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第３１回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和元年１０月２５日（金） 午後３時００分から午後５時００分まで 

 

２ 開催場所 

   北区役所 ４階 ４０２・４０３会議室 

 

３ 出 席 者 

   山田 貞夫（議長）、小玉 始（副議長）、板坂 由美子（委員）、 

   岩本 康男（委員）、植松 光德（委員）、岡田 宣子（委員）、 

   重矢 錐宏（委員）、金下 玲子（委員）、兼光 裕之（委員）、 

   岸本 恒夫（委員）、友田 幸子（委員）、南埜 育子（委員）、 

   樋口 洋子（委員）、松田 清司（委員）、三島 保（委員）、 

   三野 扶美（委員） 

   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（素案）等について 

 

５ 議事内容 
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○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３１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、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 

  改めまして、区長の上野でございます。 

 このたびはお忙しい中、皆様には北区区政会議の委員をお引き受けいただきまして

まことにありがとうございます。 

 この１０月から２年間の任期となりますが、おかげさまで、公募で５名、地域から

の推薦等で１１名の計１６名の委員の皆様に御就任いただきましてお力をお借りする

ことになりました。区役所といたしましても、北区がさらによくなるように、皆様の

お知恵を拝借しながら取り組んでまいり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。 

 それと速報ですが、先日の北区民カーニバルにも御協力いただきましてありがとう

ございます。人数の集計が出たところでございますので、少し御披露させていただき

たいと思います。昨年度が５万２，０００人だったのですが、ことしは１，０００人

ふえまして５万３，０００人の皆様に来ていただきました。人数だけではないと思う

のですが、お天気もよく、私の感覚でいえば滞留時間が長かったような気がいたしま

す。たくさんの区民の皆様に御参加いただける北区民カーニバルになって、喜んでお

ります。また来年はさらにたくさんの方に来ていただけるようなお知恵のほうも拝借

できたらと思います。 

 本日の区政会議ですが、まずは令和２年度の北区の運営方針の素案につきまして、

後ほど詳しく担当のほうから御説明させていただきまして、皆様の御意見をお聞きし
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たいと思っております。 

 本日は皆様の忌憚のない御意見賜りますようにお願い申し上げまして、簡単ですが

私からの御挨拶とさせていただきます。本日は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 

 では、本日御出席いただいております委員の皆様の御紹介をさせていただきます。 

 お手元にお配りしております北区区政会議委員名簿の順に名前を読み上げさせてい

ただきます。 

 板坂委員でございます。 

 岩本委員でございます。 

 植松委員でございます。 

 岡田委員でございます。 

 重矢委員でございます。 

 金下委員でございます。 

 兼光委員でございます。 

 岸本委員につきましては、社会福祉協議会での会議に御出席されておりまして、４

時過ぎにお越しいただくということで承っております。 

 続きまして、小玉委員でございます。 

 友田委員でございます。 

 南埜委員でございます。 

 樋口委員でございます。 

 松田委員でございます。 

 三島委員でございます。 

 三野委員でございます。 

 山田委員でございます。 

 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
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ますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、北区選出の市会議員並びに府議会議員ですが、本日市会本会議並びに

府議会本会議のため、御欠席もしくはおくれての御出席になりますので、御承知おき

くださいますようよろしくお願いいたします。 

 次に、北区役所の職員を紹介させていただきます。 

 改めまして、区長の上野でございます。 

 副区長の奥野でございます。 

 総務課長の角野でございます。 

 政策推進課長の髙村でございます。 

 地域課長の木戸でございます。 

 戸籍登録課長の武廣でございます。 

 保険年金課長の森でございます。 

 福祉課長の柴田でございます。 

 生活支援課長の宮部でございます。 

 健康課長の岩崎でございます。 

それでは、次に区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条第１項に基

づき、区政会議の委員はその互選により議長及び副議長を選任するものとすると規定

されておりますので、この会議を主宰する議長、副議長を選任していただきたいと思

いますが、この会議の前に開催いたしました委員事前説明会におきまして、委員の皆

様の意見がまとまりでしたので、その内容を申し上げ、確認させていただきたいと思

います。 

 申し上げます。議長及び副議長の選任については、委員の互選により、議長は山田

委員、副議長は小玉委員を選任するということでよろしいでしょうか。 

（拍手） 

○香山政策推進課長代理 
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 ありがとうございます。 

 では、ただいま議長は山田委員、副議長は小玉委員が委員の互選により選任されま

したので、山田委員、小玉委員は議長席、副議長席に御移動くださいますようお願い

いたします。 

 なお、本日の議事につきましては、今のところ委員定数１６名のうち１５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。 

 それでは、議長、副議長から一言ずつ御挨拶いただき、議事のほうを進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 ただいま議長に選任されました山田でございます。 

 委員の皆さんの御協力のもと、会議を円滑に進めてまいりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○小玉副議長 

 皆さん、こんにちは。ただいま皆様方の推薦によりまして副議長を務めさせていた

だきます小玉でございます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうござ

います。 

○山田議長 

 それでは、議事に入ります。次第に沿って議事を進めてまいりたいと思います。 

 まず初めに、議題の令和２年度北区運営方針（素案）等について、資料の説明をお

願いいたします。 

○髙村政策推進課長 

 私、髙村のほうから説明させていただきます。着席にて失礼いたします。 

 それでは、まず次第のほうをごらんいただきたいと思います。先ほど区長のほうか

らありましたように、今回の議題は来年度の北区運営方針（素案）等についてです。
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素案となってますゆえ、現在作業中ということでして、また年が明けて次の区政会議

のときに案という形でバージョンアップしていくという流れになってます。 

 それで、資料のところに丸で羅列しておりますけれども、こちらをご覧いただきた

いと思います。今回資料１から資料７までございますけれども、今回の御説明で主に

使いますものは１と２と、最後に５の資料を使います。また、本日の一番中心の分で

ある来年度の運営方針の事前送付が少し間に合わず、今回初めてお目通しいただくと

いう運びとなってしまい、申しわけございませんでした。策定スケジュールの都合上、

本来ならもう少し早く送っておくべきでした。 

 それから、資料の３と４、令和元年度の運営方針も参考にお付けしておりますので、

また御意見の参考にしていただけたらなというふうに思います。あとは６が前回の区

政会議でいただいた意見への対応状況、それから最後の７が今回の区政会議に向けて

あらかじめいただきました質問と回答を載せております。このような構成になってお

ります。 

 そしたら１枚めくっていただきまして説明に入らせていただきます。令和２年度運

営方針の素案の本体に入ります前に、何せ細かくいろいろ書いておりますものですか

ら、まず全体構成をつかんでいただきたいと思います。資料１がこの運営方針の全体

構成ということを一目でわかるようにまとめております。 

 左の様式２、これが今回の説明のポイントですけれども、重点的に取り組む主な経

営課題ということになりまして、四つの経営課題、４経営課題、５戦略、９取り組み

と書いてます。本でいいましても章、節、項目というふうにだんだん細くなっていく

んですけれども、右に行くに従って細かくなってるというふうに御理解ください。北

区といたしましては、こういう組み立てで運営方針を立てております。右の様式３に

つきましては、市政改革計画ということで、本庁のほうでオール大阪として取り組む

べき課題で、これまでの改革プランから新しい改革の計画を今策定中でございます。

これが決まりましたら、それに則って区としてどういう取り組みを盛り込んでいくの
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かということを決めるものでございますので、また次回の区政会議で取り上げ、説明

差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ここに書いてある項目はあくまで事務事業概要ではございません。つまり区役所は

いろんな大切な仕事を日々やっておりますけれども、それらを網羅しているというわ

けではなくて、運営方針というのは政策的な観点から特徴的な事業を掲載していると

いうふうに御理解いただきたいと思います。載ってないから重要ではないとかではな

く、こんな事業もあるのになぜ載ってないんだとか、そういうところもあるかと思い

ますけれども、基本こういう政策的な観点から選んでるというふうに御理解いただき

たいと思います。 

 そして、裏をめくっていただきまして、これもご覧になられた方もいるかと思いま

すけど、今どんどん話題になっているＳＤＧｓです。右下に書いてますように、持続

可能な開発目標ということで、国際的な取り組みの約束、目標を決めてやっていこう

じゃないかということで、１７の目標が国連で採択されています。国際的な取り組み

ですから非常に高い大きなものが１から１７まで書いてますけれども、大阪市としま

しても、２０２５年の大阪万博の開催目的として位置づけるということで、基礎自治

体についてもそういう取り組みを落としていこうということで、これから進んでいき

ます。ゆえに、今回の運営方針も、後ほどご覧いただきますけれども、その取り組み

がこのＳＤＧｓのどの番号の取り組みに当てはまるのかということを参考に右上にロ

ゴを載せております。印刷部数の関係上白黒になるんですけど、こういうものに当て

はまるんだなということで見ていただけたらというふうに思います。 

 それらを踏まえまして、資料２をご覧ください。来年度の運営方針（素案）です。

これは全所属の統一様式です。だからうちでしたら令和２年度北区運営方針、よその

所属ですと令和２年度何々局運営方針と、そのように毎年度策定するものですけれど

も、これで素案を書いております。 

 区・局の目標、「住んでよかった！」、「働いてよかった！」、「学んでよかっ
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た！」というところの大きな目標のもと、区と局の使命、それからその下に基本的な

考え方というものをそれぞれ載せております。 

 今回、時間の関係もありまして、先ほど骨組みを見ていただきましたけれども、資

料１でご説明した九つの取り組みを説明したら一番わかりやすいだろうと思いまして、

本日の説明については、中身を拾い上げての説明ではなく、具体的取り組みのほうを

中心にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次、めくっていただきまして４ページをお願いいたします。 

 これが最初の入り口で、まず経営課題１、安全安心なまちづくりとなってます。様

式としましては先ほど申し上げたＳＤＧｓのロゴを右上に載せております。また、左

側に縦書きで計画と書いてます。その中では、上からめざすべき将来像、現状、要因

分析、課題というふうな組み立てになっております。例えばこの安心安全なまちづく

りでしたら防災、防犯、放置自転車という項目でそれぞれデータを挙げながら、ある

いは課題を挙げながらということを書く項目です。これが計画という部分です。 

 下の自己評価の欄は、運営方針について１年間通してどうだったかというのを北区

役所自身で、区長のほうで書く項目なので、今は空白になってます。年度が終わった

ら、ここにどれだけできたか、どういうことがあったかというのを書く欄になってま

す。 

 そして、一つめくっていただきまして、次はめざす成果及び戦略というところです

ね。これが二つ目の大きな項目ですけど、この項目でしたら安全安心なまちづくりに

向けた環境整備ということで、２年から５年後ぐらいの状態をどういう状態に持って

いきたいか、あるいはそれをどんな数字で達成したいかを書いている欄です。ちょっ

と難しい片仮名ですけど、アウトカムというものですね。その横にそれについての戦

略、どんな方向の取り組みをしていくのかというのをそれぞれ書いてます。このもと

で具体的取り組みがあるわけなんですけれども、まず右の具体的取組１－１－１、今

回ですと地域防災の向上ですね。計画のところを見ていただくと、来年度どういうこ
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とをやって目指していくのかということを書いております。当年度の取り組みという

のは令和２年度の取り組み。これは当然、運営方針ってそんなにすぐ大きく、今まで

区がやっていることが劇的に変わるわけではありませんので、今の元年度の運営方針

に基づいていろいろやっていくというのがベースです。例えばここでは出前講座にお

いて、防災の取り組みにおける自助・共助の啓発を実施すると。あるいは実情に応じ

た防災訓練の実施を支援する。あるいは津波避難ビル、防災パートナーに御登録いた

だいている関係機関等と連絡会を開催するなどといったものです。何といいましても、

北区は防災については平成３０年９月に「大阪北区ジシン本」というものを発行しま

して、北区独自の住民向けの防災冊子ということでリーフレットもつくりまして、日

ごろからの防災意識を高めて、災害時の被害の低減につながるような安全安心なまち

づくりを進めることを目的として力を入れております。 

 計画の下にプロセスと書いております。これはその取り組みによってどれぐらいの

指標といいますか、やっぱりやる以上、こういうところまで達成したいなということ

を書いてる部分です。アンケートをとりまして、災害時には自助・共助が重要である

と答えた区民の割合を６０％以上にしたいというふうに考えています。 

 それから、参考に前年度までの実績ということで、どんなことを何回してきたかと

いうことを書いております。 

 これはほかの項目もそうですけれども、下に中間振り返り、自己評価と書いてます。

これも空白になってます。これも令和２年度がスタートしたら、夏ぐらいでどれぐら

い達成してるか、そして年度終わったらどれだけできたかというのを書く欄になって

ますので、今現在は空白になっております。 

 したがいまして、現段階では計画のところだけが埋まってるということになってま

す。 

 それから、下が１－１－２、街頭犯罪の抑止ですね。非常に都市化が密になってる

北区の事情としまして、この街頭犯罪の抑止というところも重要です。とりわけ北区
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の防犯カメラの設置更新を支援するということで、北区では２４区の中でも防犯カメ

ラの数が圧倒的に多くて、８００台以上もついてるというような状況です。それから、

警察、地域と連携した各種キャンペーンを実施するということで、これまでも取り組

んできております。 

 そういうことで、右のほうに行きまして、防犯カメラの設置等が犯罪抑止に効果が

あると答えた区民の割合を８０％以上にしたいというふうに考えております。 

 次の７ページ、もう一つは、具体的取組１－１－３で放置自転車対策です。これも

非常にこの都市化された北区におきましては慢性的な課題といいますか、ずっと力を

入れてきておりまして、自転車施策というのは、基本は撤去と整備は建設局が、それ

から啓発については主に区のほうが行うというすみ分けでやっております。そうした

中で当年度の取り組みのところに書いてますように、地域住民を初め企業や警察等、

建設局等と情報共有を図りながら啓発キャンペーンの実施、あるいは各主要駅に啓発

指導員を配置してますけれども、その効果的な配置に努めて抑止に努めていくという

ことを計画として挙げております。プロセスについては、放置自転車が減少したと感

じる区民の割合を６０％以上にしたいということで、特に大きなビルとか建つ場合に

はそういう附置義務制度もありますので、所管の建設局とも連携しながら、大規模事

業者の施設へ強力な働きかけも行ってまいりたいというふうに考えております。既に

今も働きかけながらいろいろ整備がふえていこうとしている状況です。 

 そして、次の経営課題２ですね、これは福祉分野のほうになります。これも先ほど

と同じように計画のほうではめざすべき将来像、現状、要因分析、課題等々いろいろ

書いております。 

 そんな中で、９ページにある戦略としましては、身近なところで気づき、スムーズ

に相談・支援につなげる地域づくりの推進と挙げております。右の１０ページの具体

的取組２－１－１には、きめ細かい相談・支援サービスの充実とあります。北区では

住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業を本格的に２７年４月から実施しており
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まして、いわゆる地域での生活課題を早期発見し、その課題への支援や専門機関等へ

つなぐ支援体制の構築を行ってるわけなんですけれども、その取り組み内容について

書いております。必要な地域に地域福祉コーディネーターを配置して、個々の生活課

題を発見するという事業ですが、やはり専門性というところが必要ですので、北区内

では５名のＣＳＷ、これはコミュニティソーシャルワーカー、社会福祉士とか介護支

援専門員などの資格を持った専門的な方なんですけれども、そこと連携しながら、い

ろんな課題解決、相談、つなぎというところを行っていく。加えてスクールソーシャ

ルワーカー、これは児童生徒の問題についても保護者や教員と協力しながら問題解決

を図るということも重要ですので、ＳＳＷ、スクールソーシャルワーカーの方の支援、

連携もとりながら、総合的な支援を行っているというのがこの北区がやってる住民主

体の福祉コミュニティづくりです。 

 そういうことで、プロセスのほうでは、やはり相談件数をあげたいということで、

各地域平均１年間で５０件以上ということを目標にしております。 

 それから下、２－１－２、つながり支え合い困っている人を見逃さないしくみづく

り。これはいわゆるなかなか相談に出てこれないとか、見えない部分というところを

なくすという目的があります。具体的には、北区は９割がマンション世帯という状況

がありまして、マンションコミュニティ支援事業ですね。これはもともと防災を切り

口に、学習啓発活動を通じてマンションにアプローチを行いまして、いろんな講座を

したり、高齢者の方にも出てきていただいてみんなでワークショップをしたりしなが

ら、災害時の行動の指針となる防災計画とか防災マニュアルの策定の支援を行うとい

う地域活動支援事業の一つです。そういった機会にしっかり福祉と連携して、把握し

て、相談しやすい、拾い上げやすい体制をつくり、あわせてその相談窓口の周知とい

うことで、必要な人に必要な制度がつながるようニーズの掘り起こしを行いたいとい

うふうに、これは今も取り組んでおりますけれども、さらに充実させていきたいと思

っております。 
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 その下につきましても居場所づくりと書いてます。主体的に取り組んでいる見守り

活動や居場所づくり、これも北区は４エリアに分けて子どもの居場所づくり支援事業

というのをやっておりまして、２年度につきましてもやっていきたい。学校でも家で

もない居場所をつくって、ひきこもりとか不登校の子どもたちに負の連鎖というとこ

ろを断ち切ってもらおうというところ、社会に心を開くきっかけとなるような支援と

いうところを重要と考えておりまして、力を入れてる部分でございます。 

 それから、三つ目に書いてます要援護者名簿の登録につきましても、これもこれま

で整備してまいりまして、引き続きメンテナンスといいますか、しっかりと共有でき

るような体制を維持していきたいというふうに考えておりまして、頑張ってまいりた

いと考えております。 

 以上が福祉分野のところでして、さらにめくっていただきまして１１ページ、１２

ページですね。これは同じ福祉分野の中でも子育ての部分を取り上げて書いてます。

北区も非常に若い若年層の流入というものは大きくて、満遍なく人口がふえてる中で、

当然子育て層の方の流入が非常にふえてるという状況です。そんな中で、めざす戦略、

３－１、子育て環境の充実という戦略のもとで、その下にあります１２ページ、具体

的取組３－１－１、親子の絆づくりと仲間づくり。これはいわゆるＢＰ、ベビープロ

グラムと呼んでるんですけど、今年度から本格実施してます。２から５カ月ぐらいの

乳児、第１子を育てる親と子どもを対象に絆づくりをしてもらうと。あわせて親同士

の横の関係のつながりというところもつくっていただくということで、開催していき

たいというふうに考えております。 

 右のプロセスに書いてますようにプログラムに参加した方のアンケートで、やはり

満足感を持っていただける、肯定的に捉えることができるという方の割合をふやして

いきたいということで考えております。 

 それから、もう一つめくっていただいて１３ページですね。今度は同じく子育て支

援施策の充実という戦略のもとで、下の具体的取組３－２－１、専門職等の配置や連
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携による相談体制の充実強化。やはり何といっても子育てにつきましては相談体制の

充実ということが非常に重要になりまして、これまでも力を入れておりますけれども、

引き続き臨床心理士を配置いたしまして、子育て支援室でメール相談や家庭訪問など

の相談支援を行うということ。あるいはひきこもり等の児童に対して、いろんな機関

と連携しながら支援を行う。それから子育て支援ルームキッキと書いてます。きょう

お気づきの方もいらっしゃると思いますけど、区役所１階にキッキという子育て支援

ルームを開設しておりますので、そこでの相談体制も引き続きやっていきたいという

ふうに考えております。 

 そういうことで、右のほうにありますようにこれはプロセスのところですね。子育

て支援ルームや相談事業等の利用者へのアンケートにつきまして、満足度の割合を高

めていきたいと、８０％以上を維持していきたいというふうに考えております。 

 そして、次が経営課題４、健康長寿の取り組みということで、これは健康分野を載

せております。一つおめくりいただきまして１５、１６ページですね。１５で大きな

健康づくりの推進という戦略のもとで、１６ページに具体的取り組みを書いておりま

す。二つ書いておりますけれども、具体的取組４－１－１、生活習慣病予防等の普及

啓発ということで、これまでもかなり力を入れてやってきておりますがん検診ですね。

受診勧奨、あるいは保健師の活動、それからいろんな窓口と連携した広報ということ

で、やはり受けていただかないと御自身の健康状態というのはわからないということ

で、そこをしっかり啓発していきたいと。あるいはこの１０月に北区健康・食育まつ

りを実施ということで、今年も来る２６日に健康・食育まつりを実施いたします。今

まで別々にやってたんですけれども、合わせた形で、区民カーニバルと並ぶような形

で、大きな事業ということで位置づけてまして、広報紙にも載せております。という

ことで２６日にございますので、よろしくお願いいたします。これは来年度ももちろ

んやっていきたいということで掲載しておりまして、プロセスについては、やはりそ

の参加者を、いかににぎわっていただくかということで、ふやしていきたいというふ
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うに思ってます。 

 それから、具体的取組４－１－２、認知症予防の推進ということで、はつらつ脳活

性化プロジェクト事業ということで、認知症予防の取り組みでございます。これも従

前から非常に力を入れてやってきている部分でして、浸透を目指してるんですけどま

だまだ、浸透し過ぎとかそんなことはありませんので、やっぱり大事な取り組みとい

うことで、引き続きいろんな養成講座の開催ということを中心にやっていきたいと考

えております。 

 ということで、１００歳体操ということもありますので、それも今地域でいろいろ

展開していただいてるというところも引き続きやっていきたいということで、プロセ

スにおきましては、やっぱりそのサポーターの方をふやして新たな開催場所を広げて

いきたいというところを目標に掲げております。 

 以上が、雑駁ですけれども、北区の２年度の運営方針でございます。ちょっと時間

の関係上、具体的取り組みに沿っての説明になりました。 

 それから、最後に資料５、こちらが今回タイムリーになりましたので御報告します。

実は路上喫煙禁止地区ということで、北区におきましては、以前からずっと御堂筋と

中央公会堂の付近までの中之島の東部が指定されていたんですれども、万博を見据え

て、新たな指定地域を拡大する方向で動いておりました。中央区も拡大しましたけれ

ども、動きの中で、これまで検討を重ねてきまして、実は２月の区政会議、この前任

の区政会議のときにこの内容で諮問しますということで御報告申し上げて、今回、答

申が出ました。４のスケジュールに書いてますように、きょう付でこのエリアを市長

名で告示がされまして、９時に報道発表がされております。 

 中身につきましては、ご覧いただいたように右の上の図がわかりやすいんですけれ

ども、四つのエリアを今回指定していきたいということで、すなわちＪＲ大阪駅、縞

で塗っております。これは民地ですので縞で囲っておりますけれども、基本、公道を

指定する、公の道を指定するのが路上喫煙の考え方ですけれども、民地との協定を結
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びまして、大阪駅の部分を指定したいと。そして、次の右に行きまして阪急阪神のと

ころですね。阪急百貨店の回りの道。それから、右の上に行きまして茶屋町のエリア。

それから、その隣の芝田１丁目ということで、大きくこういう四つのエリアに分けて

指定を告示されたということで、これまでずっと区役所と環境局を中心に協議しなが

ら進めてまいりました。今ここまで進みましたので、今ちょうどこの２月１日の過料

徴収、すなわち違反したら１，０００円が取られるわけなんですけど、その施行に向

けまして、今後、路面シートとか看板とか啓発方法とか、いろんな細かい点を今ちょ

うど詰めているところでして、スムーズに施行できるようにやっていきたいというふ

うに考えております。区の大きな状況の報告ということで、この場で説明させていた

だきました。 

 ありがとうございます。私からの説明は以上でございます。 

○山田議長 

 ありがとうございます。 

 若干、時間がございますので、各テーマに入る前に、今の説明について、何か御質

問などありませんか。なければテーマごとに進めてまいりたいと思います。 

 ないようでございますので、それでは委員の皆さんの意見を聞いてまいりたいと思

いますが、議長として二つほどお願いしておきます。先ほども事前連絡会でお話が出

ましたが、これから意見を皆さんに聞いてまいりますが、その意見に対して、あちら

に控えておられます区長以下、各担当課長にお答えいただくわけでございますが、そ

の都度、議長を通して質問、お答え、このようにやっていただきたいと思います。こ

れは時間の問題など、いろんなことがございますので、この１点をよろしく守ってい

ただきたいと思います。 

 もう一つは、テーマによっては結論が出ないテーマがございます。それも時間の関

係でいつまでも続けると、いわゆる問答のようになって次に進めないので、そのよう

な場合は議論が途中であっても私のほうで打ち切らせていただきますので、その委員
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と担当の課長で、後ほど終わってからお話ししていただくか、後日対応していただく

ということにしたいと思いますので、この２点お守り願いたいと思います。 

 では、本日受付で意見を述べられる項目を区役所に確認していただいておりますの

で、できる限り御希望のテーマで意見を述べていただけるよう進めてまいりたいと思

います。 

 また、できるだけ多くの方の御意見をお聞きしたいと思っておりますので、円滑な

議事進行に御協力をお願いいたします。こちらとしましては基本的には出席されてい

る委員全員の方に意見をいただきたいと思っております。 

 では、最初にテーマの１、防災・防犯につきまして御意見を頂戴したいと思います。

先ほど事前連絡会でございましたように意見をされる内容に関する資料の番号とペー

ジ番号をおっしゃってから意見をお願いします。 

 また、これも先ほど事前連絡会でありましたように、課長が説明した内容に合わな

い場合でも、それは結構ですから、意見はそのまま自分の意見としておっしゃっても

らったら結構かと思います。 

 では、何かこちらのテーマにつきまして挙手でひとつ、ございましたら。なければ

御指名させていただきます。ないようですので、それでは最初のテーマ、防災・防犯

について、三島委員、ひとつお願いします。 

○三島委員 

 すみません、三島です。 

 防犯のほうでお願いしたいんですけど、１－１－２の件で、防犯カメラの件につい

てです。１９連合全体では７００台ぐらいあるとかお聞きしてるんですけれども、こ

れに関して、将来的に防犯カメラは耐久年数を迎えるときが来ると思います。今後そ

ういうときにはどのような形で区役所は考えられてるのか、教えてほしいんですけれ

ども。 

○山田議長 
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 それでは、地域課長、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。よろしくお願いいたします。 

 防犯カメラの件で三島委員から御質問いただきましたが、防犯カメラは機械物とい

うことで耐用年数等により、故障等も発生するかと思いますので、その際はまた更新

等、新たな機種で更新を考えていきたいとは思っております。 

○山田議長 

 髙村課長どうぞ。 

○髙村政策推進課長 

 予算の点からは単年度ごとの検討になりますけれども、可能な限り措置していきた

いと考えております。 

○三島委員 

 わかりました。予算のことなので余り深く聞くのはちょっとどうかと思いますので、

このぐらいにしときます。 

 それともう一つ、１－１－３ですかね、放置自転車対策についてです。私は２年ほ

ど前にもこのことでいろいろお聞きしてあるんですけれども、そのころから余り進化

してないように感じるんです。毎年同じような感じで進められてるのか、どういう形

で、進化というか、改善されてるというのが全然見えてこないと思うんですけれども、

どう思われますか。よろしくお願いします。 

○山田議長 

 これは地域課長ですか。 

○木戸地域課長 

 はい。放置自転車対策については、いろいろと講じてるけれども、見た目には全然

変わらないとの御意見だと思うんですが、建設局とか警察署といろいろ連携しながら

も取り組んではいるんですけれども、やはり北区は、タワーマンションの建築等々で



18 

人口がかなり増えてきてることも放置自転車が減らない要因の一つかなというふうに

も考えております。啓発指導員の配置も区の予算でやっておりますが、もしそういっ

た放置自転車、まだまだ減らないような場所があれば、啓発指導員の適切な配置も考

えながら、今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○山田議長 

 三島委員どうぞ。 

○三島委員 

 それはわかってるんですけどね。だから毎年同じようなことをされてて、発展がな

いと。やっぱり予算つけてるのでね。来年も予算つけられると思うんですけれども、

だからことし、来年とかいうより、毎年どういうふうに進んでるのか、どのように改

善されたのかというのが、そういうものがわかったら教えてほしいんです。やっぱり

そういうものを、区のお金を使ってるのですから、目に見えたものが必要じゃないか

と私は思うんです。来年の予算があるのでよろしくお願いします。 

○山田議長 

 上野区長どうぞ。 

○上野区長 

 はい。放置自転車の件、私も大きな問題意識持っております。おっしゃるように抜

本的なものは駐輪場をたくさんつくることだと思っておりますが、それもなかなか難

しい。そして、もう一つの大きな効果があるのは撤去ですね。撤去の回数をふやすこ

と。これも予算の面で難しいところあります。もう一つ、最近、注目したところがあ

るのですが、大規模店舗などの附置義務の駐輪場です。そこが意外に空いていること

がわかりまして、なぜそこに駐輪しないのかを調べてみたいと思っています。使い勝

手が悪いということもあるのだろうと思います。まずは、今ある駐輪場を使用してい

るかどうかというところを調査して、現状をしっかり把握してから戦略的な提案が次

回できるように取り組んでまいりたいと思います。 
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○山田議長 

 はい、植松委員どうぞ。 

○植松委員 

 前回も質問させていただいてたんですけれども、駐輪場の問題について。例えば私

のところでは地域で駐輪場を運営しておりますけれども、夜中満杯にならないんです。

ところが、いっぱい置いてある。あっても入れないんですね。まして入ってる中で、

もう何カ月も置きっぱなしというのがあるんです。これは多分盗まれてきた自転車じ

ゃないかと思ってます。私いつも朝５時半ごろ自転車で通るところがあるんですが、

大阪駅のガードの下とかいろんなところにある駐輪場が、朝の５時半から七、八割埋

まってるんですよ。ということは、置きっぱなしの自転車が多い。実際、前に調べて

くれと言ったんですけど、駐輪場をいっぱいつくっておられるけれども、その中で置

きっぱなしの自転車がどれぐらいあるのか。それに対する対策はどうしてるのかとい

うことを言うたことがあるんですが、基本的には自転車が盗まれやす過ぎるんです。

それで、自転車を盗まれない対策をもっと自転車業界とか周りを巻き込んでやってい

かないとだめだと思うんです。実際リネンタグといって各企業やホテルでも制服にＩ

Ｃタグをつけて、どれがどこにあるかを全部一括で監視できる装置を持ってるんです

けれども、そういうものを自転車で活用できないのかというのを自転車業界、あるい

は防犯協会全部通じてもっと徹底的にやってもらって、自転車を盗まれないようにす

ることが一番自転車の解決に近づくんじゃないかなと思っております。 

 以上です。 

○山田議長 

 私も長年これにかかわってきましたので、議長としてではなく区民として発言、経

過を申し上げます。 

 駐輪場施策に関しましては、平松市長時代に、中央区で４，０００台、北区で３，

０００台分を実施したんです。これは市の予算でやってもらったんです。今もあるよ
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うに幹線は全部それでやったわけです。今でも市の予算で少しずつ幹線といいますか

大事なところはやっていってるんです。それ以外はいわゆるまちづくりの中でやって

るところもあります。それプラス有料ボランティアというのを使って、これは区の地

域課でやってもらってるんですけれども啓発です。これは有料ボランティアですから、

丸々雇用というのはできないので、一日２時間と決まっていれば、２時間やってもら

うと。そういうかたちでここまで来たわけです。 

 もう１点大変なのは、まず市には工営所があって、今ここの場合は福島区野田工営

所かな。そういう工営所が、警察と区と三位一体になって、駐輪の撤去を定期的に行

っています。例えば三島さんところの梅田東、うちの曽根崎などのまちの人が中心に

なってやっておるんです。それでも路上駐輪が多いということですから、これからは

地味やけれども、さっき区長が言ったようにもうちょっと撤去していこう、どことコ

ラボしたら駐輪が減るかというのをやっていただきたいと。これは長い歴史なんです。

これでも駐輪場をたくさんつくって、やっときれいになったところです。 

 それでは、時間の関係で次に進みたいと思いますが、実はまだ防犯・防災について

の御意見聞きたいんですけれども、本日樋口委員が４時に所用があって退席されると

のことですので、テーマの２の子育てと教育になりますが、樋口委員お願いしたいと

思います。 

○樋口委員 

 勝手申しまして申しわけございません。 

 １１ページの児童の増加のところですね、実際に保育、医療の問題のほうからです。

保育所に預けるお子さんの中で、医療にかかわる配慮を必要とする場合、たとえば障

がいがあったり手間のかかるお子さんに関しては、主治医がどういう手間がかかるの

でという意見書を出しております。区と保育所と主治医の三者が連携をとってその子

たちを保育しましょうということですね。たしかに、実際に病気があるお子さんとか

支援を必要とするお子さんはたくさんいらっしゃるんです。しかし、意見書を有料で
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出している中で、どういう子がその意見書を出さないといけないのかという問題があ

ります。低出生体重児、２，５００未満で生まれた方や、ちょっとした早産ですね、

その方たちも一応対象に入ってるんですが、保育所に預ける時点では別に何ら異常が

ない場合もあります。だから主治医もずっとフォローしてるわけでなく、風邪をひい

たときぐらいしか見てない。そういう子どもさんでもその意見書が要りますかという

ことで、主治医としたら、もうあんた元気なんやからこの基準には当たらないから書

かんでいいんと違うと言ってお母さんを帰す。そうすると、今度は区によってそのと

きの対応が違った。何例かそういった事例あるんですね。実際に意見書については費

用も発生しますので、自費で見てもらってるのに、出したのに必要なかった、そうい

うこともあります。だから、北区さんでどういうふうな対応されてるのか。保育の実

施についての書類について統一したことをはっきりしてほしい。もしわからなかった

らその区その区が全部大阪市のほうに聞いていただくと。本当は大阪市のほうがその

辺きっちりと基準を設けないといけないんですが、区によって対応が違うというのが

一番困る点ですので、その辺を北区のほうでよろしくお願いしたいのが１点。 

 それと、同じような感じでアレルギーの生活管理指導表もことしからまた改定にな

りまして、いろんな書くところが変わってしまったんですね。それで、その点につい

ても、主治医のほうはすごく書きづらくなったということもあります。アレルギーと

かに関しては親御さんのほうも非常に敏感になられてまして、一応アナフィラキシー

があるとかそういう怖いこともたくさんありますけれども、かなり離乳とかに関しま

してもアレルギーに対して非常に敏感になっておられて、昔と違って卵なんかなかな

か食べさせてもらえないと。あんないい食品をなかなか食べない。だから余計に初め

て食べたときにアレルギーがひどく出るという、そういう指導というんですかね、そ

ういう観念を、母子手帳を発行して、赤ちゃんがおなかにいるときからちゃんともっ

ともっと徹底してしていただかないと、ますますアレルギーがふえていくと、そうい

うことを懸念しております。ですから北区さんとしての対応、その辺をよろしくお願
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いしたいかなと思っております。 

○山田議長 

 これは福祉課長ですか。 

○柴田福祉課長 

 福祉課長の柴田です。 

 保育所の入所に関して私どものほうで担当させていただいております。保育の入所

申し込みに当たっての医療的な配慮の必要性につきましては、入所の可否そのものと

いいますよりも、実際に入所された後の保育を円滑に進める上で、さまざまな疾病に

ついて、大阪市の申し込み書類一式の中に一つ共通の書式というのがございます。た

だ、一定のことがそこでは書けるわけですけれども、さらに必要であれば、より詳細

な診断書等も含めていただいてくださいという形になっております。その際、個々の

区によっての取り扱いの違いというのが、私ども自分の区のことしかちょっとわから

ないので、問題の所在が十分把握できてはいないんですけれども、そこはベーシック

なところで、通常、保育のいろんな例の中で一定の配慮さえすれば何ら保育に支障が

ないという部分については、どこともそんなに課題にはならないかとは思うんですけ

れども、時々やはり受け入れ側の保育所にきっちりと事前に情報を伝えなければ、い

ざ来てもらってからその体制が整っておりませんという、そういうケースなどもあっ

たりしますので、そういった場合には診断書をお願いしてるという形になっておりま

す。ただ、障がいをお持ちのお子さん等につきましては、これは見込み数といいまし

ょうか、新年度、大体およそ何人ぐらいの方の受け入れが必要かということを、これ

は公立保育所と民間保育所の両方について、受け入れ可能数とあわせて事前にこども

青少年局のほうで把握するような形になっております。ですので、ちょっとお答えに

なったかわかりませんけれども、一つは共通の書式に基づく取り組みというのがまず

はベースであるということでございます。 

○山田議長 
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 健康課長どうぞ。 

○岩崎健康課長 

 健康課長の岩崎です。 

 アレルギー食物のほうの関係なんですが、もちろん母子手帳を交付させていただく

ときに、アレルギー食物だけではないですが、いろいろなことについて保健師などか

ら指導はさせてもらっております。それ以降、妊婦教室でありますとか、生まれてか

らの乳幼児健診等におきましても、栄養士から、アレルギーそのものについて焦点を

絞った話ではないですけれども、赤ちゃんへの食事の問題とかそういったことの啓発

もさせていただいております。あわせて個別にアレルギーの問題とか個別の御相談あ

るようでしたら、私ども保健師、栄養士、御相談に乗らせていただきたいと思ってお

りますので、引き続きそういう要請がありましたら対応させていただきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○山田議長 

 ありがとうございます。 

 樋口委員どうぞ。 

○樋口委員 

 ありがとうございました。特にアレルギーのほうの問題につきましたら、やっぱり

ネット社会になりましてお母さん方がアレルギーだけでなしに子育て全体を余りにも

ネットとかそういうことで、そちらを過信し過ぎて、私たちが一生懸命言っても、私

たちの言うことは信じないでネットのほうを信じるというか、そういう傾向にある。

これは社会全体の問題でございますので、これはアレルギーだけのことではなしに、

正しい知識というのかそういうのを啓発していかないといけないというのは思ってお

ります。これは北区だけの問題ではなしにということでの御提案でございます。よろ

しくお願いします。 
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○山田議長 

 これでよろしいですか。 

○樋口委員 

 はい、ありがとうございます。 

○山田議長 

 それでは、元に戻してテーマの１、防災・防犯、松田委員、お願いしたいと思いま

す。 

○松田委員 

 松田と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 １－１－１なんですけれども、中期的に地域防災計画を７件作成するとなっていま

すけれども、今現在何地域ぐらいで作成されているかということと、地域の防災訓練

の件数が平成３０年度で１４件。逆に平成２９年度には１６件ですか。２回ほど減っ

てるわけですね。その減った原因というのもどういうところに原因があるかなという

ことをちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 それでは、木戸地域課長、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。よろしくお願い申し上げます。 

 地域防災計画の策定件数ということで、現在８件ということでございます。 

○谷山係長 

 北区役所防災担当の谷山と申します。いつもお世話になってます。 

 今現在８地域完成してるところでございまして、残りも今年度中には進めていこう

というふうに考えてます。 

 あと、防災訓練なんですけれども、毎年まず実施するかどうか、地域の中での話し

合いに委ねてる部分がございまして、年によっては一、二件、昨年度実施したけど今
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年度はしないとかいう場合があります。地域によっては、例えば会館の増築の関係で

今年はやめておこうかとか、地域事情であったりなかったりとかいうのもありますの

で、防災訓練の実施件数自体は年によって異なるところがあるんですけれども、私ど

も担当といたしましては１９地域全てやっていただきたいという思いがあるので、毎

年積極的に働きかけは行いたいなと思ってますので、また御協力よろしくお願いしま

す。ありがとうございます。 

○山田議長 

 どうぞ。 

○松田委員 

 それでしたら、地域防災計画の住民の方に対しての情報共有はどういう形でなされ

てるんですかね。 

○谷山係長 

 それも地域によって異なるところがございまして、例えば全地域住民に概要版を配

付してる地域もあれば、自主防災組織の皆様でまずは持っておくと。いざとなればこ

れを使ってするというふうにされてる地域もありますので、そのあたりは地域性が出

てることにはなってます。北区の地域防災計画は特にそうなんですけれども、やはり

いざ災害起きたときに各人がどういうふうに動いて災害対応するかという主に役割分

担に重きを置いてつくってるというのがありますので、どちらかというと避難所運営

する側の方の計画というふうになってますので、全地域住民に配るというものではな

い部分があるというのが正直ございます。 

○山田議長 

 どうぞ。 

○松田委員 

 それに関連するんですけれども、先ほどマスコミをよくにぎわせてましたホームレ

スの方を避難所では受け入れられないとかいう話が出てます。避難所開設というのは
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基本的にはどういうときに避難所の開設があるんですかね。 

○山田議長 

 木戸課長、どうですか。 

○木戸地域課長 

 避難所の開設基準というのが特にはないんですけれども、北区の場合、台風接近に

よる避難所を開けるか開けないかというのは区長判断ということで危機管理室から指

示がございます。今月の大きな台風１９号があった際にも、北区としては避難所の開

設はしなかったんですが、その基準というか考え方といたしましては、大阪府下に風

速３０メートル以上の暴風が吹くおそれがある場合ですね、こういった場合は災害モ

ード宣言というのが発令されまして、皆さんに災害時モードに行動を切り替えてくだ

さいという宣言があるんです。その災害モード宣言が発令されるのが、風速３０メー

トル以上の風が吹くおそれがある場合ということで、北区もそれに準じて判断をして

避難所を開設しなかったということでございます。今後も、開ける開けないはケース

バイケースもあろうかと思いますが、台風の場合は予想される最大風速の数字を見な

がら判断していきたいというふうに考えております。 

○山田議長 

 松田委員、よろしいですか。 

○松田委員 

 先ほども言いましたように、避難所に避難する場合、あくまでも区民だけですか。

それとも、それ以外の方もいいということですかね。例えば地震なんかの場合やった

ら、帰れないというような状況が起こりますわね。その場合に、他の地域の方、家へ

帰れないので避難所に一時的に避難するということになると思うんですけれども、そ

の場合でも避難する場合はあくまでも全員受け入れていただけるということですかね。 

○木戸地域課長 

 地域課長木戸でございます。 
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 避難に来られた方に対して帰ってくれというふうにはいかないと思いますので、や

はり受け入れるべきと考えております。ただ、避難所のキャパの関係もありますし、

様々な状況で判断していく必要があるのかなと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

○山田議長 

 よろしいですか。 

 それでは、次に友田委員、お願いします。 

○友田委員 

 友田でございます。よろしくお願いいたします。 

 地震に対する対策は皆さん「ジシン本」を読まれたり、講演などでお聞きになった

りして大体行き渡ってるように思います。しかし、危険な場所に挙がっている淀川で

すね。淀川の堤防が決壊したらと思うと、私たち物すごく不安に思っております。淀

川の止水対策、それから避難場所を、行政はもっと私たちに示してほしい。どうお思

いでしょうか。 

○山田議長 

 木戸課長ばかりですが、お願いします。 

○木戸地域課長 

 今回の台風１９号、全国的に非常に多くの河川氾濫が起きておりますということで、

水の怖さを改めて思い知らされたような感じではございますが、果たして本当に淀川

大丈夫なのかということを、恐らく多くの区民の方は思っておられると思います。枚

方に基準点というのがございまして、そこの基準点で平常時においては、これはマイ

ナス３．６メートル、要はいわゆる河川敷をゼロメートルというふうに考えていただ

いて、普通は何もなければマイナス３．６メートルのところに水位があるということ

でございます。ちなみに前回の台風１９号のときに水位がどれぐらい上がったかとい

うことで、マイナス２．６メートルと。関西のほうは直撃がなかったので大きな被害



28 

がなかったんですが、マイナス２．６ということで、１メートルの水位が上がったと

いうことでございます。過去でいうと、平成２５年に京都の桂川が氾濫し、嵐山が水

浸しになった台風を覚えておられると思うんですが、あのときがこれまでに一番雨が

降り、水位が上がったということで、そのときの水位が最大４．５メートルにまで達

したということになっております。５．４メートルを超えますとレベル３ということ

で高齢者等の避難を発令されると。５．５メートルを超えたらレベル４ということで

全員避難命令が出るということでございますので、過去の最大の水位でもまだ避難命

令は出ない状態であるということでございます。 

 そういうことで、昨今淀川の護岸整備もかなり進んでおりまして、淀川左岸の工事

においても堤防の強化がかなり進められております。洪水に対する備えは進んでいる

ものと考えておりますけれども、地域課としましては想定外の災害の危険性を認識し

ていまして、ハザードマップや防災マップ等により災害への備えを今後も啓発してま

いり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。 

○山田議長 

 友田委員、よろしいですか。 

 河川については府だけのレベルでなしに国のレベルで淀川左岸という組合があって、

絶えず治水ということをやってますので、今課長が言われたとおり連携したらまあま

あいけるんじゃないかと思いますけれども。 

 それでは、板坂委員、お願いします。 

○板坂委員 

 今の避難場所ということでの疑問に思ったことがあって聞きたいことがあるんです

けれども、大阪駅前のグランフロントが水害とかのときに避難ビルに指定されてるか

と思うんです。ただ、去年、北摂のほうで大雨が降った時間帯が、グランフロントが

営業する前の時間だったんです。電車も止まってしまい、大阪駅に人があふれて、み

んなどこへ行っていいかわからないような状態になったというのを見たんです。たま
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たまそのときは大雨だったので、今言われるような基準に達してなくて避難場所の開

設とかというのは一切なかったと思うんですけれども、避難ビルに指定されていても

営業前で開いていないという状況で、もしももっと大きな災害が来た場合に、その時

間帯の避難場所の対策ってされてるんですか。 

○山田議長 

 では、これは上野区長、お願いできますか。 

○上野区長 

 ありがとうございます。今のお話、帰宅困難者対策協議会というところがございま

して、約１００の企業さんが加盟していただいている協議会があります。そこに区役

所も参画しているのですが、おっしゃるとおり、例えば津波避難ビルは、受け入れ可

能な時間とビルの中でこの場所なら大丈夫という場所を登録いただいています。残念

ながら、２４時間どこの場所でも受け入れ可能という条件を付けたとしたら登録して

いただくのは困難になります。守衛さんなどが２４時間おられる企業さんもあるかも

しれませんが、今は、警備が機械対応の企業さんも多いですね。そのあたりは、協議

会の中でも各企業がどういうふうに準備していくかということを検討中ですが、対応

の基本計画はできたところです。これから、実際に具体的な動きを考えていくという

段階です。特に大阪梅田地域は広いので、その中で幾つかの連絡拠点を設けています。

去年はその運営訓練が、西梅田でありました。私から見ても対策のスピードが少し遅

いと思っていますので、今おっしゃってくださった企業の方々がいないとき、朝早く

や夜遅いときとか、その時の運営をどうしていくか、どこが何をできるか。大災害が

起こったとき、北区役所は区民のみなさんに対しての対策に注力しなといけないこと

を企業のみなさんに明言して、駅周辺は、企業さんで対応していただかなくてはいけ

ないということを申し上げて、協議をしているところです。企業さんに、２４時間、

どこでも逃げ込めるようにしてくださいというのは、なかなかできないというのが現

実ですが、さらに、協議を進めていきたいと思います。ありがとうございます。 
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○山田議長 

 それでよろしいですか。 

○板坂委員 

 結構です。質問したかったこともあるんですけどいいですか。先ほどの質問は防災

の話を聞いてて質問したかったことなので。 

 最初に違法駐輪のことで、天満駅前の通路のことなんですけれども、天満駅前の通

路には工事現場に置いてるような三角コーンが置いてあって、駐輪ができないように

仕切ってあると思うんです。現実的には前に自転車がとめてあったときとさほど幅と

かは変わらないかもしれないんですが、今は商店街が自転車に乗った状態で走行が禁

止になってるので、皆さんあそこを押して通ってらっしゃいます。そして前からベビ

ーカーが来ると、あの幅だとすれ違うのが大変で、もしかしたら乗ったままそこへ入

っていらっしゃる方もいらっしゃるので、赤ちゃんをベビーカーで押して２歳ぐらい

のお子さんの手をつないで歩いてらっしゃるお母さんとかがいらっしゃったときに、

すごく危ないというふうに常々感じていますが、あのコーンをどけて駐輪禁止を啓発

することはできないんでしょうか。例えば天六なんかだと、２０１４年に子どもたち

が描いた絵を下に張って、駐輪の啓発をしてますよね。ああいうことをしてあのコー

ンをどけることはできないんですか。 

○山田議長 

 担当課長の前にちょっと言いますと、それもう１０年以上やってるんですわ。その

場所はＪＲの敷地で、なかなか難しい。だけどそれは私個人の意見ですので、担当は

地域課長でよろしいですか。 

○木戸地域課長 

 地域課長木戸でございます。 

 天満駅の北側の通路ですか。 

○板坂委員 
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 ダイコク薬局とマクドナルドのほうですね。 

○木戸地域課長 

 北側ですね。あそこは恐らくＪＲの敷地だと思いますので、なかなか行政がどうこ

う言うても、これは努力義務でお願いするしかないかなと思っております。市の建設

局が行って撤去するという、そんな話ではないんですね。大阪市の土地であればでき

るんですけど、民地なので、その辺は調整させていただくなり、ちょっと検討させて

いただいていいですか。ただ、コーンを取り除いてしまうと自転車が放置されてしま

すおそれもある。 

○板坂委員 

 ですよね。だからそれをさせないための何か対策がないのかなと。 

○上野区長 

 考えます。 

○木戸地域課長 

 すみません、申しわけありません。答えになってませんが。 

○山田議長 

 これは、三島委員が詳しいので。三島委員、経過など参考にお願いします。 

○三島委員 

 今下に絵を張るとかおっしゃってますが、効くところと効かないところがあるんで

すわ。やっぱり張ったら効くところと、張っても置く人もおるし、それは場所的な要

素はあるんですけどね。自転車関連は、この１０年以上やってますけど、難しいです。

その一言しか言えません。すみません。 

○山田議長 

 ありがとうございました。それでは、それで次に行きたいと思います。 

 これでテーマ１終わりまして、テーマ２に移りたいと思います。 

 それでは、テーマ２、福祉・子育て・教育につきまして御意見を頂戴したいと思い
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ますが、先ほどと同じように資料番号とページ番号をできるだけ示しながら意見をお

願いしたいと思います。 

 最初に岡田委員、お願いします。岡田委員は前回までは副議長として活躍していた

だいたんですけれども、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○岡田委員 

 岡田です。よろしくお願いします。 

 経営課題の３の戦略３－２－１です。福祉課の体制づくりはすごく市の中でも目を

みはるものがあるなというのは課に行かせていただいても思うところです。前回別の

会議でさせていただいたんですが、その体制の中でどうやって私たちは現場でかかわ

る人間としてどのように深めていったらいいかというのを考えながら活動していかな

きゃいけないなと今思っているところなんです。今子育て中の親子に対して、小学校、

中学校というのは結構ケアの体制づくりができてるかと思うんですが、中学校を卒業

してしまった後というところがすごく手薄になってしまうかなと。今すごく学校とス

クールソーシャルワーカーさん、地域、子育て支援室がすごくいい体制づくりができ

ていて、私も一つ投げかけると支援体制がすぐにできると、情報共有ができるなとい

うのがすごく体感してるところなんですが、そういう子どもたちが高校生になってい

ったとき、またはその先もなんですが、どのように支援、見守りをというところを、

今後見据えていかなきゃいけないのかなと思っているところなんです。今現実に子ど

もたちにかかわっていると、悩み事を言えなかった子たちが言えるようになってくる

というのは、１０年後その子たちが大人になったときに早めのＳＯＳを出せる母親に

なれるかなと思いながら見てるところなので、５年、１０年たつとまた全然違う、も

っといい環境がつくられるんではないかなと。今のやっている施策は今だけじゃなく

てこの先すごく大きな効果を出すんじゃないかなと思ってるところなんですが、現時

点の中学生がこの先、近々に行ったときのケアの体制を考えていただけたらなと思う

んですが、いかがでしょうか。 
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○山田議長 

 これは福祉課ですね。お願いします。 

○柴田福祉課長 

 福祉課柴田です。ありがとうございます。 

 確かに中学校まではそれまでの保育所以来、小学校、中学校と、そういった機関と

区、そしてまた地域の皆さんとの連携というものが本当に皆さんのお力によってでき

上がってきてるところなんですけれども、確かに中学校卒業後ということは、結局そ

の連携先の機関、高校なりそれ以外のところというのは広域化もしますし、日常的な

つながりというのは確かにないといいましょうか持ててない現状であります。だから

ある意味、高校の年代というか中学校出た年代の人が初めてそこからいろんな課題が

出てきたときというのは非常に難しいわけなんですが、裏返していえば、それまでの

間につながりをつくっておくと。いろんな事情で課題を抱えている場合でも、早い時

期から、保育所なり小学校、中学校の時期から関係をつくっている場合には、中学校

を出てからもいろんなつながりが生かされてくるなとは思っております。ですので、

直接ピンポイントに中学校出た後の人たちの課題というのは、確かに子育て支援とい

う枠の中では不十分かもしれません。青少年の育成という別の切り口なのか、あるい

はちょっとまた別の違った切り口なのか、今の子育ての枠の中からだけでは確かに弱

いところだなと思っております。 

 あわせて、実は私ども子育ての関係では児童虐待防止とかもやってるんですけれど

も、例えば中学校を出た年代の１０代の女の子たちが、そこで妊娠したようなケース

です。そういった場合、児童虐待などのリスクが非常に高いという数字が全国的にあ

がっております。そういった場合に、もし妊娠・出産ということになれば、今度は私

ども児童福祉法に基づくいろんな要保護要支援の仕組みの中で、特定妊婦という形で

支援していく仕組みというのはあるわけなんですけれども、そこに至らない、そこま

でに至らないけれどもいろいろ課題があってという部分については確かに手薄である
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なというのは認識しておりまして、福祉課だけといいますよりも、もう少し広い視野

で今後考えていかなければならないなと考えております。 

○山田議長 

 よろしいですか。ありがとうございました。 

 それでは次に、金下委員、お願いします。 

○金下委員 

 こんにちは。金下といいます。よろしくお願いします。 

 私は２年前から参加させていただいて、また気持ちを新たにかかわらせていただい

てるんですけれども、きょう意見をさせていただきたいのは教育環境支援のところ、

資料の２のところでは資料出てなかったかなと思うんですけど、関係するところは３

－４－１、それから防災の対策事業で「ジシン本」の出前授業に関するところの１－

１－１、学校教育という視点からお話をさせていただきたいと思います。 

 その前に、きょう初めの説明があったときに、区の事業の中でＳＤＧｓの取り組み

の中で何が対応しているのかということをわかるように示し始めましたということを

おっしゃっていたのがとてもいいことだなと思いました。昨年度ですかね、大阪市の

ほうでもＳＤＧｓについての取り組みを、いろんな形で公表はされてるんですけれど

も、区の取り組みがどこに当たるような整理をされてるのかなというのが、市全体で、

それから世界からの問題の視点で地域の問題をどういうふうに取り組んでいくのかと

いうことを、生活者として自分たちの目の前の問題、これは世界の問題ともつながっ

ているんだというふうなことに気づくことができる一つの切り口かなというふうに思

ってますので、区での取り組みをこういう形でもつなげるというふうな、見え方をす

るということは、私はこういう持続可能な地域づくりのための教育というのに取り組

んできてますので、いいことだなと思いました。 

 それとも関連した感じで来年度以降の経営課題も見せていただいたんですけれども、

「ジシン本」を活用した出前講座についてです。私は地域やいろんな団体に向けての
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出前講座のお手伝いもする立場にあるんですけれども、近々ＰＴＡの方々の講座にも

出向かせていただきます。そういう生涯学習的な立場からの出前講座の生かし方、そ

れから、それの数をふやしていくというのが多分来年度、パートナーシップでコミュ

ニティビジネスも絡めながら進めていくという方向性があるとは思うんです。その先

に、例えば学校教育とどうコミットしていくかというところ、それをそろそろ事業と

して明確に立ち上げるということは、すぐには無理だと思いますが、それを見越した

やりよう、事業の立てる準備を、もうそろそろ出前講座の数や担い手というのが少し

ずつ見えてきてると思いますので、来年度の重点事業になるのかどうかはまだわから

ないと思うんですけれども、準備段階として取り組んでいかれるということも考えて

いただければなと思いました。そういう意見です。 

○山田議長 

 「ジシン本」を中心に、関連してるということですか。 

○金下委員 

 「ジシン本」をどんどん広めていくということに取り組んでいかれてると思うので、

それをいろんな形で教育の場面で生かしていく。今生涯学習の部分とか地域活動の部

分で一生懸命やっておられると思うので、それが学校教育の部分でも何か接点ができ

たりプログラムができたりするような準備をしていかれたらどうかという意見です。 

○山田議長 

 これは区長お願いします。 

○上野区長 

 ありがとうございます。 

 現状を申し上げますと、５つの中学では土曜授業などの授業で１年に一回はしてい

ただくようにお願いしています。その中でもトップランナーの中学は、中学生で防災

組織をつくるというようなところも出てきています。今おっしゃってくださったのが

土曜授業ですが、防災授業という形で普段の授業のカリキュラムの中に入れるという
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ことも御提案をいただいたのかなと思いました。そのほか、以前、防災講演会の講師

のご提案では、数学の中にも防災教育を入れてみたり、いろんな授業や暮らしの中に

「ジシン本」だけではない防災を盛り込むのが一番の教育だよと言っていただいたこ

とがあります。そこまでの防災教育を考えていくようにとの委員のご意見と理解した

のですが、それで趣旨は合っていますでしょうか。 

○金下委員 

 はい。教育の現場で生かしていくというのは、ほかの授業でもそうだと思うんです

けれども、やはり例えば学校の中で先生にやってくださいというふうに丸々何かのキ

ットを丸投げするのでは失敗してると、なかなか定着しないというのは経験的に何十

年の経験で防災に限らずあると思うんです。それを、今区長がおっしゃったようなこ

の切り口で、例えば社会科のこういうところの切り口でとか、先生たちもなじめるよ

うなコーディネートしていくということも一つですし、そこにかかわるのは担い手が、

発信元が先生である必要は基本ないですよね。パートナーシップで進めていく、ある

意味アウトソーシングする、それを教育の手法でできる担い手の輪をつくっていく。

でも、その前に先生たちがそこに賛同しないと、やっぱりなかなか入っていけないと

いうところがあるので、教科のどこそこというふうなところで持っていく、それは先

生方のほうに発信していくというふうなことが大きいかなと思うので、どういう部分

からのやりようが北区らしい防災教育になっていくのかなというふうなことの検討を

やっていけたらなというふうに思います。 

○山田議長 

 これは余りにも複雑というか難しいハードルがあるので、これ時間の関係もありま

すので、もう少し突っ込んで、踏み込んでという場合は、事後に区役所とお話しくだ

さい。 

○山田議長 

 はい、次に南埜委員どうぞ。 
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○南埜委員 

 今金下委員さんからのお話の中でちらっとＰＴＡというのが出ましたが、私も長い

間ＰＴＡも何十年いろいろかかわらせていただいた中で、いろんな委員会がございま

す。例えば、成人委員会とかというのは、延々といまだに社会見学とかやってること

に私疑問がありまして、そういうところや学校、ＰＴＡに働きかけるのがいいのでは

ないかと思いました。例えばＰＴＡの委員会さんの中で「ジシン本」を活用して、区

役所から出前講座をいたしますと。それで子どもの安全に関して何か考えませんかと

いうような御提案をしていただけたら、ちょっとは、あ、そういうのもあるのかなと

感じると思います。多分そういう風が余り教育現場の中に入っていってないような感

じを受けております。特にＰＴＡさんは何をしようかというのを考えあぐねて、前回

を踏襲していってるというような形があるんではないかなと感じておりますので、あ

る意味あちらにとってもありがたい話ではないかなという感じがいたしております。 

 すみません、本当に何か肌感覚の意見で申しわけございませんが。 

○山田議長 

 また、このご意見を参考にして、区役所の方で後日でもできたら対応してください。 

 次に、兼光委員、お願いします。 

○兼光委員 

 兼光と申します。よろしくお願いします。 

 お伺いしたかったのは送ってもらってた資料４の３－４の教育環境支援のところで

す。まず、今回から初めて参加させていただくので基本的な質問としてお伺いしたい

んですが、令和元年度では３－４－１の教育環境支援というところが非常に大きな経

営課題として上がってるんです。しかし、令和２年度の資料のほうではこちらの項目

が消えてるわけなんですけれども。 

○髙村政策推進課長 

 運営方針について、御指摘のとおりです。本当は説明で、そこを漏らしてしまった
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なと思ったんですけれども、実はこちら側でいうと様式３に織り込む予定でして、い

わゆる２月にお示しできるかと思うんですけれども、大阪市一律で立ててる施策・目

標と密接に絡むということなので、いわゆるうちも結構目玉で持ってます教育、ある

いは情報発信、何といいましても地域コミュニティ、地活協のことも、この様式３の

ところに盛り込む予定ですので、またそのときにお示しして御議論いただければと思

います。 

○兼光委員 

 決して政策としての優先順位が下がったというわけではないと。 

○髙村政策推進課長 

 当然施策としては継続というか、あるいは充実して。これは北区独自の非常に自慢

と言ったらあれですけれども、他区にも見本にされるような事業です。しっかり掲載

していきたいと思います。 

○兼光委員 

 本題でお伺いしたかったことなんですけれども、こちらのほうで小学生の人数はマ

ンションの人口の流入とかもあってふえてるけれども、中学生の数はふえてないとい

うことが問題、課題として挙げられてるかなというふうに思うんです。これはあくま

でも頭数をふやしていくということが目標なのか、ここで書かれてるように児童急増

による教育環境の悪化懸念というところも挙げられてるんですけれども、私も中学校

のすぐ近くに住んでるんですけれども、なかなか面積的にグラウンドもそんなに広く

ないですし、受け入れられる人数には限りもあると思うので、余りいっぱい受け入れ

てしまうことによって逆に教育自体が手薄になっていくんじゃないかなということを

私も思ったりするので、頭数をふやすということはあくまでも今後目標としてやるの

か、それとも人数はそんなに集められなくても少人数で特色のある教育を今後やって

いこうという方向で考えられるのか。今議論されてるところではあると思うんですけ

れども、今後の方向性というのをお伺いできればうれしいなと思っております。 
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○山田議長 

 はい、どうぞ。 

○井阪課長代理 

 すみません、教育担当課長代理の井阪と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、今の御質問で、中学生、また小学生の児童生徒の増の関係なんですが、あく

までもこちら義務教育の部分につきまして、その人数をふやしていくという政策はと

っておりません大阪市立の小学校、もしくは中学校につきましては、まずそこに住ん

でおられる方については必ずその地域の学校に通うことができるということがありま

すので、受け入れ体制を整える。また、学校に行かれた方について、実際学校の教育

活動をしていく中で、分権型教育行政の中で区役所としてどう学校を支援できるのか

なということを区役所としまして検討して進めていくという形でこれまで実施してお

りまして、昨年度、また今年度の運営方針に入っておりますのもそういう形での教育

環境支援ということで挙げさせていただいてるものでございます。 

○山田議長 

 兼光委員、どうですか。よろしいですか。 

○兼光委員 

 はい、ありがとうございます。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、松田委員どうぞ。 

○松田委員 

 松田と申します。 

 小学校のほうでいきいき活動というのを今運営されてると思うんですけれども、こ

の運営主体、もしくはどういう意味でそのいきいき活動を実施してるのか、ちょっと

その辺をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 
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○山田議長 

 はい、どうぞ。 

○井阪課長代理 

 まず、いきいき放課後事業というものでございます。これ小学校のほうでされてる

分で、大阪市としてはこども青少年局という局が実施し、民間のほうに委託しており

ます。北区の場合は教育文化振興財団というところが受託してやっておるという状況

になってます。こちらは授業が終わってから夕方６時までの間、子どもがその学校で

活動を行うと。実際にお家のほうに帰られてもなかなかお家に家族の方がおられなか

ったりとかお仕事されたりとかいうことでひとりになってしまうお子さんもおられま

すので、そういうお子さんがそのまま学校で活動を続けて、ほかの子どもと一緒にな

って活動するという状況ができるようにということでやられてる分でございます。で

すので、学校の授業終わってから、そのまま学校の中で運営委員会さんの実施するい

きいき活動の中で宿題をやったりとか、いろんな体験活動をしたりとかいうことで時

間まで過ごされてるという形でやっておられます。 

○松田委員 

 指導員の数とかいうのは決められてるんですか。 

○井阪課長代理 

 指導員等につきましては、これは受託者のほうで雇用されたりとか、また地域の

方々であったりとかいう方が入られて運営指導員という形でされております。 

○松田委員 

 いろいろ聞きますと、指導員の数が少ないんじゃないかとかいう話いろいろ聞くん

ですよ、地元では。 

○井阪課長代理 

 人数につきましてはあくまでもこども青少年局からの委託事業となってますので、

体制的に最低何人という決まりはあります。具体の人数、何人が基本ということは、
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ちょっと今資料がございませんので、私今お答えできないんですけれども、基本の体

制というのが委託事業の中で決められてます。 

○松田委員 

 ちょっと恐れ入ります、その辺の資料出していただけますか。後日で結構です。よ

ろしくお願いします。 

○山田議長 

 それでは、このテーマの最後に三野委員、お願いします。 

○三野委員 

 失礼します。 

 私は菅北地域のことでちょっとお話をさせていただきたいと思います。 

 教育環境支援に当たるかどうかわかりかねるんですが、ちょっとお話しさせていた

だきたいと思います。 

 菅北地域では日ごろからふれあいとぬくもりのコミュニケーションづくりを目指し

ております。菅北大運動会を初め菅北カーニバル、敬老の日を祝う会など催しており

ます。その他にも食事サービスやふれあい喫茶、子育てサロンなども一つ一つの事業

を大切にしながらコミュニケーションをつくり、取り組んでおります。それと同時に、

菅北地域には菅北小学校の金管バンド、菅北ジュニアバンドを地域ぐるみで見守り、

活動を支えております。菅北ジュニアバンドは、その前身である鼓笛隊の創設から数

えて約半世紀の歴史を有する伝統ある金管バンドです。その活動は、先日行われまし

た北区民カーニバルや、そして各菅北地域の事業にも参加して演奏しています。練習

は火曜日から金曜日、授業が始まる前、８時から８時２０分まで。そしてまた毎週土

曜日午前９時からお昼まで練習しております。また、ことしは全国小学校管楽器演奏

フェスティバルにも西日本大会に参加いたしました。大阪市内を見渡しても金管バン

ドを有する小学校は十数校で、菅北ジュニアバンドの活動は地域の誇りと思っており

ます。区のほうにもこのような地域の子どもたちの活動を御認識いただきまして、ま
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た何か少しでも御支援をいただけたらと思い、きょうはちょっとお話しさせていただ

きました。すみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 これは区の名誉ですから。また大阪市の表彰も受けていて。区長、支援できるよう

対応をお願いします。民間の活用も含めてなんとか支援できればと思います。 

○三野委員 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○山田議長 

 テーマ２の福祉・子育て・教育はこれで一応打ち切らせていただきますが、これに

ついて何かまだ意見ありますか。 

 それでは、最後のテーマ３に移ります。先ほどと同じく、できれば資料とページの

番号を言ってもらったらいいかと思いますが、なければそのままでいってください。 

 遅くなりましたが、重矢委員、お願いします。 

○重矢委員 

 重矢でございます。 

 私ども商店街という代表で伺っておりますので、今盛んに大阪市のほうでも取り上

げていただいているインバウンドについてちょっとお話しさせていただきたいと思っ

ております。 

 私ども、今商店街衰退してる中で、天神橋はおかげさまでどんどん伸びていってる

んではないかと実感しておりますが、同時にインバウンドのお客さんがたくさんおい

でですので、経済産業省のほうから助成をいただきながら、今度おいでいただいた方

に満足していただけるかどうか、大きく分けてみこしをつくって天神さんまでかつい

でいけるような、そういうものを今考えておりますし、決定しておりますので、その

ことも含めて。 

 それから、インバウンド対策という大きなあれじゃないんですけれども、Ｗｉ－Ｆ
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ｉを今充実させておりますので、そのことも含めまして、天神橋３丁目においでいた

だいたらずっとどこでもＷｉ－Ｆｉがつながるという事業を今進めております。 

 それからもう一つは、英語を含めて中国語、韓国語みたいな、日本語はもちろん入

れます。そういう４カ国語のマップをつくろうとしております。それも今後は充実さ

せていこうということですね。 

 それから、おいでいただいた方にどう満足していただけるかということも含めて、

行って楽しかったという、今回のテーマであるように、商店街としておいでいただい

て満足して帰っていただくような方法を考えております。区の方針というんですか、

そういうことには直接つながらないかもわかりませんが、そういうことでまた御支援

いただけたらと思って提案させていただきました。 

○山田議長 

 これは髙村課長、お願いします。 

○髙村政策推進課長 

 いつもありがとうございます。特に商店街、区役所のすぐ隣ということで、これま

でもコラボといいますかにぎわいのところ、本当に重要だというふうに考えておりま

して、イベントでは伊賀忍者フェスタとか天神天満阿波おどりとか、天満宮もある中

で協力、後援なり一緒に取り組ませていただいてるということですし、制度面でも、

経済戦略局が中心になるんですけど、北区長賞もありますけど、優秀な店舗を表彰す

るあきないグランプリとかいうふうな形ででもかかわらせていただきまして、いろい

ろと区としても一生懸命盛り上げを支援やっているところでございますので、またそ

の御案内の国レベル、いろいろあると思うんですけれども、区としても市とも連携し

ながらまた一緒に協働事業をやらせていただきたいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○山田議長 

 よろしいですか。 
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 それでは、植松委員、新規事業の予定ということで。 

○植松委員 

 ちょっと新規事業についてということを書かせてもらったんですけど、実は何が言

いたいかというと、例えばグランフロントのこともそうですけど、例えばグランフロ

ントの西側の地域の開発とか、あるいは今ちょっと問題になっております中之島の扇

町高校の跡地を別に場所を変えて小中一貫校をつくるとか、それから扇町公園の南側

の医誠会がやって来てビルを建てるとかいう問題とかで、いろんな問題があって、な

かなか我々は、いろいろ決まってからしか教えてもらえないというのがあって、どう

いう段階で今誰が協議してるのかというのが割と見えないんですよね。それをある程

度見える形にしてもらいたいなと。何か意見のある人はどこへ言っていったらいいの

かわからないというのが現状かなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○山田議長 

 難しい問題ですね。その都度、皆さんに一番よくわかるのは区民向けの広報紙です

ね。あれは、最初は４ページ、６ページやったのが、今２倍か３倍ぐらいで、何もか

も北区がわかるように広報していると思うんですけれども。そういったこと以外であ

れば、直接区役所へ来て聞いてもらうのが一番かと思います。いかがですか。 

○奥野副区長 

 副区長の奥野です。 

 具体的なというよりは、今大阪市では極力そういった政策過程についてはホームペ

ージ上で、例えばどういったところで審議会があって、どういうところで形成されて

たということを、なるべくはホームページのほうで出す方向で行ってます。かなり充

実してるものもあるんですけれども、ただ、ホームページでなかなか開きにくい、な

かなか見にくいかなというところは確かにあると思います。探っていけば結構いろん

なことがあるんですけれども、その探るまでがなかなか、やっぱり区民の皆さんにわ

かりづらいかなと思ってます。そうなってくると、先ほど議長もおっしゃられました
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ように、何かちょっと気にかかることがありましたら区役所のほうへでもお問い合わ

せいただきましたら、区役所のほうでしかるべく、区役所で答えられないこともこう

いう都市計画の場合は多いとは思いますけれども、どこに何があったら何かがわかる

というようなことはお調べいたしますので、その辺はまた何か、ここの空き地が気に

なるなとかいうのが例えばありましたら、また遠慮なく区のほうへおっしゃっていた

だければと思います。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、松田委員、環境問題ですか。 

○松田委員 

 松田と申します。 

 令和元年度の北区の運営方針の中なんですけれども、この中で私が思いますのは環

境問題に関してはちょっと薄いような気がするんですよ。できれば令和２年度には環

境問題をもう少し重点的に取り入れていただければなと思います。特に、毎日我々が

生活してる中でごみの減量ですね。それとごみの分別。それから食品ロスの問題。そ

してヒートアイランド問題とかいろいろ問題ありますので、やはりそれは環境問題に

関連した問題だと思いますので、環境というのはほんまに重要な問題だと私は思いま

す。私も初めてこの市政とか区政に興味を持ち出したのがやはり一つの一片のごみな

んです。人間が、人類が便利であるということは、地球にそれだけの負荷がかかって

るということなので、その辺を皆さんもっと認識すべきだと私は思います。ですから、

できれば区としても環境問題に重点的に取り組んでいただければなと思いますので、

その点、区長、よろしくお願いします。 

○山田議長 

 ありがとうございます。 

 一応これで皆さんの御意見いただいたんですけれども、岩本委員と岸本委員につき
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ましては、述べたい意見が特に決まっていないということで、次回にまた発言願いた

いと思います。 

 本来でございますと、ここで大阪市会議員、府議会議員の先生方に一言いただくと

ころでございますが、先ほど打ち合わせのときに区から報告あったように、本日、市

会、府議会の本会議がございますので、欠席されております。次回にまた発言を賜り

たいと思います。 

 議事は全部済みましたが、私のほうから少し報告とお願いをしておきます。 

 北区では将来ビジョンというのがあって、２０２０年を目指してつくったのがあっ

て、人口のことも書かれています。日本の人口が少子化、あるいは高齢少子化といっ

てだんだん減っている時分に、この北区はどんどんふえてるんです。地域包括支援セ

ンターは、これは１０万人の人口に対して１カ所つくるわけですけれども、以前北区

は１カ所でしたけれども、人口がどんどんふえて、２カ所になっておると。つまり２

０１０年のときには北区は１１万３９２人、それが２０２０年、来年ですね、予定で

は１２万１，０５７人ということで、考えていたわけです。ところが現在、９月１日

現在で人口は１３万６，１１２人。世帯数が８万２，５３７世帯。１世帯で１．６５

人となって、やはり少子化というのは目に見えて世帯数も減っているんですけれども、

人口はふえてます。先ほど樋口委員が退席されましたが、人口がふえた人の割合のほ

とんどが若い方ばっかりで、妊婦さんの話とかもいろいろ出ていました。先ほど発言

いただいた副区長は保健福祉センター長でもありますが、保健福祉センターは１階と

２階で、妊婦さんの階段の昇り降りも大変ですし、せめてそういう方たちの利便性を

高めるという意味でも、エレベーターの設置なんかも考えてほしいと思うんですけれ

ども、大変な費用と労力が要ると思いますが、善処をひとつお願いしておきたいと思

います。我々もできることは出したいと思いますので。来年の２０２０年に人口１２

万１，０００人と言っていたのが、もう既に１３万６，０００という数になっていま

すので、区も大変なのはよくわかりますけれども、ひとつお願いしておきます。 
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 それでは、最後になりましたが小玉副議長に意見と総括を兼ねて一言お願いしたい

と思います。 

○小玉副議長 

 本日は本当に長時間御苦労さんでございます。私も今回のこの区政会議、初めての

参加でございます。何か昔を思い出しまして、質問者が、委員さんがいてはりまして、

向かいのほうに区長さんを初め管理職の方がいてはるというような形で、まず素朴に、

事前通知を恐らくされた方と、当日自分の意見を言われた方があると思います。全て

の意見において担当課長さん並びに担当代理、係長さんも、お世辞じゃないですけれ

ども、明確にお答えになったんではないかな。恐らく課長さんはことし４月にお越し

になってまだ半年そこそこでございますね。３人の方が。内心は感心しております。

よくここまでやりはったというのが私の素朴な実感でございます。 

 いずれにしましても四つの課題というんですか、防犯・防災、この中には環境美化

の問題がございます。特に２５年から立ち上げました地活協の補助金は、トップが防

犯・防災でございます。恐らく２４区の大阪市は全て防犯・防災は必ずどこの地区で

もやっておられます。二つ目が福祉の分野。それから三つ目が子育て分野と、最後が

健康分野ですか。この中には近い将来大きな問題になってきます福祉の問題の中で認

知症問題が恐らく大きな社会問題、今以上の社会問題が来るであろうと私は思います。

お許し願えれば、個人的な考えですけれども、先ほど議長さんが申されましたような

形で、１０月現在で人口１６万３，０００人、このうちの９割は分譲マンション等々

でございます。この中の全体の９割がそういう状況の中で、二つだけ近々の課題、中

期、長期に向かっていく問題は二つでございます。と私は考えております。一つは防

災の問題。去年から北区は独自の施策でマンションコミュニティ支援事業をしておら

れます。これは大いなるクリーンヒットではないかと思っております。二つ目は、恐

らくどこの地域でも体験してはります孤独死の問題。この辺は福祉の問題としてどの

ような形で取り組んでいくか。恐らくこの中で見ますとマンションコミュニティの中
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で福祉も一緒にやっていこうではないかというのは、私もその考えは同感でございま

す。恐らく１０年先にはこの二つが大きなテーマになってくると思います。今の若い

方、また北区以外の方々が住んでみたいな、また住みたいなというような北区にこの

区政会議が持っていっていただければいいかなと、かように考えております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○山田議長 

 どうも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いただき、また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。 

 本日委員の皆様方から出された意見や課題は、区役所で十分御検討いただいて、区

政に反映していただきたいと思います。 

 そして、本日議論が若干中途半端になったテーマもございましたので、それは先ほ

ど打ち合わせで申し上げましたように区役所と意見を述べられた方においてこの後時

間を持ってもらって、この後でなくても後日でも連絡取り合ってもらって事後対応の

ほうよろしくお願いしておきます。 

 区政会議はこれで終了しましたが、最後に区役所のほうから何か一言あればお願い

したいと思います。 

○上野区長 

 皆様、長時間ありがとうございました。貴重な御意見、私たちの気づきが弱かった

ところ、そして私たちも課題だと思っていたところをたくさんご指摘いただきました。

この区政会議の場は、時間があればもっと議論もしたい場であり、区政をさらに理解

していただくための場であり、皆様の気づきを私たちがいただく場であるということ

を改めて強く実感した次第です。これからも皆様の御意見については、すぐに採用で

きるものはスピード感を持って取り組んでまいります。また、ちょっと時間のかかる

ものは、あらためて御相談させていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお
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願い申し上げます。 

 最後に、明日は午後１時から北区の三大事業の一つ、健康・食育まつりでございま

す。ぜひお出かけいただきますことをお願い申し上げまして、私からの御挨拶とさせ

ていただきます。 

 本日はありがとうございました。 

○山田議長 

 本日は長時間本当にありがとうございました。 

 これをもちまして第３１回北区区政会議を終了します。ありがとうございました。 

 

６ 配布資料 

  別添のとおり 


