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第３０回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和元年８月７日（水） 午後３時００分から午後４時５０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）、礒野 雅央（委員）、植松 光德（委員）、 

   大西 ひろみ（委員）、笠井 あゆみ（委員）、白石 千壽（委員）、 

   友田 幸子（委員）、前田 陽子（委員）、南 順之介（委員）、 

   三輪 栄子（委員）、吉村 孝司（委員） 

   前田 和彦（市会議員）、山本 智子（市会議員）、 

   久谷 眞敬（府議会議員） 

   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 

   令和２年度北区運営方針の策定に向けて 
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５ 議事内容 

○香山政策推進課長代理 

 お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから第３０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、岡田副議長、金下委員、伊永委員、樋口

委員、森田委員の５名が御欠席ということですが、委員定数１６名のうち１１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、

有効に成立いたします。 

 また、北区選出の久谷府議会議員につきましては、３０分ほど遅れてこちらへお越

しいただけるということで伺っております。高山市議会議員、くらもと市議会議員に

つきましては少々遅れておられ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。本日も酷暑の中、そしてお忙しい中、御参加いただきましてあ

りがとうございます。 

 いよいよこのメンバーでは最後の会議になりました。皆様お忙しい中、長い間お付

き合いいただきましてありがとうございました。今日の会議は、来年度の運営方針の

策定に向けてということで、これから秋ごろまでの間にかけて、来年度の具体的なプ

ランの策定、そして予算編成にかかってまいりますが、その前に、ぜひ皆様のお声を

お聞きしておきたいということで本日開催させていただいております。皆様の忌憚な

い御意見をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それから、今日は１階で、子どもの平和展を開催しております。お帰りのときにご

覧いただければと思います。 
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 また、本日はご欠席が多いようですが、夏風邪とか、体調を崩されている方も多い

ようです。皆さん体調大丈夫でしょうか。長丁場になりますが、本日もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 簡単ですが御挨拶とさせていただきます。 

○香山政策推進課長代理 

 それでは、議事に入りたいと思います。吉川議長、よろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 皆さん、こんにちは。議長を務めさせていただきます吉川でございます。着座をお

許しいただき進めてまいりたいと思います。 

 ただいま区長さんのほうからお示しいただきましたように、このメンバーの区政会

議はきょうが最後ということでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 議事につきましては、いつもと同じようにテーマごとに進めさせていただくことに

なりますが、委員の皆さんには御意見をいただく中でこの２年間、あるいは４年間を

振り返っての感想などもいただければ結構かと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、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、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 本日の区政会議ですが、ただいま区長さんのほうからお話がございましたとおり、

令和２年度北区運営方針の策定に向けてということで、区役所がお示しするプラン案

に対して皆さんの御意見をお聞きすることではなく、来年度のプランをつくる前の白

紙の段階で皆さんの意見をお伺いしたいということでございますので、忌憚のない御

意見をお願いいたしたいと存じます。 

 それでは、髙村課長のほうから、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。 
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 今御案内ありましたように、本日私から施策、事業に立ち入っての御説明はさしあ

げませんけれども、資料のほうを若干補足させていただきます。４点ある内の１と２

が今の運営方針、今年度走っている運営方針ですね。どんなことを書いてあるかとい

うことで、来年度に向けて意見をいただくに当たって一助としてご覧いただけたらな

ということでつけております。 

 それから資料の３ですけれども、これが前回の第２９回区政会議でいただきました

御意見６件につきまして、その後の対応方針を含めてまとめている部分でありますの

で、また御参考にお目通しいただけたらと思います。 

 それから裏側ですね、これはさらに前々回の第２８回のとき、前回の区政会議でも

まだ調査中です、調べている最中ですということで御案内した２件につきましてもこ

こにあわせて載せておりますので、よろしくお願いいたします。 

 そして最後、資料４でございますけれども、これは全市的にこういう形でやること

になっておりまして、前回、前年度の３０年度の振り返りを御説明しましたけれども、

そのときに御記入いただきました評価シートの結果でございます。すなわち運営方針、

各経営課題について取り組んできた内容についてどうであったかというところを御評

価いただいた結果をまとめております。 

 平均点のところをごらんいただきますと、４点が最高点といたしますと８割で３．

２点であります。どの項目も大体その３．２点に近い数字ということで、８割ぐらい

の点数をいただいております。また、出された意見というところに御記入いただいた

課題等をそのまま書いております。こういう点を踏まえましてまた来年度の策定に向

けて生かしてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 以上、簡単ではございますけれども、私からの説明でございます。よろしくお願い

いたします。 

○吉川議長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様方より御意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いし

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いたしておりますので、

できる限り皆さんの御希望に沿えるようなテーマで御意見をいただきたいと思ってお

ります。 

 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意見をお願い

いたします。 

 それでは、三輪委員さん、防災につきまして御意見のほう賜りたいと思います。 

○三輪委員 

 三輪でございます。 

 防災についての項目に丸をつけたんですが、私もきょうで委員最後の日ということ

で、この区政会議の委員になる以前から防災についてはずっと取り組んできました。

本当のところ、区や区長を初め北区がこんなに熱心に取り組んでいただけるとは、当

初思っていませんでした。実際にこういう会議にも出席させていただいたり、いろい

ろ区の方とお話をする中で、非常に熱心に取り組んでいただいていて、すごくいい区

だなと思っています。委員になってからも、今まで長いおつき合いをさせていただい

てましたけれども、やっぱり知らないことがすごく多くて、区役所の中のいろいろな

業務なども割とよくわかるようになってきました。大変にいろんな面で勉強させてい

ただきまして、ありがとうございます。 

 また、防災に関して、ジシン本を初めたくさんの取り組みをされていますので、今

後とも一層していただけたらなと思います。個人に対してはすごくアピールができて

いると思います。本を紹介することによって。ただ、やはりもし何かあったときに全

体的にどういうふうに庁内ごと、また区単位でどんなふうに動くのかということに関
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してはまだまだ未知のものがあるのかなという思いを持っています。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。今の御意見に対して、ご回答いただくような内容ではない

と思いますが、三輪委員がおっしゃられましたジシン本の配布状況は、今どのぐらい

になっているんでしょうか。 

○木戸地域課長 

 地域課長木戸でございます。 

 １万冊作成をいたしまして、現在７，０００冊を超えているところでございます。

概ね全世帯の１０分の１の世帯に配布ができているという状態でございます。 

○吉川議長 

 他の区のところでもジシン本に対しましてはかなり関心を持たれているようにお聞

きしておりますので、またこれも増刷できるぐらいの勢いで配布していただければと

思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○上野区長 

 今の話のところで、増刷はどんどんしていくというよりも、全世帯に配るというこ

とが目標なので、やっていきます。それについて、ほかの区やほかのところからも関

心が高くて、取材や視察に来られておられます。それに対しては、今はホームページ

上にＰＤＦで掲載し、内容を広報しています。また、来年度以降には電子本の掲載も

考えております。北区民以外の皆さんには印刷したものはお渡しできないので、今申

し上げたかたちで発信すると、ご意見をいただけるので、このように交流していこう

と考えております。 

 それと、先ほどの三輪委員のお話で庁内とか区全体とおっしゃってくださいました。

私もそのような問題意識を持っております。北区の職員は業務をしているときには全

員で訓練できませんので、１２月の土曜日に全員出勤して、全体の職員訓練を行って



7 

おります。一昨年からです。ことしで３年目になります。それを社協さんとも一緒に

行っておりますが、ほかの区では区全体、一斉にやる訓練をすでにされていますし、

夜間訓練もされています。まだまだ私たちはトップではないと思っていますので、そ

れをやれるのが理想というか達成目標なのですが、それをいつどのように行っていく

かというところを今検討しているところです。どんどんリアルな訓練をしていきたい

と思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

○吉川議長 

 我々も期待しておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 それでは次に、南委員、お願いいたします。 

○南委員 

 南でございます。 

 私も防災のほうでちょっとお願いがございまして、言わせていただきます。 

 現在、災害対応に対してはジシン本、これは北区の重要な区民への指導書として拡

充しておりまして、これからどんどん広がっていくと思います。それに対しまして住

民に食料や生活物資等の確保、保存を推奨されております。自助ということで推奨し

て、それぞれの人が賛同して資材の確保をされてると思います。ところが我々のほう

からいうと、どれだけの方が実際やられてるかということが見えてこないというか、

私たちも地域ではいつも事あるごとにこれはやってくださいよ、食料は確保して、順

次それを消費しながら追加するということをやってくださいということでお願いして

ます。ですけど、時間が経過しますとだんだんそれらについての意識が薄れていくと

いうことがあります。これは発災の時期が予想の範囲内でいつなのかというのがわか

らないので、それは無理のないことやと思います。私たち、地域の避難場所をあずか

っている者としては、発災時の状況がどのようなものか理解できないのも事実なんで

す。相当な混乱が待ち受けていることだろうと思います。我々としては、個人の方の

努力はもちろんですけれども、やはり不特定多数の方も相手にしなければならないと
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思いますので、やはり食料、生活用品、そういったものの備蓄、これを相当量ふやし

ていただきたいと。今、一避難場所に対しての数量ではとても賄える数字ではござい

ませんので、今後やっぱり時間をかけて増量していただきたいというのが今まで防災

をいろいろやってきました中でのお願いということになります。よろしくお願いした

いと思います。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。ただいまの件に対しまして、これも地域課の木戸課長で

しょうか。お願いいたします。 

○木戸地域課長 

 地域課長の木戸でございます。 

 今、南委員の御意見でございますが、地震の場合はいつ起こるかわからないという

非常に怖いところもあるんですが、台風等であればいつ何時ごろに大阪にやってくる

ということで事前に備えができます。その備えに向けて自助の関係で皆さん備えをさ

れていただいてると思いますけれども、いつ起こるかわからない地震に対する皆さん

の意識向上が非常に大事なことだというふうに思っております。 

 備蓄物資のほうも大阪市で一応備蓄量というのが方針で定められております。１人

当たり５００ｃｃの水が６本とか、資材セットが１避難所当たり１セットとかといっ

た定量が決まってますので、この備蓄量については大阪市の危機管理室に向けて要望

してまいりますので、御理解のほど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。南委員、よろしいでしょうか。 

 学校とか避難所の施設のキャパが決まっていますので、大体６００本。３年で入れ

替えていると思います。そういうキャパで決まっていると思いますので、御理解よろ

しくお願いいたします。 

 次に、笠井委員さん、お願いいたします。 
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○笠井委員 

 笠井です。よろしくお願いします。 

 今月号のわがまち北区の表紙に載せていただいてありがとうございました。正直な

ところ、ここの記事にも取り上げていただいたんですけれども、４年前に区政委員に

なって、防災の「ぼ」の字も知らないという状態でここに座らせていただいておりま

した。どうして区のほうはそんなに防災防災と言うんだろうということで、今多分ジ

シン本を手にとられた方というのは、本当に２０人に１人とか５人に１人ということ

が、「えっ」と。絶対もらえると思ってたのにという、４年前の私の状態と同じ状態

の方々に今ジシン本がやっと手に届いたというような感じなんだろうなと。４年間か

けて、私自身も子育て支援のツールとして防災を取り入れることで保育つき防災講座

というのを４年間継続してきた形で、区政会議に入らせてもらいながら、勉強しなが

ら、どんなニーズがあるのかというのを今もまだマーケティングしてるような状態で

はあります。 

 また、今年度からＫｉｋｋｉさんとか子育て支援の場で、遊びに来たついでに、ジ

シン本をお渡しすることができています。私がずっと目指していたのが節分の行事の

ついでに防災を学ぶとか、何かのついでに防災を学ぶということをずっとしてきたの

で、それがちょっと具現化して、お母さんたちにも安心して防災というのが届くよう

になったかなというふうに自身では感じています。 

 区政委員が４年目で終わるので、区政が学べなくなるのはと思ったときに、ちょう

ど大阪市地域公共人材バンクの登録に受かることができました。４区ほど、地域活動

協議会いろんなところを回らせていただいて、人材として地域のお困り事に応えると

いうことです。ちょっと今地域の勉強をしてるんですけれども、そちらのほうでいい

アイデアだなと思ったのが、防災に興味を持って参加した地域総合防災訓練に、居場

所がないので行きたくなくなるというのが現実として子育て世代とか若い世代にある

んだなと。３００人参加していた中津のほうも２００人に減り、だんだん減ってくる
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のは何でかなと思ったときに、やはり行っての学びというか、２時間みっちり水消火

器とか煙中訓練とか、全部２時間みっちりつき合えなかったりとか、ことしは５月に

やったので物すごく炎天下だったりとかいろんな条件があると思うんです。地域防災

訓練、やっぱりハードルが高いなというのを感じていたときに、ある西区の地域活動

協議会のほうで、安否確認訓練で、みんなが安全ですという黄色い合図、タオルを巻

いて、玄関先で、それも参加人数に十分に入り得るということで、それで何千人とい

う形での参加を実現した地域活動協議会があったよというお話が出てきたときに、防

災の訓練の中にもいろいろなレベルでの参加が必要なのかなというのをすごく気づき

としてありました。安否確認訓練だったり、非常持ち出し袋を持ってきて、開けて、

中身を見合いっこしてゲームみたいなのとか、防災スタンプラリーとか消火器チェッ

クとか、何かちょっと子どもを巻き込んで大人がついでに来ちゃったということで人

数をふやせないかというのを模索してる地域もあるんだなというのがとても勉強にな

ったので、一つアイデアだなというふうに感じたところです。 

 防災に関しては以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。笠井委員さんも４年目ということで、きょうで最後と思

いますけど、引き続き、子育てに今携わっておられると思うので、一緒にそれも何か

お話がありましたらお願いいたします。 

○笠井委員 

 子育て支援に関しては、北区は５施設ありますが、そのうち２施設を私のほうの会

社でやらせていただいております。ブックスタート事業というのがありまして、初め

て赤ちゃんを産んだときに３・４カ月健診の区役所のほうに健診を受けに来てくださ

いねという問診票とともに絵本のプレゼントがそういった出先機関で受け取れますの

で、ぜひつどいの広場に遊びに来てくださいねということで区のほうから案内がある

んですけれども、そちらのほうに４割しか受け取りに来られないということは、６割
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の方は孤立しているのかどこにいるのかという問いがいつも自分の中にあるんですね。

やっぱり絵本というだけのツールじゃ足りないという思いもあって、ジシン本という

ツールをやらせてくださいという思いもありました。子育て世代が孤立しているとい

うことで、区のほうは親子のきずなプロジェクトということで、新生児さんが２０人

組になって４回講座を受ける中で交流を深めていくという講座をやられております。

それをまた出先機関でしっかりとキャッチして孤立しない育児というのを目指したい

ところなんですけど、まずもって施設に来ないという方のほうが過半数を超えてしま

っているという現実があります。冷静に分析すると梅田というサービスがとてもすぐ

近くにあるので、お金を払ってさまざまな子育て支援を受けられるというバックヤー

ドもあるんですけれども、そういった形ではない、お金のかからない地縁型のコミュ

ニティをしっかりつくっていきたいなという思いがあります。引き続きお金ではない

地域の魅力というのを、私どもは中津・豊崎地域活動協議会のほうと一緒に進めてい

けたらなということで、今も８月２３日までピアスタワーさんのほうで豊崎地活協の

方たちと一緒に一生懸命、地域ではこういった取り組みがなされてますよということ

を広報させていただいております。 

 なので、子育てと福祉、引き続き頑張っていこうと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。しっかり取り組んでおられますが、アドバイスがあれば、

ご提案いただければと思いますが。健康課の岩崎課長、お願いいたします。 

○岩崎健康課長 

 健康課の岩崎でございます。 

 ブックスタートの案内を健康課からお渡しさせてもらってます。今お話しありまし

た４割しか行かれてないというのは、実数としては把握できてませんでしたので、確

かに少ないなとは思っております。ブックスタートも一つの機会やと思ってますので、

引き続き案内をしっかり行っていくことと、我々このブックスタートについてどうこ
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うとなかなか言えないんですけれども、子育て世代が孤立しないといいますか、そこ

を支援していくということで、御紹介いただきました親子のきずなプログラムであり

ますとか、あとさらにそれ以前の妊婦教室とか、妊娠の段階からの教室も我々やって

おりますので、そういったところを引き続きしっかりやっていきたいというふうに思

っております。提案とかアドバイスできるようなものはございませんが、そういった

ところで今考えてるところです。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。 

○柴田福祉課長 

 福祉課からもすみません。福祉課の柴田です。 

 子育て支援の取り組みにつきまして、本当にこれは福祉と健康課ともにそれぞれ、

まずは早い時期に母子保健のところを健康課からスタートしつつ、こちらの福祉の子

育て支援の取り組みとしても、子育て支援の連絡会がある中で、幅広く各機関、団体

との御協力をいただきながら取り組みを進めております。その中でいろんな選択肢が

あるのかなと。本当に地域子育て支援事業の取り組みが拠点になると同時に、各地域

での子育てサロン、親子サロンの取り組み、そしてまたＫｉｋｋｉですね。やはりＫ

ｉｋｋｉの人に聞いてみますと、転居してきたばっかりで、まだ地域のどこに行った

らいいかわからないという方が、まずそこで地域と出会うといいましょうか、北区と

出会う。その中からいろいろと人間関係もできてきた中でまたさまざまな場所も活用

されていくと。そういう少しずつターゲットといいましょうか角度の違うものが一緒

に連携できてるというところが本当に皆さんのお力だと思って感謝しております。引

き続き積極的な取り組みを進め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。 

 上野区長、どうぞ。 
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○上野区長 

 私たちは、区民１３万６，０００人の皆さんのお顔が見たいんです。そこで、私た

ちは、三本柱の事業を立てました。一つが区民カーニバルです。去年５万２，０００

人来ていただいて、ベビーカーを押した若いお母さんたちもたくさん来られました。

パン＆スイーツが人気で来ていただいたんですが、それだけで帰さずに、いろいろな

事業について、情報提供であったり、北区の魅力を発信して、滞在時間を長くしてい

ただく工夫を今年度もしております。また、今年は、今までの食育まつりと健康まつ

りを一緒にしまして、食育健康まつりを区民カーニバルの１週間後の土曜日に開催し

ます。これの案内も区民カーニバルで行います。そして、２月の防災フェア。この三

つの事業に、出産されたばかりの方からいろいろな方に来ていただける工夫をして、

区役所の中でも健康課、福祉課、地域課、いろいろなところがつながれる場にしよう

と思っています。ぜひ区政会議の委員の皆様、この三つの事業、おもしろいからぜひ

行ってねという声かけの御協力をいただけたらと思いますので、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。頼もしいお答えをいただいたと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、白石委員さん、福祉の関係でお願いします。 

○白石委員 

 白石でございます。よろしくお願いします。 

 福祉かどうかちょっと考えたんですけれども、地域の方から、お盆の時期限定なん

ですけれども、お供えをいつも夫婦橋のところで引き取っていただいて、お参りして、

お渡しするというのが恒例だったのが、もう自分のところのごみ箱に捨てなさいとい

うような通達になって、何か自分のところでお供えしたものをほかすのはすごくしの

びない、復活してもらえないでしょうかというお声があったんですが、いかがなもの
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でしょうか。 

○吉川議長 

 どうでしょうか。これは環境の問題でもありますね。 

○上野区長 

 以前は、いろんなところで精霊流しをされていたと思うんですが、大阪市の中でも

本当に減りました。北区では中之島地域で８月１５日に行っておられまして、そこに

持ってきてくださったら、船に乗せて流すということをやっておられます。船になっ

たのは一昨年からで、それまでは、お預かりしたらそのまま処分ということだったん

ですけれども。中之島まで持っていくのは難しいでしょうか？近所で行うのは難しく

なっています。中之島以外のところで精霊流しをするというのは、今のところ検討が

できない状況でございますが、以前、夫婦橋のところに、持っていったらどういうこ

とをされていたかお教えいただいてもよろしいですか。 

○白石委員 

 お参りしていただいて、お線香、ろうそくお参りして、それからお渡しして、もち

ろん衛生車の車に入れるんですけれども、でもそれは自分でほかすんじゃないから、

それはいいかなという感じで。 

○上野区長 

 夫婦橋から、中之島１カ所だけになっているというところを、増やしてもらいたい

ということですね。 

○白石委員 

 もとに戻していただけないかな、夫婦橋でしていただけないかなという声なんです。 

○吉川議長 

 そんなに今広い場所ありますか。 

○白石委員 

 ちょうどガードの下なんです。 
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○髙村政策推進課長 

 御期待に沿えるかわかりませんけれども、環境局のほうに一度確認してみます。 

○白石委員 

 ほかすのはしのびないというお声なので。すみません。とりとめないことで申しわ

けないです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、友田委員さん、教育のテーマで、よろしくお願いいたします。 

○友田委員 

 友田でございます。 

 偉そうなこと言いますけれども、北区は今マンションがふえて、若い人、そして子

どもがふえてまいりました。やっぱり教育の面ですが、北区の子どもたちの学力の向

上をお願いしたい。全国的にもやっぱりレベルを少しでも上げていってほしいなと思

うんです。それと、子どもの多文化交流イベントありましたですね。あれは大変よか

ったと思います。行かれた子どもたちもすごくよかったと言って喜んでました。それ

で子どもにいろいろな知識、文化に興味を持たす、そういう催しをもっともっとやっ

ていただければなと思っております。どうか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。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。 

 学力向上に関してですが、たしか先日８月１日に報道発表がされてるかと思うんで

すが、全国の学力テストの結果が出たということで、昨年に比べて若干大阪市平均の

ほうも上がってるとはいえ、まだまだ全国平均に比べ低いということで、吉村知事も

ボーナス返上というようなこともおっしゃってるみたいなんですが、そういったこと
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で学力向上についてはすぐ結果が表れるというものではないでしょうが、何か手だて

を打って大阪の学力が向上するには、大阪府・市全体となって取り組んでいく必要が

あるんではないかなというふうに考えております。 

 それから、多文化交流イベントの件でございますが、きのう、教育会議が開催され、

ＰＴＡの会長さんとかもご出席いただいた会議がありました。その中でこの事業につ

いての報告を行いましたところ、委員の皆さんからも非常に良い事業なので、このま

ま続けてあげてくださいというような御意見もいただきましたので、ぜひ続けるよう

に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○友田委員 

 そしてまた宣伝ですね。それをお願いしたい。 

○木戸地域課長 

 一方で良い事業をやってるのにＰＲ不足やなという御意見もいただいておりますこ

とから、友田委員さんの御意見もいただきましたので、できるだけ広くの区民の方に

周知できるように頑張ってまいります。 

○友田委員 

 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。 

 それでは、きょう欠席されております樋口委員から提案されていますので、ちょっ

と御紹介をさせていただきます。皆さんのお手元に今配付をさせていただきますので、

御一読いただければと思います。 

 これは何かといいますと、今インバウンドの関係で言葉の通じない方々の医療に当

たられると。要約すると、対応に困っておられるということで、何かいい方法はない

かということだと思うんです。これからこういう問題はどんどんふえていくでしょう

けど、通訳の問題だけで済む問題でしょうか。どうでしょうか。医療関係で、岩崎健
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康課長、いかがでしょうか。 

○岩崎健康課長 

 健康課岩崎です。 

 前回もちょっとコミュニケーションのとり方の問題でお話が出てたと思うんですけ

ど、医療だけの問題ではない気もしております。確かにこういう問題あるとは思うん

ですが、今、各病院とかでも通訳を入れられてるのか、把握はできてないんですが、

ポケトークとか何らかの手段をとりながらコミュニケーションとっていただいてるの

かなと思っております。それを今、北区役所でこうしますというのはなかなか難しい

かなと今思っておりまして、我々も外国人の方が予防接種のことで来られたときとか

も、本当に身振り手振り使いながら部下の子らが対応して、何とかコミュニケーショ

ンをとってやっておるという状況です。今我々自身もできてない状況の中ですので、

健康の問題だけでこういうやり方がありますというのは私の中には今ない状況であり

ます。逆に全体の外国人とのコミュニケーションのあり方とかそういった話の中で何

かありましたら、そういうのを取り入れるところがあれば、我々も情報が入るようで

あればまた提案させていただきたいと思います。すみません。 

○上野区長 

 経験を思い出したんですが、学校で外国籍の子どもさんと親御さんと先生と私が話

すときにボランティアの通訳の方が来られたんです。どこから来られたのかを確認し

ていないので、今の通訳ボランティアに関してはちょっとお調べして、また御回答さ

せていただけたらと思います。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。これからこういう問題は多々あろうかと思いますので、

できるだけ早く対応してあげたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは進めてまいりたいと思います。その他の区の施策、ほか何でも結構ですの

で、まず植松委員、お願いします。 
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○植松委員 

 特にテーマはなかったんですけど、今の外国人の問題について、うちの地区では防

災用にポケトークといって、日本語でしゃべったら６７カ国語に翻訳できるもの、ソ

フトでもあるし、それから、それはＷｉ－Ｆｉを使って同時通訳をやっているので、

ちょっとタイムラグがあるんですけど、しゃべってから、ピッと鳴ってからしゃべる

んですね。今２台買って練習させているところです。区役所は翻訳できるスピーカー

というのを持っていて防災訓練のときに使っていましたが、区役所にも一度お貸しし

たと思います。いろんな方法がありますけれども、もちろんスマホでもそういう翻訳

ソフトがありますので、言葉だけはそうやって何とか通じたとしても、言葉の前提に

なる文化が違うものですから、こんなことを言っても通じないというようなことはた

くさんあるんですね、外国の場合。そんなところで、なるべくいろんな外国の人と交

える機会があれば、そういう機会を持って勉強してほしいと思うんですけれども。 

 私、ボーイスカウトのリーダーをもう５０年もやっていますけれども、ついこの間、

アメリカで世界ジャンボリーがあって、うちの隊員が一人行って、この間５日に帰っ

てきました。それもアメリカでジャンボリーがあるんですけれども、アメリカとメキ

シコとカナダの共同主催というかたちです。それはもう百六十何カ国か集まってやる

大会なんですけれども、そういう機会もどんどんふえていると思います。今日本と韓

国が揉めていますけれども、ボーイスカウトでは日韓スカウトフォーラムというのを

昔からやっていまして、ことしも大阪で来年の１月にやる予定ですけれども、そうい

うなるべく外国の方といろいろとコミュニケーションをとる練習を子どもたちにさせ

ております。特に高校生ぐらいの子は活発にやってくれていますので、そういう方法

をできるだけ使って、その道具も慣れれば簡単ですので、病院なんかは絶対持ってお

くべきやと思います。 

 それから、その他区政のことで思ってたんですけど、全部わかるように言うたらい

いと思っていて、ジシン本なんかもそうなんですけれども、ジシン本や青パトとか防
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犯カメラ、そういうのもうちの堂山町にありますボートピアからの環境整備協力費を

活用してやっているんですね。こういうことがあってできてるんだよというようなこ

ともありますし、それが何につながるかというと、例えば今度舞洲でやるリゾート開

発みたいな話がありますけれども、リゾート開発してギャンブルにふける人がふえる

んちゃうかというような心配はまず要らなくて、我々もボートピアができるときには

地元のＰＴＡからは必ず反対してくれという要望があって、大分プレッシャーがあっ

たんですけど、うちの北野地域というのは住民が多くなくて、商売している人が多い。

便利な場所にボートピアをつくってあげたほうが、いろいろそうやって寄付もしてく

れるというところは絶対役に立つでという思いで、何とかＰＴＡを説得してつくって

もらいました。やっぱりギャンブルする人というのは、ボートピアに舟券を買いに来

るけれども、それで地元の商店が潤うとか、地元の近所の人に迷惑をかけるというこ

とは一切ないですね。もちろんガードマンがしっかりガードしてくれているというこ

ともあるかもわかりませんけれども、あの人たちは舟券買ったらまたすっと帰ってい

きはる。商店街にも余り来られない。例え、リゾート地ができても、それは世界中か

ら好きな人が集まるだけで、世の中の仕組みというかそういうのをちょっと勉強でき

たら、それで割り切ってやっていけたらいいなというようなことを思ったりしていま

す。 

そういう区役所の財政も、別にみんなの税金だけで全てが動いてるわけじゃない

ということも知っていただかないとなと思います。防犯カメラや青パトはボートピア

からの環境整備協力費を使っていて、実施にすごく役に立っているということを知っ

ていただきたいと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。これに対して、髙村課長お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 御案内の趣旨のとおりです。予算担当課長もしておりますので。確かに御案内のと
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おり北区は区民からの税収、市からの税収だけではなくて、ボートピアからの環境整

備協力費も活用しています。１９年にボートピアが堂山のほうに開設されまして、当

時大阪市と事務局をしている箕面市と府市競艇組合と協定を結びました。所在区の地

域活性化のために使うという目的で環境整備協力費として寄付をいただいていて、そ

れをあわせて財政運営しておりますゆえに、今のジシン本とか防犯カメラとか安全安

心の全ての区民の方に御満足いただけるような施策に充当できている状況でございま

す。 

○香山政策推進課長代理 

 すみません、財源云々よりも、素直に防犯カメラ事業であったり青パト事業であっ

たり、そういった事業の中身の話を議論とかしていただいたらいいかなと思っていま

す。その財源が税であるとか、ボートピアからの環境整備協力費が充たっているとか、

区役所の事業は全てが税金で成り立っていなくて、例えば区民ホールの収益なんかも

充てたりとかいろんな工夫があって区役所の事業って成り立ってるんです。区役所の

予算担当課しか知らないマニアックな財源の話を年に何回かの区政会議の場でやって

いたら、本末転倒になるかなと思います。どちらかというと事業そのものの中身の議

論をしていただいて、財源の振り分けについては役所のほうにお任せいただけたらと

いうふうに思います。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。財源のことは皆さん理解をいただいたと思いますので、

有効な活用をしていただければと思っております。引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、礒野委員、お願いいたします。 

○礒野委員 

 そしたら、一応きょうで最後ということで、大層な題を、申しわけないですけど北

区の将来ビジョンと、それとインバウンドの関係ということで、それでちょっとお話
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させてもらいます。 

 御存じのとおり２０２０年、東京でオリンピック・パラリンピックということで、

大阪にも間違いなくたくさんの人が来られると思うんですね。前回のこの会議のとき

に、たしか失礼ですけど南委員さんだったと思うんですが、労働者の関係でインバウ

ンドのお話をされたと思うんですが、ちょっと私、別の視点からきょうはお話しさせ

ていただきたいと思うんです。 

 というのは、今のインバウンドの一つの傾向として、要は今までの爆買いから物、

こと、何々する、例えば温泉とか、ちょっとしたネイチャーツアーとか、そういった

ものにシフトしてるのは間違いないようですね。それで、リピーターが最近の傾向と

して多いということで、インバウンドについては、ハード面、ソフト面、特にハード

面でいえばトイレなんかは、大阪なんかはものすごくきれいになってるし、ソフト面

なんかも非常にもてなしもよくなってるのはそのとおりだと思います。北区はせっか

くいい資源があるんですね。つまり、北区は将来ビジョンという、こういう立派な冊

子をつくってるんですね。この中の一つをごらんいただければ、インターネットの中

で、北区将来ビジョン案が出てるんですね。つまり案といえば、平成３２年までは、

この案がそのまま通るのかということで、私ちょっと疑問を持ちました。案が正論に

なったかどうかを実は探してみたんです。そうすると、こちらのほうで正論になって

るんですね。これは確認したいと思ったんですが、裏づけがないのであれなんですが。 

 それで、ここで何が言いたいかといえば１項目なんです。都市魅力の創造。この最

後のところで非常にすばらしいと思ったのは、北区の地域資源を活用しながら、東京

の３区、千代田区、中央区、港区並みの経済力を実現して、北区をアジアや世界に向

けて発信できると、そういうふうにしようという課題ですね。それと、アウトコメン

トの指摘で、泉布観の保存とか改修、それと中之島周辺の世界遺産を目指すと。こう

いうものすごく立派な表現で書いてらっしゃるんですね。私これすばらしいと思って、

この北区の将来ビジョンができれば北区はますますよくなると思いました。きょう最
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後なので申し上げようと思っていたんですが、時間を自分だけとるのは申しわけない

のでやめますけれども、北区の将来ビジョンの中と、北区の地域魅力創造の中と、も

う一つ、平成３１年の北区の運営方針というのをつくってらっしゃいますね。その中

のところに経営課題として都市魅力創造についての記載がどうも薄い。というのは、

記載がないんじゃないかということで、私はこれが北区の今後、将来を占う非常にい

いことだと思うので、北区の魅力の発見と活用、加工、発信、それをさらに進めてい

っていただければと思っています。この地域将来ビジョン、これは３２年までやると

いうことで、これを実現するということで進んでいっていただければありがたいと思

います。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 髙村課長、お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 区の将来ビジョンですね。確かに策定してあるんですけど、私も案のとれたやつを

つづっておりまして、それを使ってるんですけど、実はそれ前の分だと思うんですね。

ホームページがちゃんと整備できてなくて申しわけないです。それはちゃんと確認し

ておきます。最新版をきちっとそれだけ載せるようにということで。 

○礒野委員 

 ホームページは案です。 

○髙村政策推進課長 

 ですね。それがまだ載ってるかと思いまして、それでちょっと誤解を招いたと思う

んです。この将来ビジョン、実はさかのぼりますと２４年８月に公募区長が２４区で

きたときに、当時も運営方針というのはまだできかけであったんですけれども、やっ

ぱり区として経営していく大きなビジョンをつくらないとだめだろうということで、
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当時の市長のもと、全区で１０年後を見据えた姿、大体５から１０年後を見据えた姿

ということで、そういうのを一度つくるということになって進めていきました。大体

章立ても区の概況からまちづくりの大きな課題、それから区の目指すべき将来像とい

うことで、当時は２５年度から２６、２７ということで、当面３年度分のどんなこと

をするかというのも書いて、それで出したわけなんですね。当時、就任された区長の

もとでつくったんですけれども、非常に今ちょっと御案内のあった一部、区の中では

実現困難なような課題、１区の中ではおさまらないような、あるいはもっといえば国

レベルでの課題というところも非常にかなり盛り込んだこともありまして、現実の区

政運営とそぐわないという点も見受けられましたので、その次の区長になりました２

６年の１０月に一度見直ししまして、その内容もちょっと書きかえたような形でもう

一度出しました。その中で、もちろん今御案内のあった魅力創造というところも継承

したんでございますけれども、若干現実の区政運営に沿うような形の内容にした分も

ありましたので、それで今現在その姿でホームページには載っていると。そのビジョ

ンは生きてるんですけれども、当時、２７年までの施策というのは既に終わってる話

でして、このビジョンで生きてますのは第１章、２章、３章という部分の大きな目指

す方向というのが今現在生きてホームページに載ってる。じゃ、その具体的施策の分

はどうするんだというところは、これは運営方針なんですね。片や下の計画として位

置づけてましたけれども、これがまた５年から１０年という大きなビジョンを書くと

いうふうに改訂がなされました。どちらかというとビジョンと運営方針が重なるよう

な状態になりましたもので、ここは区のマネジメントということで、区によってはビ

ジョンというものを掲げながら運営方針をされてるところもありますけれども、北区

のほうとしましては、運営方針のほうで非常に大きな目標を掲げましたものですから、

そこをもって進捗管理をしていこうということで、あえてビジョンのほうでは施策は

事細かに書かずに、３２年の目指すべき方向に沿って毎年度運営方針で管理していく

というふうな形をとってます。 
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 ですので、その過程で地域資源の書きぶりが最初のときとトーンが下がってるじゃ

ないかという御指摘も今ありました。資源という意味では北区はずっと変わらないも

のは持っておりますし、今後の運営方針の策定にそういうものを色濃く出せるような

形でまた考えていきたいと思いますので。仕組みとしてはそんな流れで来たというこ

と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。礒野委員どうぞ。 

○礒野委員 

 言いたいことはたくさんありますが、議論はやめます。とりあえず一つだけ。イン

ターネットで出してる北区のホームページのこの案というものはちゃんと確認をして

いかないと。それだけは誤解を受けると思います。それだけ言っておきます。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次にまいりたいと思います。 

 お待たせしました。吉村委員、よろしくお願いします。 

○吉村委員 

 僕もどちらかというと情報発信に関することです。６月、もう２カ月前になります

かね、６月半ばに大阪観光局の溝畑理事長さんと常務以下役員の方５名と北区商店街

の役員でちょっとお会いしました。実はその前段階で松井市長にお会いすることあっ

て、どうも観光局はミナミばっかり宣伝しとると。何でもっとほかの他区を宣伝せえ

へんねんと。インバウンドはミナミだけちゃうやないかというお話をさせていただい

たら、早速それが溝畑さんのほうに行きまして、すぐ飛んでこられましてね。御存じ

のように大阪観光局というのは年間１０億程度の予算を持ってまして、国から１億、

大阪府から３億ですか、それから大阪市から２億５，０００万、その他寄付金とか収

益事業で年間１０億超える予算をずっと運営をしてるところで、地域連携ＤＭＯとい
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うことで、大阪府全域を対象とした観光目的のそういうふうな事業を展開するという

組織なんですけれども、どうも地下鉄の駅を見てもどこを見てもポスターは道頓堀と

か新世界とかＵＳＪとか大阪城しか出てません。ちょっと前々から、やっぱり北区な

んかも結構インバウンドたくさん来られてますので、やっぱりちょっとＤＭＯとして、

観光局としては北区も含めてもっと情報発信に協力してほしいというふうなお話をそ

のときにさせていただいて、溝畑さん初め、一緒にこれからやっていきましょうと。

具体的にやっぱりグループをつくって、組織を立ち上げて、予算もつけてやっていき

ましょうというお話しいただきましたので、ちょっとお金のめどが、前回言ってまし

たお金のめどが若干ついたんちゃうかなという。具体的にはまだ全然動いてないんで

すけれども、秋口ぐらいからはきちっとした窓口を北区商連にして、北区さんと連携

を深めながらそういうことを具体的に展開して、実のあるものにしていきたいと思い

ますので、北区として御協力をお願いしたいということできょうは申し上げます。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。何かこれに参考になる御意見頂戴できますか。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。御案内のとおりこの間終わった後、対話もさせていただい

て、何分ちょっと僕もさきの会議で、先立つものがとばかり申し上げて申しわけない

ところだったんですけど、区としては区長の答弁でもありましたように区民リポータ

ーを地道に育てながら、またアワードも開催して、これがまたあわよくば世界にも注

目してもらえるような形で育てていくと。それは委員も、それはそれで育てていった

らいいと、力入れていったらいいということも御意見いただいてますので、もう一つ

大きな事業と融合しながら北区の魅力発信がされていけばいいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 
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○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、お待たせしました、大西委員、きょうは皆さんのお手元にお配りさせて

もらってますけど、どうぞご説明をお願いいたします。 

○大西委員 

 大西でございます。 

 北区は大阪市の玄関なんですよね。その割に、ちょっとぱっとしないなと。これは

私の感想ですけれども。商業地域として道頓堀だとかああいうところはじゃんじゃん

派手にやっておりますよね。要するに私言いたいのは、北区は玄関で、この前ちょっ

とおっしゃってましたたばこ活動って、どういう名前かな。とにかくたばこの清掃に

関する、それは具体的に清掃するというんじゃなくて、計画としてお持ちだというよ

うなことを伺いました。それはまだ実行はされてないと。手前みそになりますけれど

も、私どもは計画段階であるというふうに伺っておりますけれども、大阪市のたばこ

市民マナー向上エリアという環境局が主になってやってる事業に協賛しまして活動を

やっております。それでちょっときょう御紹介、御披露したいと思います。 

 こういう活動を大阪市が始めましたのは平成２２年なんですって。その平成２２年

の当時は、たばこというのか市民マナー向上エリアという活動に協賛してる団体が２

５団体あったそうです。現在は幾つかといいましたら７５団体にふえております。身

近なところで私どもがやってる活動としましては、大体１２月と８月はお休みなんで

すけれども、第４木曜日午前１０時から大体１０時３０分か４０分ぐらいまで吸殻清

掃、それからこういう啓蒙のためのティッシュ配り。このティッシュ配りが皆様の机

の上に置かせていただいておりますように２種類ございます。大阪市のほうから支給

されるのは「住みよい街へマナーの木を育てよう」と書かれているものです。こちら

は大阪市のほうに数を申請していただいております。もう一つは「アカン路上喫煙」

という分ですね。これは最初大阪市がくれたんですけれども、やっぱり多色刷りとい
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うことになると経費の問題化して、全然最近はないんですね。私どもは「住みよい街

へマナーの木を育てよう」だけではちょっともうひとつピンとこないなというので、

挟んでおります「住みよい街へ」、「タバコ」が朱色になってて、「マナーの木を育

てよう」、「路上喫煙ＮＯ」とか、この分は私どもが独自に印刷をしまして、これを

挟んで活動日に天六の商店街、天六の交差点ですね、そこらあたりで配布しておりま

す。 

 配布以外にどんな活動しているかといいますと、先ほど申しました吸殻清掃とか、

それから企業といえば大げさなんですけれども、１０人ぐらい事務員さんがいらっし

ゃるところも一応企業と名づけて、こういう袋、これも私どもがデザインから全部考

案したものなんですけれども、これに先ほどのティッシュを１５か２０かそれぐらい

入れまして、私どもはこういう活動をやっておりますと企業訪問しております。ぜひ

社員の皆様にもまちがきれいになるように、吸殻のポイ捨てをやめるとか、そういう

ことに御協力くださいという企業訪問をやっております。訪問しました企業さんの中

には、うちの社員は２５人いるけれども、誰も吸ってないよとかおっしゃる企業もあ

りますけれども、とりあえず企業訪問をやっております。 

 それと、話が違うんですけれども、まちなかに喫煙場所があればいいなということ

を環境局のほうで考えられまして、現在、京橋と難波高島屋付近、それから堂島、そ

れと三休橋、その４カ所に環境局がたばこの喫煙場所を設置しております。これは環

境局が設置してるんですけれども、これを民間で設置すればもっと環境的にもいいん

じゃないかと、そういう意見も多々あるんですけれども、それにはすごくいろんな問

題がありまして、まずその場所を借りる地主さんの承諾がなかなか得られないんです

ね。小さなスペースにしてもなかなか地主さんが「うん」と言わない。それからもう

一つ大きな問題は、そういう場所を設置しました。じゃ、あと誰が責任を持ってそれ

をきれいにするのか、それが問題なんですね。私どもみたいにたばこ活動やってる者

がすればいいじゃないかと言われそうですけれども、やっぱりそれも負担になります
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のでね。そういう問題があって、なかなかこういう喫煙場所をまちなかに設置すると

いうのが、話が進まないみたいです。 

 そういうふうなことで、なかなか私ども地味な活動やってるんですけれども、暑い

日も寒い日も、それこそ何の得もなく皆さんボランティアでやってくれてて、本当に

うれしいなと、涙が出る思いがします。そんな状態で、大阪市のほうでも今後北区で

こういう活動というか計画をしておりますと前回の区政会議でお聞きしてるんですけ

れども、現在それがどの程度進行してるかちょっとお尋ねしたいなと思います。 

○吉川議長 

 ありがとうございます。髙村課長、お願いいたします。 

○髙村政策推進課長 

 ありがとうございます。まずせっかくの御案内でございましたので、たばこ市民マ

ナー向上エリア制度はですね、環境局が進捗管理をやってるものです。いわゆる地域

の市民、事業者の皆さんが主体的に自主的に路上喫煙の防止活動に取り組んでもらう

ということで、その活動に当たってかかる啓発物品等については局のほうがつくって

支援するということで、今御案内ありました。それに、こうしたらいいんじゃないか

という工夫をそれぞれ地域でやっていただくというふうな活動。北区はこの制度を２

０年から始めまして、大西委員のところの豊崎東地域ネットワーク委員会地区を初め、

当初は５つの地域ですね。すなわち天神橋筋商店街の連合会、あるいは大阪ターミナ

ルビル株式会社、それから阪急阪神百貨店、それから北梅田地区まちづくり協議会と

いうことで、しばらくこの５団体が手挙げ方式でやって自主的にその範囲の活動をさ

れてたと。その中で、去年からことしにかけて新たに三つふえまして、芝田一丁目の

町会、それから西梅田地区開発協議会といいますと梅田の二丁目と三丁目の一部なん

ですけれども、西梅田のほうですね。それとダイヤモンドシティ協議会、これはいわ

ゆる丸ビルとヒルトンがある五角形の地区です。その三つの地域が加わりまして、今

北区ではこのたばこ市民マナー向上エリアの制度は８団体ということで活動いただい
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てる。全体では御案内ありました７５団体、市内でやっておられる。 

 片や、この間この区政会議で申し上げました路上喫煙の禁止地区の制度ですね。こ

れはいわゆる違反したら過料１，０００円を徴収されるという制度ですね。これが北

区は環境局時代にやったんですけど、御堂筋と中央公会堂のほう、中之島の東部のと

ころですね。これからいわゆるインバウンドも含めて、万博も見据えて、国際都市と

いう玄関口という中でさらに指定を拡大していくという方向を目指すということで、

前々回、２月７日の区政会議で言いました、新たに四つのブロックで考えたいんだと

いうことで、大阪駅周辺、それから阪急阪神百貨店のぐるり、それから茶屋町地区、

それから芝田一丁目、これを一気に、非常に面的に広いんですけれども、指定しよう

ということで、その趣旨を御説明しました。その翌月の３月１９日でしたけれども、

環境局のほうで開かれる路上喫煙対策委員会というところで、北区としてはこのエリ

アを希望しますということを御説明しました。それから審議が始まって、先月７月に

も一度審議があって、今も審議中でございます。順調にいけば９月、来月のどこかで

このエリアが適当と認めるというような、もし認めるならその方向で答申がいただけ

るというような運びになっております。 

 我々としましては、中央区がことし２月に施行しましたように、ちょうど１年後の

来年２月にこの指定が実現するようにその答申をいただいて、すぐ走れるように。今

ちょうど、まさにきのうも打ち合わせ行ってきたんですけれども、実はこれ今阿倍野

区と天王寺区も天王寺駅周辺について指定をしたいということで、同じタイミングで

北区としたいということで、３区今同時で進行してるところでして、きのう環境局と

その３区で打ち合わせをしました。今一番事務的に地味な時期でして、その啓発、ま

たそういうのをつくらないとだめなので、路上喫煙禁止地区用のティッシュをどうす

るんだという。細かいことを言いますと。何といっても看板とかシートとか啓発活動

とか。局も建設局が占用許可等々を扱っておりますので、やっぱり区としてもなかな

かノウハウがない中で環境局さんのほうにいろいろ相談しながら、発注一つにしても
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３区一緒にしたほうがいいんじゃないかとか、細かい協議をいろいろ積み重ねてる最

中でございまして、いざ決まれば工事発注してやっていってもらうような形で今走っ

てるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○大西委員 

 すみません、そうしますと、環境局とはどの程度協議ができておりますか。 

○髙村政策推進課長 

 どの程度というか、かなり細かいことまであれですけど、まだこれからの部分、お

互い宿題が多くございまして。 

○大西委員 

 例えば。 

○髙村政策推進課長 

 例えば、細かいことを言いますと、看板に関して、なかなか民地にというわけには、

しんどい部分がございまして、これまでも建設局が持ってる市道の一部を使ったり、

公共空間を使えないかというところを目指してまして、そういう意味では、そこの占

用許可とかいうところは、まずは環境局にとってもらうんですね。どういう構造物を

希望してるんだとか、あるいは３区統一したデザインとかその辺の部分の調整とか、

発注の調整とか、その辺の役割分担というところを今協議してまして、なおかつうち

は、ＪＲ大阪なんていうのは、前も申しましたけど全部民地ですので。ちょうど建設

局の道路と接してる部分がありますので、協議相手も非常に多いという中で、うち単

独ではなかなか協議に持っていけない中で、環境局と一緒に技術的にどういう説明が

できるのか、どういうものだったら可能かというところもすり合わせながら今やって

いるという部分です。 

 総じて、喫煙所の設置がどううまくいくか、あるいは看板の配置場所なんかはどう

いうものが適当で問題ないのかというような、そういう技術的なところを今詰めてる

という部分です。 
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○大西委員 

 ありがとうございました。 

○吉川議長 

 大西委員、よろしいでしょうか。 

○大西委員 

 はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○吉川議長 

 いずれにしましても、やはりたばこのポイ捨てとか美化のことは、やっぱりこれは

まちがきれいになるということで我々歓迎します。それと、今企業さんも社会貢献と

いう形でまちの美化に関してはかかわっていただいていると思っておりますので、か

なりまちはきれいになっていると思います。これからももっと進めたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

○大西委員 

 そうなることを願っております。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

 大変お待たせしました。前田委員、よろしくお願いします。 

○前田委員 

 私は居住者ではなくて南森町のほうで事務所をやっている者なんですけれども、だ

から皆さんとはいろんな質問したり意見の目線が違うところがあって、なかなかいい

意見とか言えなかったのかなとちょっとこの２年間を振り返って思ったりしてるんで

すけれども、質問ではなくてちょっと提案といいますか気がついたことを一つ申し上

げたいと思います。 

 例えば子育て支援にしても、それから防災講座にしても、自分からその情報をとり

に行こうという意識のある人は、自分で積極的に情報をとりに行って参加もしてくれ
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ると思うんです。やっぱり圧倒的大多数の方はなかなかそういう意識がないのか、あ

るいは忙しくて余裕がなかったり、どこにそういう情報があるのかわからなかったり、

外国人の方だったら特にそういうところあると思うんですけれども、なかなかそうい

う方をいろんな講座なりイベントに参加してもらうというのは難しいのかなと思って

まして。例えばなんですけれども、うちの事務所がある南森町にスーパーコーヨーが

あるんですけれども、あそこはすごく小さいお子さんを連れたお母さんがたくさん買

い物に来てますし、あと外国人の旅行者の人もすごく多いです。買い物来てる人が。

それから高齢者のいわゆる独居の男性の方も多分多いと思うんです。ああいう生活に

密着した場で、必ず来るやろうなと。住んでる人、それから来街者の方とかですね。

必ず来るやろうなというところにわかりやすいような掲示板みたいなそういうのがで

きないのかなとちょっと思ったりしました。事業者の方と交渉しないといけないので、

一朝一夕にいかないのかなと思いますけれども、誰でもが日常生活の中で来るところ

にそういう情報が貼りだされてあれば、もしかしたらそれを目にした人が来てくれる

かもしれないというのはちょっと思いました。 

 以上です。 

○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 

 ちゃんとお答えになるかどうかあれなんですけど、掲示板の状況につきましては、

今地域でずっと昔から持っておられる独自の掲示板と、それからもともと都市工学情

報センターという公的機関が持ってたものが区のほうに移管されまして、区のほうか

ら地域のほうに御自由に使ってくださいねといって、そういう掲示板が４５カ所ある。

いわゆる行政情報とかこれは知ってほしいなというところは、ＳＮＳ以外で貼るとい

うのやったら、我々その４５カ所を地域の御了解もいただきながら貼らせていただい

てるというような状況です。さらにこういうところにもというのは確かに適地はある
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と思うんですけれども、その辺はまた今後研究課題になるのかなと思うんですけど、

今現在掲示板をどう使ってるんだということについてはそういう状況です。 

○吉川議長 

 どうぞ、上野区長。 

○上野区長 

 ありがとうございます。よい意見をいただきました。お店の開発はまだ行っていな

かったんですが、今やっていることの中で、近いといえば、ジシン本の置き本をして

いこうということで、歯医者さんとか病院で待っていらっしゃる時に見ていただこう

としています。医師会や歯科医師会などの団体を通じて、会員の先生方などに御協力

いただいて、持って行っております。そのほか、置き本もセッティングしないといけ

ないので、順次していきたいのですが、コンビニのイートインのところなどに置くの

も考えられますし、先ほどのスーパーでしたら掲示板や、袋詰めのところの前に置い

てあるとか、そういうところもいいと思います。郊外だったら広いスーパーもありま

すので、そこの広場でミニ講座とか開かせてもらったらすごくいいかもしれません。

集まってもらうことが難しいので、これからは、集まっていらっしゃるところへ行こ

うという発想も、会議の中でもちょうど出ておりましたので、今の御意見を参考にさ

せていただいて、積極的に出かけて行き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す。前田委員、どうぞ。 

○前田委員 

 地区のいろんな街角に掲示板があるのは私も知ってるんですけれども、恐らく意識

して見ないと見ないなと。みんな通り過ぎてるなと思うんです。なので、誰でもが日

常生活の中で買い物の途中で、先ほどおっしゃったみたいに袋詰めしてるところに目

の前に貼ってあって、あ、こんなんやってるわとか、ちょっと頭にインプットできる、
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そういう場所にやっぱりそういう掲示があるといいかなと思いました。 

 以上です。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。まず紙媒体では今１万部つくられてるというお話でした

けど、例えば画面にそれと同じものを流すとかいうのはいかがですか。 

○香山政策推進課長代理 

 サイネージに本を掲載するということでしょうか。デジタルサイネージ自体がある

地域も限られておりますので。 

○吉川議長 

 もうちょっと大きめのものを、例えば区役所の正面ぐらいに置くとか、そういう感

じはどうですか。設置費がかかると思いますが、お金のことは別にして。要するにイ

ンパクトの強いものじゃないと。紙媒体をしっかり読む人はいいんですが、できたら

そういうところまでしてあげたらどうかなと思うのが個人的な意見です。地震だけに

かかわらずいろんな情報を。やはり先ほども御意見あったように、要するにＰＲ不足

というか、啓発がちょっと足らんところがあるように感じられますので、いろんな面

でもうちょっとＰＲできる媒体を考えていただければと思います。 

○香山政策推進課長代理 

 来年度の予算編成に向けましていろんな媒体を考えていきたいです。 

○吉川議長 

 ということは、きょうはたまたま来年の令和２年度の予算の関係もございましょう

し、ひとつよろしくお願いします。 

もう一通り皆さんの御意見を頂戴しましたけど、ちょっと時間もございますので、

これで最後やということですので、何かちょっと言い忘れたとかいう御意見がござい

ましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

笠井委員、どうぞ。 
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○笠井委員 

 先ほどの通訳ボランティアさんの件で、私も調べ切れてないんですけれども、浪速

区の子育て支援拠点に必ず通訳ボランティアが入るという事例を聞きましたので、浪

速区は独特だなと思いました。すみません、まだどこの予算でとかは全然聞いてない

んですけれども、子育て支援の場にもたくさんいろいろな国籍の方がいらっしゃって、

子どものことを聞きたくてもままならないという方もいらっしゃるので、通訳本を片

手に私たちとコミュニケーションしてるんですけれども、私たちスタッフは、要はパ

ッションやと言って、仲良くなろうよということから始めてるんです。それがやっぱ

り乳幼児期という初期段階だったらトラブルになりにくいんですけれども、小学校に

上がられた方というのは結構つまずかれてるなというのを痛感としてもあるので、初

期の段階でという、樋口先生がおっしゃられてるワクチンを打たれる方という、まず

は乳児の方なのかなというのを感じたので、すみません、添えさせていただきます。 

○吉川議長 

 ほかに何かございませんか。 

 どうぞ、礒野委員。 

○礒野委員 

 今まではこれ見てたら結構話題が少ない、具体的にいいますとＣＢとＳＢ、結構話

題が少ないみたいなんですね。私、今回それをちょっとしゃべろうかと思ったんです

が、テーマがまず一つだということでちょっと止めました。ここの取り組み方針の内

容として、少なくとも区役所職員の方がまちづくりセンターの職員と連携して、持続

的な活動のための財源確保のための主題としてＣＢとかＳＢをするという、ビジネス

化に支援するということを記載してるんですね。そうすると、取り組みの内容として、

地域活動協議会において環境局と連携してごみの資源のことが一つ上がってるんです

ね。ごみの資源のことは、回収資源非常にいいと思うんですが、ほかに市政改革プラ

ンの２．０で、その３４ページに多様な市民活動への支援メニューということの充実
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というのを上げてるんですね。ここにＣＢのＳＢの問題が上がってて、活動を支援す

る職員の方の理解がまだ十分じゃないんじゃないかというようなことをどうも指摘さ

れてるようなんですね。 

 具体的にコミュニティビジネスと新ビジネスのことは言いませんけれども、何がで

きるか、何をしたらいいかということを、ちょっと私勝手な自分の意見を申し上げま

すと、先ほど来出ている子育て支援の関係のコミュニティビジネス、意外とできるん

じゃないかと。子育て支援は若いお母さんとか身近な方ができるということで、現実

に２００９年、大阪市でＮＰＯの訪問型の病院保育というのが、そういう名前でＮＰ

Ｏ法人ノーベルというのがどうもあるようなんですね。これは結構参考になるんじゃ

ないかということで、それ以外、親子の交流イベントとか企画運営とか、顔見知り同

士のお子さんを託児するとか語り合うネットワーク、今現在ＮＰＯでやってるところ

もあると思うんですが、それを広げて株式会社にするのも一つのやり方だし、それと

参考までに神奈川県なんですけれども、これは親子交流イベントの企画とかそういう

やつは株式会社形式でやってるところもあるんですね。だから別に中身は環境だけじ

ゃなくてもほかのものがあるので、そのサポートをしていくということ。 

 行政は何をするのか。区役所が。具体的にいいますと、一つ言えるのは企業のセミ

ナー。それと交流支援の補助金、助成金は府県によってやってるところもあるんです

が、それはそこまでできないとすれば、最低限度こういう事業をするときにはどうい

うふうにしたらいいかというアドバイスですね。具体的なアドバイス。抽象的じゃな

くて。というのを継続的にやっていく必要があるので、作ったわ、潰れたわじゃ意味

がないので、具体的に中身を確認してやっていくということで、またいろいろ御検討

いただければと思うんです．先ほど言いましたほかの府県のことを言っても仕方ない

ので言いませんけれども、結構モデルになるところあるんですね。だから今までこれ

２年間取り上げてなかったので、２件ぐらいしかできてないことだったので、やはり

今後こういう事業の支援なんかは必要だと思いますので、ちょっと最後に申し上げた
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ということです。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。 

上野区長、よろしくお願いします。 

○上野区長 

 ありがとうございます。ＣＢ、ＳＢ、北区は育てたいと思っているんですが、相手

がいないとなかなか実現が難しいということもあります。実際にＣＢに関しましては

リサイクル資源回収ということで、紙についてはほぼ全地域でやってくださっていま

す。今度ペットボトルも行われることになって、地域で取り組まれて、経済も回して

いらっしゃるという動きがあります。事業を委託しているCB・SBのモデルとしては、

一般社団法人で、防災の事業をしてくださっているところがあります。これがよい

CBのモデルになっていくだろうと思います。運営するときにどういうサポートが必

要かというところをお聞きして、どういうサポートが行政に必要かというところもお

聞きしながら、コミュニティビジネスとして、ＮＰＯさんなどが育っていってくださ

っ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。 

 それでは、本日も公務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

り御助言を頂戴いたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、まず前田先生、よろしくお願いいたします。 

○前田市会議員 

 市会議員の前田です。きょうも長時間にわたり委員の皆様方、そして区役所の職員

の皆様方、本当に有意義な今期最後の区政会議、どうもお疲れさまでした。 

 私のほうから、きょういろんなお話出ましたけれども、どうしても区だけでなかな

か対応できない部分もございます。市のほうの動向なんかも含めて少しお話をさせて
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いただけたらと思います。 

 まず、きょう教育の話なんかも出ました。友田委員のほうからも大阪市の子どもた

ちの学力、気になってるよというお話もありました。今大阪市の教育委員会、そして

教育こども委員会のほうでも実はいろんな議論をしてます。特に今大阪市のほうがや

ってる対策として、成績が余り芳しくない子どもたちの底上げをどういう形でできる

かなということで、例えば今回成績が悪かった下から７０校については学校力アップ

事業というのを別にして、コーディネーターをつけて、学校の校長先生、そして先生、

そして外部の方が入って、どうやって学力を上げていこうかというものです。それぞ

れ個別の問題を抱えてる学校がほとんどでして、そういうのをどう改善していこうか

というサポート体制を敷くでありますとか、あるいは今先生の個別の事務量というの

が物すごい量になっておりますので、行政に対する報告もそうですが、それぞれの自

分自身が学校の授業に注力する環境というのを先生方に対してもつくっていかないと

いけないということで、今ちょうど事務サポートができるスクールサポートスタッフ

制度というのをつくって、膨大な事務量をできる限りほかの人に任せられるような体

制をつくっていこうとか、いろんなことを順次やっていってます。 

 私も今教育こども委員会の委員長をやっておりまして、これまで４年間やってきた

各市の取り組みが実際成績にどうつながっているかということの分析がまだまだ市の

ほうの教育委員会できてないところがあります。ですので、何が効果があって、何が

効果がなかったのかということをちゃんと確認検証した上で、新しい政策をやるので

あればするという方向で今ずっと取り組んでいってるところです。 

 どうしても子どもたちの学力になってきますと、御家庭の環境に実は結構左右され

るところがありまして、今子どもの貧困問題というようなことも言われておりますけ

れども、家庭環境もひっくるめた対策というのはどんなふうに打てるかなということ

も今ずっとやってるところです。引き続き区政会議、そして市会の議論なんかも、き

ょうの御意見を受けてしっかりやっていきたいと思います。 
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 それと、きょうのインバウンドの話についてです。外国人の方でお住まいになって

らっしゃる方々がふえてきた、北区、中央区なんかは特にふえてきてるんじゃないか

と思うんですけれども、この外国人の方々のトータルサポートができる窓口というの

は残念ながら今大阪市はものすごく弱い状況にあります。区役所のほうでもなかなか

ぱっと英語ができるような対応というのは構築できてないのが現状でして、これ実は

ほかの自治体も同じ状況に直面してます。今国のほうで、要は大阪市なら大阪市の外

国人の方がお住みになったときに全てをサポートできるような大きなセンターをつく

っていこうという流れが実はあります。今大阪市のほうでは大阪国際交流センターと

いうところが一応それを担ってるんですが、非常に脆弱です。言語も対応できてる言

語というのは数少ないですので、そこを国の予算をさらに入れながら、もっと、教育

だけじゃなく住まいのところもそうです。戸籍、そしてビザの問題、いろんな問題が

あるんですが、そこで全部解決を図れるようなセンターをこれからつくっていこうと

いう方向で今市のほうは検討しておるところです。 

 それと、きょうは災害の話も出ました。地震に対する関心というのはやっぱり前回

の台風２１号もそうですし、北部地震の影響もあったということで、物すごく北区民、

市民の方々は関心をお持ちの方が本当にふえたなというふうに思います。今備蓄の話

も出ましたけれども、残念ながら体育館で備蓄されてる物資というのは本当に限られ

ます。ものの３００人分、一日でなくなる、それぐらいの物資しか実はありません。

ところが、大阪市のほうでは今５３万人の備蓄物資を市内の８カ所に分けております。

大型の倉庫がありまして、そこで備蓄物資を保管してるんですが、残念ながら大きな

地震が起きたときの輸送体制というのがまだ脆弱です。ですので、今市と連携してる

トラック協会と連携して、どうやって大型の倉庫から各体育館の避難所に配送できる

かということのルートもつくりなさいということで議会のほうで議論しまして、今つ

くってるところです。 

 ですので、こういう災害に対する備えと、そしてきょうも出ましたけれどもいかに
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市民の方々にそういう情報を知っていただくかということになってくるので、だんだ

ん紙を読まない世代の方々も多くなってきました。新聞なんかでも発行部数がどんど

ん少なくなってますけれども、恐らく行政がこれからやっていかないといけないのは、

大阪市の防災アプリですね。かなりダウンロードされてる方が多いと思うんですが、

防災だけじゃなくて全部が、例えば幼児教育もこともそうですし、先ほどの子育て支

援の話もそうですし、いろんなものを一括して提供できるようなアプリ、そこで予約

ができるようなアプリというのを開発してるような自治体もありますので、そういう

ところを恐らくこれからもやっていかないといけない時代に入ってきてるのかなとい

うふうに思います。 

 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、山本先生、よろしくお願いいたします。 

○山本市会議員 

 暑い中本当にありがとうございます。いつもいつも参考にさせていただいて、いろ

んな場で利用させていただいてるのが本音であります。ありがとうございます。 

 前田先生も言われたことと重ならないことで、教育に関しまして、ちょっと来年度

心配だなというのが、やっぱり学校選択制で偏りがないようにできないものかなとい

うことですね。毎年春になると気になって、学校によってどうかな、特に中学校なん

かはと思ってしまうことをちょっと心配しております。 

 それから防災に関して、ことし６月に吹田でピストル強奪の事件があったときに、

防災行政無線で外に出歩かないようにとかの音声が流れた際に、多くの方から何言っ

てるかわかれへんという声が聞かれました。大阪市の予算でもこれから順次デジタル

式の防災無線に変えていくということですけれども、まだ余り北区の中でここが変わ

ったとか新しくなったというのを聞いてないので、これから私もチェックしながらい
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きたいと思っております。 

 あと、ことし防災の強化という予算の中で、水害ハザードマップを全ての家庭に全

戸配布することが予算化されてるようなんですけれども、このチャンスを、北区の今

いろいろ周知されてないジシン本の話とか何か一緒に使って、全戸に配布できれば、

ちょっとでも有効にできるんじゃないかなということを思いました。 

 それからあとは、Ｇ２０も終わりまして、これから万博へ向けて大阪が一気に注目

される、そういう時代になってくると思います。先ほどからあるように外国人の課題

もあると思います。浪速区もそうですけれども、何カ所かだけでもいいので中心にな

る場所には特に区民に限らず外国人を受け入れる、そういう窓口があってもいいんじ

ゃないかなと。全区にというのはなかなか厳しいと思いますけれども。また、消防と

か病院の関係でも遠隔操作で会話ができるようなものが、今あちこちできてますので、

緊急の場合はそういう方につないで通訳してもらうというのを市役所、区役所の窓口

でもできるようなことが可能じゃないかなと思いました。 

 最後に、ことし私もニートやひきこもりの研究発表をさせてもらったんですけれど

も、今区役所に求められてるのは断らない相談窓口。それうちの課と違いますからこ

こ行ってくださいとか回されたりとかじゃなくて、まずは受けてそこからつないでい

くという、これから外国人もそうですけれども子育てや民泊の相談だったりいろんな

ことが区役所にこれからますます集中してくると思いますので、そこをうまく、皆さ

んが少しでも安心してこの北区に住み続けられるような、北区の窓口をつくっていた

だきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○吉川議長 

 山本先生、ありがとうございました。 

 それでは、久谷先生、よろしくお願いいたします。 

○久谷府議会議員 
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 府会議員の久谷でございます。まずもって遅参しましたことをおわび申し上げたい

と思います。 

 今回で御勇退される委員の方々もおられるというふうにお聞きしております。本当

にありがとうございました。また引き続き高所大所から御指導賜れればというふうに

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 縷々さまざまな御意見を頂戴したわけでございます。これ全て実現しようと思った

ら幾ら財源があっても足らないという中で、限られた財源の中でいかにして特色ある

北区のまちづくりというものをつくっていくかということ、これ本当に行政のほうに

したら頭を悩ませてることかなというふうに思ってます。ただ、そういう形で先行的

に特色を持ってイベントなり施策なりを実行することによって、それがいかに次につ

なげていけるか、また財源をもっとアップして投資を次につなげていけるかというこ

とも考えていくということ、本当に大事だなというふうに思っております。 

 そういった中で、やはり納税者目線というか、いかにして税金を納めてもらうかと

いう目線というのも大事だというふうに思っております。そうなれば、どうしても子

育て支援であるとか学力の向上ということになってくると思います。やはり学力を向

上するという観点でいえば、子どもたちに教育を押しつけるとか、また先生の質をア

ップするとか、それだけじゃなくて、やはり親の家庭での教育、これも大事だという

ことは前も私述べさせてもらったと思うんですけど、実はきょうも私の母校の履正社

の試合がございまして、私も観戦してまいりました。実は履正社の岡田監督というの

は曽根崎出身の方で、西天満小学校、曽根崎小学校通われて、この北区の出身の方で

す。私の先輩でもありますし、菅南中学のバレー部でやっておられました。その監督

が、常に選手とコミュニケーションをとるためにどうしたらいいか。選手とは常に話

はするんですね。しかし、家でどういうふうな対応をしてるのか。どういう生活をし

てるのか。これについて親とも面談をする。選手とも面談をする。だけでは話がつじ

つま合わんということがよくあるらしいんです。だから三者で面談をするとか、本当
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に強いチームになろうと思えばやはり手間ひまかけないと強くならないということ、

身をもって先生が体験してることを教えていただいたこともあります。そういった中

で、現場の先生というのは仕事量も今本当に超過してる部分もありますし、パンク状

態であるということを理解してます。そういう中で、そういった相談窓口ということ

を別途設けて、先生の負担を軽減しながらも、意思をしっかりとっていけるような、

そういう仕組みをつくっていくという、これが学力の向上には必要なのかなというふ

うに思っております。 

 あと、植松委員からギャンブルの話もあったんですけれども、一昔前と今とギャン

ブルの形態というか、ギャンブルをされる方の形態というのが変わってるなと思いま

す。昔はギャンブルで、例えばそこでお金が、あぶく銭が入ったと。それをいかにし

て遊ぶお金につなげていくか。お酒飲むか、ちょっとお姉さんおるところに行こうか

とかいうようなことで使ってたんですけど、今はもうギャンブルで稼いだお金をギャ

ンブルに投入するということがほとんどらしいです。ですから、お近くで商売なさっ

てる方のところには一銭もお客さんがふえないんだということも言われております。

だから、昔に比べたらギャンブルをされる方のお金の使い方というのも変わってるの

かなというふうに思いますし、そういうお金をいかに我々とか商売されてる方とか、

そういった方に呼び水として流していくという仕組みも大事かなというふうに思って

おります。もちろんまちの安心安全というのは前提ですけれども、そういったお金を、

ギャンブルで雪だるまになる前に、皆さんのお商売されてるところに恩恵がこうむる

ような使い方をしたいなというふうに思っております。 

 あと、喫煙マナーのことですけれども、これも本当に卵が先かニワトリが先かの話

で、喫煙所をつくるに当たり、まず売るほうが喫煙所をつくるべきじゃないかという

議論もあったんですね。実は橋下元知事が誕生したときに大阪府庁全館禁煙にしまし

た。敷地内全部禁煙にしたときに、実はある民間のたばこ会社が、喫煙所つくらせて

もらいますから全館禁煙しないでくださいという話もあったんですね。ですけど、当
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時の知事の判断で全館禁煙となりました。あのときつくってたらよかったかなという

ふうに思ったんですけれども、でも、今言うようにたばこを売るほうが設置をするべ

きなのか、ただ、たばこを買った人はたばこ税として税金を納めてるわけですよね。

そのお金で喫煙所をつくるということですので、役所がつくるべきなのか。これはし

っかりユーザー目線というか、我々たばこ吸わない者としたら好きにやってよという

話なんですけど、でも、今受動喫煙の問題とかいろんな健康問題とかいうのも出てき

ておりますので、たばこを吸う人だけじゃなくて吸わない人の安全というのも考えて

設置もしていく方法を考えていただきたいと思ってます。 

 最後に掲示板、前田委員からも御指摘がございましたけど、実は私ら４月に選挙あ

ったんですけれども、まちかどにぺたぺたとポスター貼るんですけどね。それでも、

あんた誰って言われますから。やはり見ない人は全く見ないんですよね。そういう人

たちをいかに振り向かせられるかというのはやっぱり工夫やと思います。その工夫で

一回見てもらった人が継続して見てもらうというふうに考えたら、テレビのドラマと

違いますけど、全部ばーんと教えるんじゃなくて、ポイントポイントを教えて、また

次も見たいなと思ってもらえるような物語形式で展開していくとか、そういったこと

も必要かなと。まずは見てもらう工夫というのを考えていけたらなというふうに思っ

ております。よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

○吉川議長 

 ありがとうございました。先生方お忙しい中本当にありがとうございました。 

 本日は委員の皆さん方に本当に多くの貴重な御意見を頂戴いたしまして、まことに

ありがとうございます。また、本日で最後になりますが、私、この２カ年議長として

務めさせていただきまして、皆様方の御協力をいただきまして、本当に円滑な会議の

進行、運営に御協力いただいたこと、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございま

した。 
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 区役所の方々にはこれまで委員から出されました意見や課題につきまして十分御検

討いただきまして、区民の皆さんが住みたい区政運営に役立てていただきたいと思っ

ております。 

 また、本日議論が中途になっております案件や、またその後については後日の対応

をお願いいたしたいと思っております。 

 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あればお願いい

たします。 

○上野区長 

 本日も貴重な御意見ありがとうございました。また、吉川議長、そして今日は御欠

席なのですが、岡田副議長をはじめ委員の皆様には２年間、もしくは４年間、北区の

ために本当にありがとうございました。 

 私が区長に就任して約３年半、ラストイヤーなのですが、たくさんの気づきをいた

だきました。そして励ましもいただきまして本当にありがとうございます。改めてお

礼申し上げます。 

 これからも引き続き、区政会議の委員は、引退されるかもしれませんが、ぜひ北区

の応援団としてこれまで以上、お気づきの点がございましたら御意見、御要望いただ

けたらと思います。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ありがとうございました。これをもちまして第３０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。 
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