んでいるマンショ

ンには、もちろんひとり暮らし用なので、実はないんです。ただ、１階から４階まで

全員が町会に入っているという珍しいパターンのマンションでございまして、私も、

引っ越してきたときに、２階の人に初めて教えてもらって町会長さんのところに連れ

て行ってもらったという、普通で考えるとあんまりないパターンなのかなと思いまし

た。ただ、私も引っ越してびっくりしたんですけれども、管理組合がないにしろ、町

会という役割があって、１階から４階まで顔も知っていますし、回覧板も届けますし、

北区ならではのちょっと特質な物件で、時折には事業者も入っているという、１階の

美容室さんは女性１人ですけれども町会にちゃんと入っているというような。管理組

合がなくても、町内会とか町会でつながりというのができるんだなというふうにちょ

っと感じた事例で、大きな管理組合がないマンションですけれども、防災意識という

のはこういう小さいところからも始めていけるのではないかなというふうに、私自身、

思いました。 

 あと、本当、取り組まなければいけないなと思ったのが医療通訳。樋口先生は帰ら

れたんですけれども、これ、民間の会社では、よく東京とか大阪では結構たくさんあ

るんですけれども、行政は果たして何ができているのかというところから洗い直さな

ければいけない、根本的な課題なのではないかなというふうに感じました。しっかり

と取り組んでいきたいと思っております。 

 あと、映像のクオリティーについて、吉村委員からお話がありましたとおり、私も、

ネットフリックスで、その動画知っております。本当に今、ユーチューブという世界

が、結構テレビと同じぐらいの位置づけになってきているんじゃないかなというふう

に私自身が感じています。そして、北区には、おっしゃっていただいてましたけれど

も、たくさんの事業所があるので、お金をかけていい会社をつかまえるのは簡単かも
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しれないですけれども、巻き込んで巻き込んで何かしら協力していただけないかなと。

アマチュアで動画がすごい人というのは、実は隠れていますけどもたくさんいるとい

うのがユーチューブの動画を見てたら本当にわかります。この動画、この画像を使っ

てコンテストをするというのが結構はやっていまして、北区の素材をこちら側から提

供したときに、プロ・アマの人たちがつくり上げてユーチューブにアップするという、

何かこんなふうな広がり方を感じているのが最近のユーチューブ界じゃないかなとい

うふうに、私自身ちょっと感じながら聞いておりました。 

 これからも皆様の熱心な御議論、残り１回でございますが期待しております。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、くらもと先生、よろしくお願いします。 

○くらもと市会議員 

 大阪市会議員のくらもとと申します。 

 皆様、長時間にわたる議論、お疲れさまでした。 

 私は、皆様の話を聞いておりまして、白石委員の御意見や、植松委員の御意見は、

一北区民として、日常的にずっと私自身も感じていたところで、同じような思いを持

って生活をしていました。また、ほかの方々の御意見につきましても、それぞれ、い

ろいろとても勉強になりました。たくさんの御意見、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、山本先生、よろしくお願いします。 

○山本市会議員 

 おくれまして申しわけありません。ちょっとでも間に合ってよかったと思っており

ます。申しわけありません。 
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 内容はほとんど聞けておりませんが、区長もいよいよ４年目に入り、いろんな成果

というか、取り組まれたことが、いろんな場所、場所であらわれているなというふう

に思っております。 

 先日、どこの区とは言いませんけれども、よく通る別の北区以外の区役所の前を通

ると、役所の前の花壇もぐちゃぐちゃで全然手入れされていない、いつ行ってもそん

な状態で。ああ、北区って本当に皆さんがボランティアでこうやって区役所の前も綺

麗にしてくださって、すごい温かい力のある北区だなということをつくづく感じてい

る次第であります。 

 今、ひきこもりとかも、話題はなかったですかね。すみません。世の中でひきこも

りとかもありまして、またこの分野も、北区ではもしかしたら何も言えずにおうちに

４０代、５０代のお子さんを抱えていらっしゃる方がいるかなと思ったりして、今、

介護に親御さんがかかっていたら家の状況がわかるので、もしかしたらそこからつな

げるけれども、一切介護を受けてない御高齢のおうちなどにもしかしたらいらっしゃ

るかなと思うと、何かいろんな方法で、まずは発見からできるんじゃないかなという

ふうにも思っております。 

 あと１点、防災に関しまして、きょうの議題、聞いてないんで申しわけないんです

けども、避難所はわかる、小学校はわかるけども、避難所に行く校門の前の道は安全

なのかというちょっと御相談を受けまして、電柱が倒れたりして、意外と学校の前の

道って狭かったりして、その点も、もう一回、点検が必要じゃないかなというふうに

思っておりますので、きょう、機会をかりまして言わせていただきました。 

 きょうは長時間、本当にありがとうございます。御苦労さまです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後になりますが、岡田副議長、よろしくお願いします。 

○岡田副議長 
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 ありがとうございました。 

 きょうの話題の中に、放置自転車、子育ての情報がうまく入ってこない、外国人観

光客や外国から入ってこられた方のワクチン接種など、いろいろな話題の中、出てく

る共通点が、北区って本当に転出入と流動性の高い区なんだなというのを再確認しま

した。流動性の低い市町村でしたら、１つの事業に前進あるのみみたいなことでいい

と思うんですけども、流動性が高いので、はじめましての方から、何十年もここに住

んでますという方と、同時に対応していかなきゃいけない区の、多様に取り組んでい

かなきゃいけない難しさを改めて確認した感じがします。例えば、そういう区の情報

発信などは、先ほども出てきましたけど、生まれたときからの健診からいろいろ機会

あると思うんですけど、全ての機会を逃さずに区の方々が対応されていく機会になっ

ていくんだろうなと思いました。その中で、今、取り組まれているマンションコミュ

ニティというのは、常にどんなことでも地域で発信できる大事な要素なんだろうなと

思いました。本当に多様化した問題を、本当にはじめましての人から、いろいろ取り

組まれなきゃいけないので大変だと思いますけども、自分なりの視点で何ができるか

なと地域住民として考えながら日々過ごしたいと思いました。ありがとうございます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 本日は、委員の皆さんには本当に多くの御意見をいただきまして、ありがとうござ

います。きょうは、３人の方が御欠席ということで、３０分も早く終わっております

ので、ちょっと駆け足過ぎたと反省はいたしておりますが、これをもちまして終わり

たいと思います。円滑な議事進行に御協力をいただきまして、本当にありがとうござ

いました。 

 皆様方から頂戴をいたしました意見や課題につきましては、区役所で十分御検討い

ただきまして今後の区政に反映していただきますように、よろしくお願い申し上げま

す。 



42 

 それでは、区政会議はこれで終了いたします。最後に、区役所のほうより何かあれ

ばお願いをいたします。 

○上野区長 

 長時間、どうもありがとうございました。幾つか。私が本日たくさんしゃべってし

まいました。課長が代わって、まだ２カ月というところで、十分なお答えができなか

ったこと、申しわけございません。次回はしっかりとお返事できるようにしてまいり

ます。 

 ３つの点、申し上げたいと思います。 

 情報発信がまだ十分でないというところがあって、いろいろとおわかりになられな

い区民の皆さんがおられると思います。まずは区役所に行ってみてくださいというお

声かけをいただけたらと思います。私たち職員は、必ず区民の皆さんに寄り添うとい

うことをビジョンにやっておりますので、まずは区役所のどこに来られてもつなぐこ

とを目指しております。ぜひ区役所へと言っていただけたらと思いました。 

 ２つ目、先生からおっしゃってくださったマンション管理組合の件、ちょっとお話

しさせていただきますと、分譲マンションでは、必ず管理組合をつくらなくてはいけ

ないという法律がございます。そして賃貸には、そういう管理組合をつくるのではな

く、自治会というのはあるかもしれないのですが、管理組合はないんですね。オーナ

ーさんがいらっしゃるので、オーナーさんが、先ほどの話で、高山先生のところのマ

ンションは所有者の方の意識が高くて、町会加入をすすめておられるのかなと思いな

がらお話しを聞かせていただきました。マンションの中には管理組合と自治会と２つ

あるところもございますが、これは珍しいです。私、市外に住んでおりますが、私の

マンションにはどちらもあります。これは、入居前からつくられておりました。こう

いう形でマンションの形態にもいろいろありまして、アプローチの方法も随分変わる

ということ、情報としてお伝えいたします。 

 最後なのですが、皆様からいただきました御意見、御要望に関しましては、市役所
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内で恐らく局なども巻き込まないと、北区役所だけではできないことも多いように思

われます。多角的に検討して、前向きに、全力で実現していきたいという御意見ばか

りでしたので、後ほどそれについてお返事しながら、皆様と一緒になって実現してい

きたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうござ

いました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 本日は、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２９回北区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 

 


