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第３５回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和３年３月２３日（火） 午後３時００分から午後５時０４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）、重矢 錐宏（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） 

   くらもと隆之（市会議員）、前田 和彦（市会議員）、 

   山本 智子（市会議員） 

   前田 昌則（区長）、奥野 尚史（副区長）、角野 良昭（総務課長）、 

   片岡 賢一（政策推進課長）、香山 豊（政策推進課長代理）、 

   小野 次生（地域課長）、柴田 昌美（福祉課長）、 

   岩崎 透（健康課長）、馬場 智也（地域課担当係長） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

   令和３年度北区運営方針（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３５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、誠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。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症防止対策の上、開催させていただいております。

皆様には、入場でのアルコール消毒やマスクの着用に御協力いただき、ありがとうご

ざいます。 

 その他、本日の運営に当たり御協力いただきたい点につきまして、幾つか申し上げ

ます。意見聴取の際に使用するマイクですが、使い捨てのカバーの交換とアルコール

消毒を行いますので、使われました後は、隣の委員の方に回したりせず、そのまま係

の職員にお返しください。発言の際には、立たずに座ったままでお願いいたします。

区役所側も着席のまま答弁させていただきます。換気のため、窓を開けております。

もし暑い寒いがございましたら、職員までお声かけください。 

 以上、御理解と御協力をお願いいたします。 

 それでは、本日の議事についてですが、岡田委員、金下委員が御欠席でございます

が、委員定数１６名のうち１４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。 

 なお、樋口委員並びに北区選出のくらもと議員につきましては、所用のため４時頃

退席されることを伺っております。 

 また、北区選出の高山議員につきましては御欠席、久谷府議会議員につきましては、

本日、府議会に出席のため御欠席、山本市会議員につきましては、少し遅れての御出

席と伺っております。 

 なお、区役所の出席職員ですが、武廣戸籍登録課長、森保険年金課長、宮部生活支

援課長につきましては、自席待機としておりますので、御了承ください。 
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 それでは、開会に当たりまして、区長の前田から御挨拶申し上げます。 

○前田区長 

 皆さん、こんにちは。御多忙のところ区政会議に御出席いただきまして、ありがと

うございます。 

 大分、春めいてまいりまして、桜が咲いておりますが、その下ではなかなか今宴会

ができずということで、去年と同じように通り抜けという花見になろうかと思ってご

ざいます。 

 今日は使わないですが、皆さんの奥に大型スクリーンを購入させていただきました。

これ、何に使うかといいますと、区役所の会議をリモート会議にシフトしていきたい

と思っています。この会議も準備が整い次第、リモートでも、「でも」ですよ、でき

るだけ来てほしいのですが、リモートでも参加いただけるようにしたい、御希望者は

そうしたいと。前回の地活会議からは、小玉副議長と友田委員、それから植松委員は、

事務所ないしは集会所からリモートで地活会議に参加すると。そうやって密を防ごう

とかいろんな取組をして、委員の方によっては、早く帰らないと夕方の仕事に間に合

わないと駄目だということなので、昔からこの仕組みの提案をしていたのですが、役

所は固いということだったのですが、時代は変わり、次回から準備ができ次第、希望

者に対してはリモート参加ができるようにしたいと思ってございます。 

 皆さんのお手元に、広報紙３月号を配付させていただきました。これは、前回の区

政会議で皆さんに御審議いただいたビジョン、３か年計画を掲載させていただいた内

容を全戸に配布したということでございます。 

 その中で皆さんに御紹介しておきたいのは、みなさんのテーブルに袋が置いていま

す。この中を開けますと、シールとかバッジとか、紺色はひったくり防止カバーです。

これは、区民アンケートをしますと、区民アンケートの断トツ１位が防犯です。やっ

ぱりこのまちは安心・安全に暮らしたい、防犯とか防災、これに力を入れてほしいと

いうのが区民の願いで、その一つの手段として、こども１１０番を来年度は積極的に
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推進して、人口の２割、２万８，０００件にこれの推進を広めようと、こういうこと

を前回申し上げました。 

 子どもの事件が起こっている多くは、学校の下校後、公園か道端なんです。従来の

こども１１０番の家は当然継続です。ディフェンスとして、公園とか道端を通ってい

る人に、そういうのを目撃したら割って入ってもらいたいとは全く思っていません。

スマホで警察に電話してほしいと。ということを警察にも言うてます。そのために、

車で通っている方には、このシールを車のリアウインドーに貼っていただいて、この

活動に参加してほしいと。自転車に乗っている方は、ひったくり防止カバーを付けて、

自分のバッグもひったくられないと、委員の方は今日帰り、自転車にこれを付け替え

て、このマークを前に走っていただくということで、皆さんに御協力をお願いしたい

と。先生方も、自転車のカバーをこれに替えてほしいということでございます。 

 もう一個のバッジは、歩いている方、エコバックとか今いっぱい持っていますよね。

服に引っかけてくれとは言いません。そういうものにぶら下げてほしいと。特に、こ

のバッジは障がい者の作業所で作っています。このコロナ禍で飲食業も大変ですけど

も、障がい者の作業所の仕事が全くなくなっています。このバッジを皆さんが普及さ

せていただくと、イコール障がい者施設への仕事にもつながります。社会福祉の観点

からも、これを広げてほしい。 

 だから、この活動は、いわゆる子どもを対象で、教育支援という目的もあるし、防

犯という目的もあるし、結果的に福祉の向上というところにも到達します。今日、皆

さんの机の上に申込用紙と書いているのは、皆さんには個人的にワンセット渡しまし

たが、それぞれがいろんな地域の代表の方なので、地活の会議では三島委員とか植松

委員にも、小玉委員にもお願いしましたが、そのほかのルートでも、「私の知り合い

のところでも配れますよ。」となれば、申し込み用紙に「３０」と書いていただいた

ら、そこへお届けに参ります。 

 あと、民児協でもこれ話しました。今度、月末に社協の会議でもこの話をして皆さ
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んにお願いします。メインは学校が始まる４月、始業式終わった段階で、全父兄に対

して、小中学校全てにこの案内状を送付して協力のお願いをします。やっぱり親が必

死にならんとあかんと思っているので、学校の全保護者に対してお願いすると。それ

でも１００％返ってこないと思うので、次はＰＴＡ総会が終わった段階でＰＴＡルー

トからもう一回押さえるという波状的な動きをしながら、何とか普及させたいなと思

ってございます。 

 今日、お帰りの際でも結構ですし、また後日で、ファクスでも結構です。「私、こ

のぐらいの数配れますよ。」というのがあれば、何とか御協力のほうお願いします。

皆さんで決めた３か年計画の達成のために何とぞ御支援をお願いします。 

 今日はまた別のテーマで御審議賜りたいと思っていますので、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。 

 山田議長、よろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 座ったままで失礼します。皆さん、こんにちは。議長を務めます山田です。 

 本日も円滑な議事進行に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 さて、前回の区政会議では、運営方針の素案の説明があり、委員の皆さんの意見を

頂戴しました。今回は、運営方針が素案から案に変わっていますが、変更点につきま

しては事前に皆さんに区役所のほうから送付されておりますとおり、あまり変わって

いないというようでございますので、その点についての区役所からの説明はございま

せん。 

 本日は、運営方針とは直接関係はございませんが、皆さんの関心の高い新型コロナ

ワクチン接種計画とコロナ禍における地域活動について、区役所から御説明いただく
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ことになっております。その後、令和３年度北区運営方針（案）等、区政全般につき

まして、いつもと同じように皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。 

 それでは、まず前田区長のほうから、新型コロナウイルスワクチン接種実施計画

（案）の御説明をお願いいたします。 

○前田区長 

 多分、今一番の関心事がこのコロナのワクチンということかと思いますので、今日

は一番の関心事の話を皆さんと御議論させていただければと。今日、私は立場上、２

４区の区役所のワクチン接種の取りまとめ担当で、今日も午前中１１時から市役所で

市長を含めた会議を行ってまいりました。 

 新型コロナワクチンのニュース、集団接種のニュースは、皆さんテレビで御覧いた

だいていると思いますが、一番の課題はワクチンの供給量でございます。ワクチンが

いつ入るか。あとは、ワクチンを打つ資格があるのはドクターあるいはナースしかな

いです。私が打つわけにいかないという。医療行為なので、やはりここも医療従事者

の皆さんに大変御苦労かけるのですが、ここを御支援いただきながら進めていくとい

うことで、医療従事者の皆さんにはますますお世話になっております。 

 一応、北区は、皆さんの集団接種は５月開始予定です。１６歳以上、今回は高校生

以上が対象です。中学生以下はワクチンの治験がないため接種対象外、子どもは対象

外だということです。１６歳以上の人口は、北区の場合１２万６，０００人です。取

りあえず先発で動きますのは高齢者６５歳以上が２万６，０００人いらっしゃる。こ

の２万６，０００人から接種が始まると、こういうことでございます。 

 ワクチンの接種スケジュールは、今現在は３月中旬から医療従事者ということです

が、どんどん遅れておりまして、ワクチンがないので、４月末ぐらいには打てるだろ

うと、こういうことでございます。 

 続いていくのが高齢者施設、老健とか高齢者施設の入所者さんから進みます。これ

は、裏舞台を言いますと、４月に大阪市に入荷するワクチンの量が１万５，０００人
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分だけです。割る３０日割る２４区イコール１日２０人と。この数ではとても皆さん

の予約ができないという声が圧倒を占めるので、一番クラスターが発生しております

高齢者施設、そこからいきます。高齢者施設だけでも、大阪市内に５万人います。そ

こから今４月の中旬からスタートいたします。 

 その次に、５月中旬ぐらいからスタートしようかということで、高齢者の６５歳の

皆さんに御案内申し上げたいと。これは、５月の１週目ぐらいに８万人分ぐらいのワ

クチンが入ってくるといううわさがあると、それなら２週目から打てるだろうと、こ

ういうスケジュールなので、このあたりすみません、私のせいじゃないですが、ワク

チンが入り次第、順次打てるように今、医師会の皆さんが準備をしていただいている

と、こういうことでございます。 

 皆さんが打つワクチンは、今、ファイザーとアストラゼネカと武田／モデルナです

けれども、今認可が下りているのはファイザー製です。６５歳以上の皆さんはファイ

ザー製になると思います。ファイザー製は２回打ってもらいます。１回打って、３週

間後を目安にもう１回打つ。２回打って抗体ができるということでございます。 

 これが厄介なのは、皆御存じのとおり、マイナス７５度程度の冷凍庫で保管すると。

こんな冷凍庫なかなか置いてないのですが、この写真は区役所です。２４区の区役所

には１台あります。ここから我々が集団接種会場、後で言いますが、窓際に見えてい

ます区民センター、それと扇町プール、プールの２階に体育館があります。広くてた

くさんの人が入れる会場に我々が毎日ちょろちょろ運びますと、これが一番運用上厄

介です。 

 後で申しますが、この冷凍庫がないので、集団接種を先行して、各診療所での個別

接種は後になります。ワクチンは、普通の冷蔵庫で５日しかもたないです。薄めてし

まうと６時間しかもたないです。診療所の午前診で打つために薄めると午後診には使

えない、そういう制約がありながら、その辺りをちょっと整理していかないといけな

いというのが一番のネックでございます。 
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 仮に５月中旬から打つとするならば、ゴールデンウイーク前後ぐらいに接種券が届

きます。窓開き封筒を開けると接種券というのが入っています。チケットじゃなくて

用紙です。それと、問診票が入っています。問診票は自分で書いておいてください。

基礎疾患があっても大丈夫ですが、アレルギーをお持ちの方で、私は受けても大丈夫

かしらという方は、事前にかかりつけ医にご相談ください。そういう形で事前に準備

をいただく。会場には、この接種券と問診票と、もう一つは本人確認ができるもの。

運転免許証か保険証か、あるいはお薬手帳なんかがあればお薬手帳も持ってきてくだ

さいとここに案内状がついています。 

コロナワクチンは無料で接種できるのですが、そういうときこそ特殊詐欺が発生

しやすいような気がします。ここら辺のアナウンスを今後していかないと駄目かなと

思っています。 

 例えば、委員の方のところに接種券が着いたと。そのまま集団接種会場に来ても打

てません。個別接種は後になるんで置いておきますが、封筒が届いたらどうするかと

いいますと、やり方は三つあります。 

 電話で予約する、コールセンターに電話して、希望日が空いていますよとか空いて

いませんから翌日にしてくださいとか、そんなやり取りがあります。 

 もう一つは、スマホかパソコンでホテルを予約するように、場所と時間を予約でき

ます。大阪市民なら大阪市内のどこで打っても構いません。北区の中でも、大淀の方

は福島区民センターのほうが近いかもしれない。そこでもいいです。北区の方で、近

い方は北区民センターでいいし、ひょっとしたら、北区以外の大阪市民で北区に勤務

している方はこっちに来るかもしれません。大阪市内ならどこでも打てます。 

どちらもわからないと、特に高齢者の方はそうだと思うので、そんな方は区役所

に来てください。区役所に来てくれたら予約できるようにします。 

電話かスマホか区役所です。それで、必ず予約をして、不安な人はかかりつけ医

にご相談してから会場に来てくださいと、こういうことになります。 
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 会場のイメージとしては、多分、区民センター、２階の大きなホールが接種会場と

なります。まずは、入り口で検温をいただいて、発熱のある方は入れませんと。実際

は、先ほどの接種券にバーコードがついているので、そこをピッとして入り口管理を

します。誰が来たのか、その管理をします。次に、看護師さんが問診票をチェックし

てくれて、ああ大丈夫ですねと言うと、問診票がドクターのほうに回っていくと、こ

んな流れになります。ドクターが打っていいですよということになって、私、打ちま

すわというサインをいただいてから接種を行うということになります。 

 接種を終えると、副反応ということが今回言われているので、１５分から３０分は

その場に待機いただいてからお帰りくださいと、こういうことになろうかなと思って

ございます。 

 会場は、北区民センターの２階ホールです。あと、皆さんあまり行ったことないか

もしれませんが、扇町プールの２階、そこを第２会場として予定をしております。 

 時間は昼の２時間だけです。というのは、ドクター、午前は診察してます。夕方ま

た診察に戻らないといけません。そんな１日いけるドクターおりませんから。だから、

平日は２時間です。日曜日は午前と午後の２時間の合計４時間です。このぐらいのキ

ャパシティーです。こういうことでスタートすると。大変なことは、子どもを除く全

国民が接種する、インフルエンザの１００倍じゃ利かない人数が押し寄せるというこ

とです。それが今から始まって、約半年かかると思われます。 

 個別接種は、これと違うのは、一番の課題はファイザー製のワクチン、大阪市の大

きな倉庫に届いて、冷凍庫にマイナス７５度で保管して、そこから小運搬で診療所に

届けると。診療所に届いたら５日しかもちませんから、いかに連携してどう打ってい

くか、そういう仕組みを今からつくっていくと。これは、運ぶのはプロが小運搬しま

すけども、何せ冷蔵保管期限が５日間しかないワクチンを５日間で打ち切ると。非常

に高価なもので入手できないので、捨てることはできない。捨ててしまったらその分

打てない人が出てくるので、このあたりの仕組みをどう組み立てるかが、これから今、
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医師会さんと議論をしているところで、そういう意味で集団接種会場からスタートす

るということになります。 

 あと、よくある質問は、皆さんの机に資料を置いていますが、この前、テレビ見て

いましたら、「ワクチン打ったら、ＰＣＲ検査で陽性になりますか」という質問もあ

りましたので、今回はウイルスを無毒化したものを体に入れるのではなくて、遺伝子

ワクチンなので、ＰＣＲ検査を受けても陽性にはなりません。 

 この間、地活の会議で説明しましたら、単身赴任で北区に来ている人はどうしたら

いいですかという質問がありまして、これは全ての国民が希望すれば必ず打てます。

例えば、福岡県に住民票がある方には福岡県に接種券が送られます。それを大阪市で

接種するように移し替えできるということになっています。ただ、これは国がまだ制

度設計していないので、必ず打てるのですが、どういった手続きになるのかまだ分か

らないですけど、必ずそういう手続で大阪市でも打てると。逆に大阪に住民票があっ

て単身赴任で東京に行っている人も、必ず居住地で打てるという仕組み、ちょっと手

間かかりますけど、そういう仕組みが確立されると。まだ分かりませんが、５月中旬

頃までには説明できるようにしておきますということも開示をさせていただこうと言

いながら今進めております。 

 あと、インフルエンザワクチンを秋になったら打つ人もいると思うんですけども、

ある一つのワクチンを打つと２週間はこのワクチン打てません。という説明書も入っ

ています。いろんな注意点も今日は一覧表の中に、資料の中に掲載をいたしておりま

すので、こういうことを加味しながら打っていくと。 

 これ、ワクチン打ったからといって発症しないわけじゃないです。インフルエンザ

と一緒です。私、毎年インフルエンザワクチン打っていますけど、かかる年はかかり

ます。だから、コロナにかかりにくくなるということが一つ。インフルエンザワクチ

ンも打っていたら、かかってもそんなに、重症化しないですね。一晩寝たら熱下がる

ようなこともあって、今回、重症化を避けたいということで、打ってもかかるかもし



 

11 

れませんが、重症化を避けられると。今回怖いのは、最終的に死んでしまう危険性が

ある、死亡リスクがあるこのウイルスなので、それを低減することが目的になります。

できるだけ、アレルギーがない限り接種いただきたいと思ってございます。 

 皆さんの資料につけていますが、いろんな相談事がいっぱいあると思います。大阪

市も大阪府も厚生労働省もコールセンターを開設しています。特に、我々は医学的な

ことは回答できません。医学専門的なことは、大阪府あるいは厚生労働省にそういう

医療班チームがいます、そこにコールセンターが設置されていますので、そこでのお

問合せというものが可能になってございます。 

 今日、最後のお願いは、区役所のミッションは、このワクチン接種を推進するのは、

医師会の皆さんの支援なくては絶対できません。それと、日々の会場の運営あるいは

バックヤードでいろんな手配、そういうスタッフが要る、これは区役所が行います。

ぜひ皆さんの期待に応えてそれを推進していきたいと思っております。 

 その一方で、それを推進するための手を確保することが必要になっております。と

いうことは、区役所でやめる業務を今検索しております。区役所でやめられない業務

があって、明日から戸籍受付しませんというわけにはできませんし、乳幼児健診やめ

ますとは言いません。福祉もやめられません。ひょっとしたら生活支援なんか増える

かもしれませんね、こんな景気が悪ければ。 

 という中で、削減できるものを考えていかなければいけないということの岐路に立

ってございます。今予定しています期間、年内やと思ってください。これ、一生懸命

走っても半年かかります。年内はいろんな会議は縮小します。やめるかもしれません、

５月に入ったら。区主催の行事は中止します。例えば、区民カーニバルは今年度しま

せん。区民カーニバルの日というのは、区役所職員みんな１日従事しますが、あれは

構想の一部です。その日のためのバックヤードでの準備にかかるものを止めざるを得

ないということです。 

 それと地域行事、これは皆さんがやるから別に問題ないのですが、地域行事にもた
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くさんの職員が今まで、やはり区役所ですから出向いておりましたが、今まで５人行

っていたけども１人しか来ていないとか、最近全然来ないなということが現場的には

起きるかもしれません。そのときは、サボってるではなく、ワクチン接種会場で頑張

っているのだなと思っていただいて、エールを送っていただければありがたいなと。

具体的にそういう現象が今から出てまいるかと思ってございます。 

 最後に、１月に大阪市は成人式を延期いたしました。前々日ぐらいにドタキャンを

して、本当に青指の皆さんとか緊急に停止いただいた。幸い、会場である区民センタ

ーに開催していると思ってやってこられた成人はいなかったです。僕はずっといたん

ですが、それだけが心の救いでした。 

 区民の皆さんから、いつやってくれるねんという声を多々聞いておりました。とは

いいながら、各区とも区民センターはワクチン接種会場に変わってまいります。とい

うことで、このたびＵＳＪで５月の後半になると思いますが、大阪市主催で成人式の

開催を行うということになりまして、先日発表をさせていただきました。この費用は

税投入はしておりません。ＵＳＪが一応無料で入場させていただけると。大阪市が負

担する費用は、コロナ感染対策でいろんな準備をせなあかん分、密を避ける、そうい

う部分の費用は市税を投入してやるということを先日の議会でも検討をされておりま

す。約２万５，０００人が御招待されるということでございます。 

 こういうことで、一旦延期をいたしました成人式も、取りあえず５月中に実施する

ということで進んでおりますが、今日の議題のメインはコロナワクチンをどういうふ

うにして推進していくかということを主に説明をさせていただきました。 

 活発な御議論を賜ればありがたいと思っております。どうもありがとうございまし

た。 

○山田議長 

 どなたか今の区長の説明に対して質問その他ございませんか。 

 また後であれば挙手にてお願いします。 
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 続きまして、コロナ禍における地域活動につきまして、地域課、馬場係長、よろし

くお願いします。 

○馬場係長 

 いつもお世話になっております。北区役所地域課の馬場です。よろしくお願いいた

します。 

 私のほうから、コロナ禍における地域活動につきまして、主に地域活動協議会の今

年度の活動について御報告させていただきます。 

 資料は、お配りしております６番の資料になりますが、前のパワーポイントを使っ

て御説明をさせていただきます。 

 まず、資料番号２、地域活動協議会の仕組みについて、簡単に御説明させていただ

きます。 

 地域活動協議会は、図のように町会（連合振興町会）や地域社会福祉協議会など、

これまで地域で様々な活動を担ってこられた皆さんが中心となって、新たな団体の皆

さんと一緒に同じテーブルでまちの将来像や地域課題を共有し、そして地域の課題や

活性化に取り組む地域活動の仕組みとなります。 

 そして、資料番号３、地域の課題は大きく分けて六つ、記載しておりますとおり、

防災・防犯の課題、子ども・青少年、福祉、健康、そして環境、文化・スポーツの課

題など、様々な立場の人が各課題について協力し合って取り組んでおります。 

 では、具体にどんな取組を地域活動協議会で行っているのか、御紹介させていただ

きます。 

 資料番号は４です。 

 まず、防災・防犯について、そして環境の課題では、まちの安全・安心のために各

地域では様々な活動に取り組んでいます。左の写真のとおり、防災の分野では地域住

民を対象とした防災訓練の実施や、右の写真、北消防署主催の防災リーダーの講習、

防災技術訓練への参加など様々な防災活動に取り組んでおります。 
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 また、資料番号５、防災・防犯・環境の課題では、左の写真に盆踊りの見守りの写

真を掲載していますが、日々の見守り隊の活動や歳末夜警、盆踊りなどのイベントの

パトロール活動に取り組んでおります。そして右の写真、地域清掃では、企業や学校

と連携し、公園や周辺地域での清掃にも取り組んでおります。 

 こうした中、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の中で、各地域もこれまで

どおりの活動を行うことができない状況になっていました。特に緊急事態宣言中は、

人が集まっての地域活動を実施することは難しい状況にありましたが、いつ起こるか

分からない災害に備えて、コロナ禍の状況を見ながら、写真のように受付時の検温や

ソーシャルディスタンスの徹底など、コロナ禍での避難所運営を踏まえた災害訓練、

防災訓練、避難所開設訓練に取り組んでいただいたときの様子です。今年度は６地域

で行われております。昨年度は１０地域というふうに聞いております。 

 そして、資料番号７のほうです。 

 コロナ禍の感染拡大で防災訓練の実施が難しくなった地域は、防災訓練に代わって

防災展示会や、子どもを対象にした防災フェスタを実施した地域もございました。特

に右の写真、この防災フェスタでは、新たな取組として、防災に関連づけて災害時に

お手伝いいただけるボランティア募集の窓口を設置したところ、３名の方の申込みが

あったと聞いております。この取組は、今までボランティアやお手伝いをしたいけど、

申込みや窓口が分からない、また今度でいいかなと思ってしまうような地域の方々の

やる気をそのままつなぐことができるのではないかということで、各地域の皆さんに

事例紹介させていただきました。 

 例えば、盆踊りの場合であれば、盆踊りの当日に窓口を設け、翌日の片づけを手伝

ってもらうボランティアを募集するとか、防災訓練であれば、災害時に町会とのつな

がりの大切さを築いていただく紹介パネルと併せて町会加入の窓口を設けるとか、工

夫を凝らせば今後のつながりづくりのヒントになるのではないかと考えております。

区役所もつながりの支援を一緒に考えてまいりたいと思っております。 
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 コロナ禍の困難な状況の中ではありますが、各地域の様々な工夫によって実施いた

だいた事例を紹介させていただきました。 

 そして次、資料番号８、健康の課題の地域活動を紹介させていただきます。 

 まず左の写真、高齢者の方々が健康で生き生きとした生活が送れるように、筋力運

動「いきいき百歳体操」を各地域集会所やマンションなどの２２か所で実施されてい

ます。手首、足首におもりをつけて座って行う安全な体操で、１回３０分、週２回程

度が効果的で、たくさんの方々が参加いただいております。 

 次に、右の写真、脳活性化教室では、頭を使う、心を整える、心を動かす、この三

つの要素をバランスよく、無理なく効果的に実施していただく認知症予防プログラム

です。区内１０か所で実施されています。写真は、そのときの様子です。 

 今年度は、コロナ禍で緊急事態宣言が発出され、集会所が一時使えない時期もあり

ました。そこで、コロナ禍でも健康を維持してもらうための取組、北区でも、各地域

でも様々な工夫を凝らして取り組んでいますので、御紹介させていただきます。 

 資料番号は９です。左のチラシから。まず、大阪市では、ケーブルテレビのＪ：Ｃ

ＯＭさん、ベイコムさんと連携協定を結んでいますので、ケーブルテレビで毎朝、百

歳体操の放送を流していただき、緊急事態宣言中でもテレビをつければ御自宅のテレ

ビで百歳体操に取り組めるようになりました。 

 また、右側のチラシですけれども、北区では緊急事態宣言中、集会所に集まること

ができない地域の方々に御自宅で百歳体操を実施していただけるように、百歳体操の

ＤＶＤの配布を地域活動協議会を通して募集したところ、７２０件もの申込みがあり

ました。ＤＶＤの配布につきましては、各地域のボランティアさんがそれぞれの御自

宅にお届けいただいたり、お手紙をつけてお渡しされたり、コミュニケーションの一

つとして利用していただいたようです。そして、緊急事態宣言が解除されますと、イ

エローステージになると集会所が利用できるようになりました。各地域で密を避ける

などの新しい生活様式を取り入れて事業に取り組まれていますので、御紹介させてい
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ただきます。 

 資料番号は１０、密を避けるために従来の百歳体操の集まり方を変えて、例えば午

前中の好きな時間に集会所に来ていただき、御自身でＤＶＤを再生し、ビデオを見な

がら体操ができる毎日百歳体操を考えられたり、密を避けるために午前中に２回、１

０時からと１１時からの２部制や３部制で実施されるなど、様々な工夫を凝らして取

り組まれていました。左の写真は、毎日百歳体操を始められたときのチラシです。 

 そして、資料番号１１、次に福祉を課題の地域活動を御紹介させていただきます。 

 各地域では、地域活動協議会や地域高齢者食事サービス委員会などが実施主体とな

りまして、高齢者への触れ合い型食事サービスの事業を実施されております。この事

業では、左の写真のように地域のボランティアの方々が高齢者の方々に会食、配食を

行い、高齢者と地域の人々の触れ合いを深め、閉じこもりの予防として健康の増進を

図ることなどを目的に活動をしています。 

 また、右の写真のふれあい喫茶は、子どもから高齢者の方まで幅広い世代に利用し

ていただき、地域住民間の交流をする機会を提供し、地域への愛着を深めていただく

事業となります。 

 これらの事業は、飲食を伴う事業となり、現在も集会所等での会食、飲食は自粛し

ていただいております。しかし、緊急事態宣言や不要不急の外出でも、外出や会話を

しないと、特に高齢者の方は筋力や免疫力が下がることが懸念されています。そんな

ことから、高齢者の方の外出するきっかけに、また安否確認に役立つということから、

高齢者の食事サービスは集会所で一緒に食べる会食から、集会所に取りに来ていただ

く配食サービスに切り替えて実施するような動きに変わってまいりました。 

 そして、資料番号１３、ただ単にお弁当を配布するのではなく、一言二言会話をし

ながら、そしてお弁当にプラスしてボランティアスタッフさんのお手紙を一緒に入れ

られたり、ほかにも塗り絵やクイズ、そして地域の情報なども併せて配布されていま

す。また、返信用の封筒を入れてボランティアスタッフさんとのコミュニケーション
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を図る工夫など様々なアイデアを盛り込んで、すてきな配食サービスを実施されてお

ります。 

 この配食サービスの事例も各地域の皆さんに共有させていただいております。そし

て、この事例共有から、今度は大淀西地域も来週からお弁当の配食サービスとスタッ

フさんのお手紙つきで実施されると聞いております。 

 そして、資料番号１４、これは豊仁地域の今年度の活動の様子の写真ですが、お弁

当にスタッフさんのお手紙をつけてお渡ししたところ、このように翌日に集会所のポ

ストにすてきなお便りが届いていました。コロナ禍で高齢者の方々だけではなく、ボ

ランティアスタッフさんの気力も低下している中で、このような手紙のやり取りでス

タッフさんのやる気が上がったというふうに聞いております。また、この事業の意味

合いを再確認することができたともおっしゃっていました。 

 ほかにも、本日御紹介できませんでしたが、新型コロナウイルス情報展や子どもの

見守り活動、在宅盆踊りなど、各地域で様々な工夫を凝らして実施しています。本日

は、ほんの一部ですが御紹介させていただきました。 

 次に、資料番号１５から２６につきましては、緊急事態宣言中、集会所が使えない

とき、どんな地域活動ができるのか、区役所から地域の皆さんに提案させていただい

た資料を後ろにつけさせていただいておりますので、参考に御覧ください。 

 そして、最後ですけども、区役所として、これまでの生活を取り戻すにはまだまだ

時間がかかると思いますが、今回の事態を今まで積み重ねてきた活動への思いを再確

認する機会と捉え、新しい生活様式を取り入れながら、今までのやり方だけでなく、

これまで地域活動に関わりが薄かった若い世代やマンション住民、ＮＰＯ、事業所な

ども含めた新たな協働に踏み出す活動を一緒につくっていければと考えております。 

 そして、今、人と人との身体的な距離を保つことが求められている今こそ、改めて

人と人が気にかけ合う心や社会的なつながりをつくることの大切さを感じております。

新型コロナウイルス感染を正しく恐れながら、可能な限り集まれるよう支援していく
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ことが重要と考えており、これからも区役所も一緒になって考えてまいります。 

 まだ年度の途中で、これから配食サービスを始められる地域もあれば、またこれか

ら新しい事業を実施する地域もございます。また次の機会に今年度の活動結果や新た

な取組につきまして情報共有させていただければというふうに思っております。 

 報告につきましては以上です。どうもありがとうございました。 

○山田議長 

 コロナ禍におけます現状の報告、馬場係長、どうもありがとうございました。 

 それでは、委員の皆さんの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、受付において、前回と同様、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進めてま

いりたいと思いますが、前回、時間の関係で御意見をお聞きできませんでした三島委

員、三野委員につきましては、御希望のテーマの初めに御発言をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、今回も時間の関係で、お一人一問一答を議長通してよろしくお願いいたしま

す。答弁につきましては、担当課長のほうからお願いしたいと思います。また、項目

により、補足及び直接区長が発言される場合があるかと思いますので、そのときは挙

手にてお知らせください。よろしくお願いします。 

 それでは、テーマの１の防災・防犯につきまして、御意見を頂戴したいと思います

が、事前に聞いておりますが、挙手にてお願いしたいと思いますが、どなたか御意見

ございませんか。 

 それでは、御指名させていただきたいと思います。 

 防災・防犯、まず三島委員、お願いします。 

○三島委員 

 三島です。 

 自転車の件で、前田区長が就任されてから、放置自転車対策を精力的に進めていた
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だきまして、梅田地域では、すごく積極的に、指導力を発揮され、進めていただきま

した。以前の区長のときにも、区政会議で意見をしていたんですけど、一向に聞いて

もらえませんでしたが、今回、前田区長が来られ、ちょっと提案しましたら、すぐに

動いてもらいまして、令和３年度も、すごく前向きに進められようとしているという

ことで、どうもありがとうございます。 

 不法駐輪の多いところに指導員を固定してもらうと、不法駐輪がすごく減ってきて

おりまして、これは私が提案したのを、採択していただきまして、実験的にやってみ

たらすごくいい結果が出たようです。引き続き令和３年度もやっていってもらうよう

にお願いします。それと、駐輪場を設置する場所がないということで、これまでにな

い斬新な発想で駐輪場新設の実現に向けて、いろいろな手法を区長に考えてもらいま

したので、令和３年度は、駐輪場の新設に関してもすごく期待をしておりますし、放

置自転車が減るだろうと私は思っております。 

 そういうことで、期待しておりますので、区長、よろしくお願いします。 

○前田区長 

 エールの交換会みたいなお褒めをいただきまして、ありがとうございます。 

 先ほど三島委員が言っていただいたとおり、従来の駐輪のやり方として、駐輪場は

造っていかなあかんやろうと。実は北区には、駐輪場を整備できる歩道がもう残って

いないんです。駐輪場を造って、その後、残り３メートルの歩道が残らんと駄目なん

ですが、いわゆる歩道幅５メートルあるところって、造り終えてもうないんです。な

いけど、これだけ放置自転車が多いという、こういう現状で、植松委員なんかも頭抱

えているんだと思うんですけども。 

 今、三島委員がおっしゃっていただいたのは、公開空地、いわゆる大きな商業ビル

を建てるときに遊歩道を敷地内に取ると容積率緩和というルールがあって、北区内は

ビルだらけなんです。歩道に面して公開空地があると、その公開空地、絶対建物建ち

ませんから、それは歩道でいいんじゃないかということで、大阪市としては統一見解
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として出しました。あとは警察協議を進めるということで、例えば、まだ分かりませ

んけど、梅田東の辺りでいえば大阪工業大学の北側とか、ああいうところは公開空地

と抱き合わせになっている。そういうところに来年度、どんどん設計をかけていこう

と。 

 そういうところに造りつつ、自転車止めるところあるんだから、こっち止めてよと

いう指導員を、今年度は途中契約だったんで、１か月単位でローテーションして、梅

田東の交差点とか天神橋筋六丁目、南森町、茶屋町に置くと、一応、声をかけると駐

輪場のほうへ持っていってくれるという効果があると。来年度は駐輪場を造りつつ、

そういう誘導員を配置して、できる限り今ある既存の公的駐輪場、あるいはデパート

にもあるそういう駐輪場へ誘導していって、安心・安全なまちにしていきたいと、こ

ういうことを私どもじゃなくて地域の皆さんとアイデアをいただきながら、ここにし

たらええんやないかと。 

 だから、僕言うたのは、三島さんに全部教えてもらったことをそのまま言っている

だけであって、何も新しい知恵でも何でもなくて、現場にその知恵があるんで、その

知恵をお借りしながら進めていくというスタンスで何とかやっていきたいなと思って

ございます。これは、前回の区政会議でいうと、放置率、現状１７％を８％に削減し

ますという目標の実行と、こういうことになろうかと思っています。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、こちらで御指名させていただきます。 

 同じく防災でも防犯でも結構でございますので、重矢委員、ひとつお願いしたいと

思います。 

○重矢委員 

 御指名いただきました重矢でございます。よろしくお願いします。 
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 特に意識して何を考えてきたわけでもないんで、ちょっと急な御指名であれなんで

すけど、やはりみんなが集まって地域で防災・防犯についてはいつも講習をいただい

ているのでよく分かるんですけど、なかなか、それについても参加がどうしても意識

が薄いんじゃないかと思っております。 

 そのためにはどうしたらいいんだろうということが一つはあろうかと思うんですけ

ども、やっぱり地域にもっと広報的なものが、どう動かしたらいいのか分かりません

けども、みんなが意識を持てるようなものを何らかの形で広報でもお願いできればな

と、そういうふうに思います。 

○山田議長 

 地域課、小野課長、お願いします。 

○小野地域課長 

 地域課長の小野でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 重矢委員、防災のことでご質問いただきましてありがとうございます。 

 これ、地域の皆様もやはり安全・安心、防災のことに関しては大変興味を持ってい

ただいているとは思うんですけども、なかなか、今おっしゃるとおり、旗を振っても

人が集まってこない、集まるのはよく見たいつもの顔ぶれだというような現状がよく

おありかなと思っています。それがゆえに、やはり分かりやすい広報をしていくべき

だというような御意見だったと思っております。 

 ちょうど今年度の秋口に、防災に関してですけども、こういった「台風がキタ！」

というようなリーフレット、これは全戸配布させていただいておりますので、御記憶

があるかなと、こんな黄色い派手なものですから御覧いただいているかなと思います。

やはり台風のシーズンに備えて避難の在り方をそれぞれの御家庭で考えてくださいと、

事業所も考えてくださいというような趣旨で、割と中身、風神・雷神さんというよう

なイラストを使ったりして、世代を問わず御理解いただけるようなものを作っており

ます。 
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 ですから、例えばこういうもの、役所が作るものをきっかけとして、一度これ皆で

集まって読んでみようとか、分からないことがあったら区役所の職員にお声がけいた

だいて、ちょっと深く説明してもらおうとか、そういうことをおっしゃっていただけ

ればはせ参じますので、ぜひこういった広報物も、もしくはこういった毎月出してお

ります広報紙ですね、こういったものも一つのテーマとしてお集まりいただければ、

役所も入ってまいりやすいかなと思っていますので、一案かなと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○片岡政策推進課長 

 議長、ちょっと補足をさせていただきます。 

○山田議長 

 はい、どうぞ。 

○片岡政策推進課長 

 広報の関係を担当しています政策推進課長の片岡です。 

 防災の関係につきましては、毎年、北区の「わがまち北区」の８月号のほうで特集

をしていまして、今年度につきましても８月号で「増える大型台風」という形で折り

込みの中で特集をさせていただきました。 

 この中で、今、小野課長のほうからもありましたけれども、一番最後のページに

「自らを守るための防災タイムライン」というのが載っていまして、９月号に今御紹

介のありました「台風がキタ！」というのが出ますよということを、全戸配布いたし

ます、ということを載せさせていただきました。 

 今年は、ちょうどこれが出た直後に台風が来まして、かなりタイムリーでよかった

のではないか、というお褒めの言葉を結構いただきました。 

 来年度、３年度につきましても、大体８月頃をめどにまた防災の特集をしていきた

いと思っていますので、またよろしくお願いします。 

 私のほうからは以上です。 
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○山田議長 

 ありがとうございました。 

○前田区長 

 すみません、追加の追加。 

 皆さんのお手元に配りました３か年の中で防災をどう位置づけているかといいます

と、防災訓練参加者は現状３，０００人しかいないんですけども、３，０００人しか

いないということで参加者は少ないんです。それを３年後に１万人に上げていくとい

うことが来年度から即始まります。 

 そのための、いろいろ広報のことは今申し上げたとおりなんですけども、前回のこ

の会議で申し上げたのは、学校をステージに、そこにＰＴＡに来てもらって、地域も

来てもらった防災訓練を具体的に進めます。例えば、堀川小学校ならば、地震時の避

難所難民対策です、例えば。南森町の駅から大量の人がなだれ込む、そのときに子ど

もをどう守るか。菅北小学校ならば、あの周辺に阪神大震災クラスが起きると、あの

阪神大震災で皆さんが見たあの映像のとおりのまちになると。木造密集地です。大淀

小学校であれば、津波という大きな課題がある。それぞれの地域特性に応じて、その

地域特性に応じた防災訓練を徹底的にやると、そこに学校もＰＴＡも地域も巻き込ん

でいくということで人を集めて周知をしていくというのが、一番の軸線になろうかと。 

 そこに大阪工業大学と提携しましたので、ロボティクスのメンバーがいろんな映像

処理とか、水中眼鏡みたいなのかけたら何か燃えているシーンが見えるとか、そうい

う新しいおもちゃといいますか、啓発マシンも提供いただきながら、もっと楽しみな

がら新しいメニューで啓発ができるということを来年度新しく目指してまいりたいな

と、そのように考えております。 

 以上でございます。すみません、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。 
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それでは、次に参ります。 

 テーマの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ます。 

 先ほど御報告ありましたように、樋口先生が時間の関係でこの後、退席されるとい

うことでございますので、一番先にひとつ発言願いたいと思います。 

○樋口委員 

 すみません、いつもわがまま申しまして、申し訳ございません。 

 先ほどコロナのワクチンの話、区長のほうからしていただきましたけれども、やっ

ぱり今、お年寄りの方、来院されましたら、一番先に聞きはるのが、ここでもコロナ

ワクチン打てるんですかということと、私は打てますかというふうなことを聞かれる

んです。だから、悪いけど、みんな５月の半ばからやでと、個別接種はその後ですよ

というその説明を、もうちょっとまた広報的に皆さん分かるように随時流していただ

けましたら幸いかと思います。 

 こんなコロナの中ですので、教育といいましても、子どもたち、学校で非常に不便

な思いをしているんです。それで、学力をつける、さっきもここで大きなスクリーン

買っていただいて、ウェブ開催、会議なんかもそうですけども、こういう画像を通し

て、インターネットを通して、学力は恐らくこういうのを使うと個別にはすごくつく

と思うんです。だから、これはこれで非常にコロナのおかげといいますか、そういう

ことで、そういう面では進んだかと思いますけれども、今、飲食店は営業時間短縮し

ております。先ほど食事サービスの件、北区がやっていただいている、あれを聞いて

ひどく感動いたしまして、あれが本当の食事のサービスなんやなと思います。 

 だから、私も今９時で制限されていたら、食事、１人でもなかなか食べに行くこと

ができなくて不便をしているんですが、食事は体の栄養になるものだから取らないと

いけない。でも、食事は餌ではないので、例えば、学校でただ学力がつけばいいとい

うものではないので。 

だから食事も学校も同じような考え方で、特に人との関わりの少なかった子ども
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たちは、大きくなってやはり将来的に人間的な関係も取るのが非常に困難やというこ

ともございますので、先ほどここの北区のサービスでやっていただいたように、ちょ

っとでも人と出会える、食事もただ食べるだけやったら今コンビニもありますし、幾

らでも食べられるんです。だから、知識もいろんな機械的なことを作ったら、幾らで

も身につくし、学力も上がるでしょうけれども、人間として育てていくのが学校なの

で、食事も体、餌だけでは免疫力もつかないです。やはり楽しくみんなと食べてこそ

血となり肉となりという面がありますので、食事も学校も同じような考えからしまし

たら、このコロナの中でいかに人と出会えるか。 

 ウェブ会議していましても、やはり臨場感がないというのか、人の反応が非常に悪

いので、私たちも大抵今の会議は、ＺｏｏｍかＴｅａｍｓか、そういうのでやってお

りますけれども、やはり会議として本当に成立しているんかなと思うような会議ばか

りやっております。だから、こうやってちょっとでも感染対策をして生で会える、そ

ういうことが必要かと思いますので、学校のほうの教育現場でも、できるだけみんな

が参加できる事業のほうを考えていただけたら一番よいかなと、そういうふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○山田議長 

 これも区長でよろしいですか。 

○前田区長 

 再び登板させていただきます。ありがとうございます。 

 実は私、北区の教育指針は夢づくりしようと思っています。子どもたちに夢つくろ

うと。夢とか目標があるから頑張れるんだと思うんです。そんなのがあるから一生懸

命勉強するし、海外でこんな活動したいと思ったらやっぱり英語も勉強せなあかんし

と思って、この３学期から導入がスタートしましたのは、北区には５００社の会社が

あるんです。人との出会いとおっしゃったんで、三島委員にも紹介いただいて、セレ
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ッソとかヤンマーとか。劇団四季さんもある。そんな会社がたくさんあるんです。 

 この間、それを全部中学校の職業出前授業、私も入りましたけども、いわゆる頑張

っている大人の姿を自慢話してくれと、この目標に、夢に対して、私は今こんなふう

に頑張っているんだという、そういう授業をしてもらいます。 

 子どもたち、教室から出てくると「楽しかった」と言って出てくるんです。やっぱ

りそういう夢づくりというか、夢をかなえることって非常に苦痛を伴うと思います、

頑張らなあかんから。でも、やっぱりそれがあるとエンジンがかかるんじゃないかな

と思って、この北区にあるインフラ、企業というインフラを活用しながら、これ皆さ

んいろんな人に紹介いただいて、今１００社近くの企業をラインアップして、中学校

にそういう授業を提供する、そういうことをスタートしています。 

 今年度、生徒さんが一番感極まったのが、２月にありましたＪＡＸＡ講演会、あの

はやぶさ号をリモートでコントロールしていた博士が本当は来てくれる予定だったん

ですけど、コロナで東京から来れなくなって、リモートだったんですけど、子どもた

ちはもう一回来てほしいと、来年もこの話聞きたいと、そういう話で、そういう場を

たくさん提供できるのが区役所で、それが学校の教員免許を持っていない立場の人間

が提供できる、人と人との出会いかなと思っております。 

 委員おっしゃっていただいたことに対して、来年もどんどん皆さんの協力を得なが

ら学校現場の人と人の出会いをつくってまいりたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○山田議長 

 樋口委員、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、次に、決めておられないという板坂さん、ひとつお願いしたいと思いま



 

27 

す。 

○板坂委員 

 板坂です。よろしくお願いします。 

 先ほどコロナの接種のことで説明があったんですけど、そのことについてでもいい

ですか。 

○山田議長 

 結構です。どうぞ。 

○板坂委員 

 高齢者の方に接種券が送られるということなんですけれども、今その資料を見せて

いただいたら、項目がすごく多くて、チェックする項目が、ちょっとびっくりしたん

ですけれども、これって高齢者の方がすんなり書けるのかなという素朴な疑問で、も

し書けなかった場合とかというのは、会場での時間がすごく、例えばここが抜けてい

ますよとか、ここは間違ったチェックの仕方なんじゃないですかというようなことが

あって、一人一人の接種時間が延びたりするんじゃないかなと思ったんです。 

 なので、それだったら各地域で、誰が担うかとかは今さっき見て思ったのでうまく

言えないですけど、説明会みたいなものがあって、地域でここはこういうふうに書い

たらいいんだよとか、こういうふうに書いて提出したらスムーズにいきますよみたい

なことを一緒に考えられる方が地域におられたら、スムーズに接種も進むんじゃない

のかなというふうに思ったんです。 

 御夫婦で住まわれている方なんかは、御夫婦で、こんなん来たよといって普通にお

話ししてできるかと思うんですけど、高齢者の方って独居の方も多いので、誰に相談

していいかも分からず、家でそれを見たまま、悩んだまま、結局、接種もしに行かな

いという結果になったりするかなと思うんですけれども、地域で自発的にもちろんし

ないといけないことだと思いますが、区役所さんが主導で、こんなことをされたらど

うですかと言ってもらったら、どうかなと思っている人も動いていただけるんじゃな
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いかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○山田議長 

 区長、どうぞ。 

○前田区長 

 独り占めするとあれなんですけど、ありがとうございます。 

 ちょっと気になっていることがそこで、接種スピード、最初に八王子でやったテス

トのときに、一番長い人で３０分かかっているんです。やっぱり不安やし、何を書い

ていいか分からない、そういう人もいると思うんです。 

 もう一つは、先ほど申し上げたように、高齢者さんを考えたときに、いわゆる特殊

詐欺という、１万円払ったら先に打てますよみたいな電話がかかってくるかもしれな

い。多分かかってくると思うんですよ、こういうタイミングで。そういうものを防ご

うとすると、各集会所、例えば、百歳体操にひっつけていつも脳トレしている後にす

るとか、そんなことも考えられると思いますので、もう少しスキームが固まりました

ら、ワクチン本番始まっちゃうとなかなか動けなくなるので、ゴールデンウイーク前

後ぐらいの中で何か仕掛けを考えます。 

 皆さんの協力で、こんなことで見てあげてもらえる、まだ実は問診票の最新版も入

ってきていないので、そういうものがあって、ここだけ見ておいてくださいとか、こ

こは医療的なことで、ここは多分素人は手出せませんよという範囲もあるので、私は

そんな意味ではこういうところをチェックしてもらえませんか。最悪は区役所行って

くださいと送り出してもらうしかないと思うので、これでもあかんときはどうぞ区役

所へということのコーナーも準備せざるを得ないかなと思っております。ちょっと一

回作戦考えて、むしろよろしくお願いします。 

 以上です。 

○山田議長 

 よろしいですか。 
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○板坂委員 

 はい。 

○山田議長 

 それでは、手を挙げられました、くらもと先生、どうぞ。 

○くらもと議員 

 今日もいろいろと貴重なお話ありがとうございます。 

 ちょっと早退する都合上、先に一言だけお話しさせていただこうかなと思うんです

けれども、今の北区長のお話にもありましたように、ワクチンの接種、無料だけれど

も、必ず何らかの悪い人たちから電話がかかってきて、それは有料だということで、

特殊詐欺ですね、そういうものが起こり得るんじゃないかという指摘ですけど、私も

それは本当にそう思います。絶対起こると思うんです。 

 ですから、私が言うまでもなく必ずやると思いますが、こういう北区の広報紙「わ

がまち北区」なんかでも、無料だから、有料だというような電話がかかってきても、

それには絶対応じないようにとか、何かしら注意事項を書いて、先ほどゴールデンウ

イーク前後ぐらいに接種券が配られるというような話がありましたけれども、それよ

りちょっと早いぐらいの段階に出る北区の広報紙とかにでもそういうことを載せてい

ただければなと思う次第です。片岡課長、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山田議長 

 よろしいですか。 

○片岡政策推進課長 

 はい、了解いたしました。 

○山田議長 

 それでは、岩本委員、お願いします。 

○岩本委員 
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 それでは、生活というか、小学校、学生ですね、子どもたちの夢を見つける体験事

業の実施ということで、事前に質問もさせていただいて、御回答もいただいておりま

す。ということで、その中で、先ほど前田区長もおっしゃられた子どもたちに体験と

いうか、真のそういう、例えば文楽、ここへ書かせていただいたんですけど、芝居と

か音楽、特にシンフォニーホールとかああいったところでの本物のオーケストラの演

奏みたいなのを小学生が、要はいろんな格差に関係なく、みんな一緒にそういう体験

ができるというのがすごく大事なことだと思っておりまして、例えばＳＤＧｓ、いろ

いろ項目はありますけど、根本的に教育というところが全部の項目についてかかって

くるとは思っています。 

 前回、実績の御報告いただいた中で、１７校あるうちの２校が、いろいろな、コロ

ナの影響もあると思うんですけど、諸事情で受けられていないというのはちょっと気

になったので、こういう質問をさせていただいた次第です。 

 今回は、学校単位で芸術鑑賞会であるとか、オーケストラの演奏とか高いですよね、

１万２，０００円とか取られたりするんで、そういうようなのを小学校のうちにそう

いう演奏を聴けるという、本当に夢みたいなお話だと思ってはいますので、ぜひとも

本年度、３年度もなんですけど、子どもたちのそういう芸術とか音楽とかダンスとか、

そういったものに関する取組というのをますますしていっていただけたらという思い

です。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○山田議長 

 これも区長でよろしいでしょうか。中学校の楽器の話もお願いします。 

○前田区長 

 岩本委員、ありがとうございます。 

○前田区長 

 楽器の話、抜けていましたね。多分、岩本委員は、いつも私のフェイスブック見て
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いただいているので、よく御存じかと思います。今年度は、やはりコロナの影響で密

にできなかったので、参加できない学校があったというのは申し訳ないなと思ってい

ます。その一方で、来年度は、一応、中学校２年生が劇団四季「リトルマーメイド」

を観劇します。１年生は繁昌亭で落語を聴きます。６年生がザ・シンフォニーホール

でオーケストラの演奏を聴く。この間、中学生に聴かせましたけども、全く違います。

スピーカーで聴く音とは全然違う本物です。体にずどんと音がぶつかってくるという、

感激して子どもたち帰りました。 

 あとは、能楽を、これは中央区になりますが、大槻能楽堂に行ってもらう。だから、

本物を本物の場所で見る。やっぱり落語会もやりましたけども、講堂でやったら値打

ちないですよね。せっかく北区に繁昌亭があるんやから繁昌亭で見たらいいやんと。

さっきの夢づくりで、そういう機会を１回は与えるということは大事なことだと思っ

ています。 

 今、山田議長からありましたが、北区の中学生は恵まれていまして、立派な楽器を

持っています。吹奏楽部が立派な楽器を持っているので、先ほど、私、区民カーニバ

ル中止しますと申し上げましたけども、去年、区民カーニバル中止で、舞台発表会で

あった子どもたちの演奏の場がなくなったんです。今年もなくなるんです。今年はせ

めてそこだけは、子どもたちに夢づくりという看板上げるので、演奏の場を作りたい。 

実はシンフォニーホールが高いんですよ。だけど、教育目的で北区の子どもたちの場

として１日借り切りでしたら、安く提供しますと言ってくれたんで、夏休み、一番暇

な時期に中学校の吹奏楽部をシンフォニーホールの舞台に立てようと。観客じゃなく

て舞台の上に立たせると。もっと頑張って次来るときは実力で立てと、そういう事業

を８月にやりたいなと、虎視たんたんと今準備をしています。 

 それで、ちょうど今までやってきていただいた地域の皆さんの支援で成り立った楽

器というものがもっと映えてくると。できたら、ここから全国コンクールぐらいどん

と出ていく学校が出てくれたらありがたいなと。それでまた別のクラブも頑張るよう
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になるので、そういう夢づくり、岩本委員からいただいたようなことをもっともっと

加速させたいと思っていますので、どうぞ御支援のほうよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○岩本委員 

 どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○山田議長 

 それでは次に、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。 

 本日は、経営課題の６のところの小学生の学力向上というところで、これ見せてい

ただきましたら、具体的には有償ボランティアの派遣とかいうことが出ているんです

けども、私は学力の向上というのはもっと複合的な要素があるものだと思っておりま

す。というのは、子どもの場合、生まれてからずっと成長していくんですが、子ども

の大脳がやはり充実してくるのは、特に３歳、７歳、１０歳、もちろん乳幼児のとき

から人間の本能として大脳が強化されるわけなんですけども、その中で一番大事なの

は何かということなんです。 

 それ、いろいろ考えましたところ、この間、内閣府のほうから出ている先行研究の

中で、世帯所得、それとひとり親であるかないか、そういうのが学力にものすごく大

きな影響を与えているというのを、私もちょっと見たわけなんです。特にその中でも

国語、算数の正答率、この区のほうの資料にも出ていますけども、国語と算数で顕著

にその傾向が表れているということが分かるわけなんです。 

 それで、私、頭のよい子はどういう共通点があるんかなということをいろいろ考え

てみました。考えましたところ、家庭でやっぱりルールや習慣を身につけているとい

うことが一つですね。その次に、親は子どもの学力向上に試行錯誤している、苦労し

ているということなんです。それと、やはり親子のコミュニケーション、親と子のコ
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ミュニケーションが長いほど子どもの脳の活性化に役立っているということです。そ

れともう一つは、子どもさんがたくさん本を読んでいるか読んでいないか、やっぱり

そういうところがいろいろあるわけなんです。 

 それらをいろいろ私なりに勉強させていただきましたら、やはり三つの要素が一番

大事だと思うわけなんです。それは、知識と技能、それと思考力と判断、そして表現

力、そして主体性と多様性、それにもう一つ協調性、この今言いました三つの要素、

この要素がかみ合ってこそ、初めて複合的に学力の向上につながるんではないかなと

思うんです。 

 それで、私見ましたら、この経営課題の中で、いかにも一つだけしか書いていない

というところに違和感をちょっと覚えましたもので、それで今ちょっと申し上げさせ

ていただいているんですが、それで学校でも、私の地区は中津小学校の地区なんです

けども、やはり学校の先生の考え方、教師でもベテランになればなるほど、自分の教

育方針みたいなものを持っておられるんです。だけど、それでは子どもさんは不安感

を持つわけです。なぜかといいますと、学校全体の教育方針というんですか、それが

やっぱりなかったら、子どもさんは先生によっていろいろ違うんやということで不信

感、不安感を持って、より勉強に対する前向きな体制ができないんじゃないかなと私

思いましたので、一応その辺、考慮していただいた経営課題というんですか、それを

もう一度、同じ子どもの学力向上というだけじゃなしに、もう少し幅の広い複合的な

問題が絡んでいるというところを認識していただければなと思っております。 

 というのは、今上げられているように、子どもの学力向上、子どもの安全、それか

ら子育てとか、いわゆるここに上げられている経営課題の中の六つですか、経営課題

の５番、６番、７番、１０番、全部これ複合的に関係していると思うんですよ。だか

ら、子どもの学力向上だけじゃないと思うので、その辺を区政の３か年計画で出され

ている中に上げられているのはそれで結構なんですけども、もう少し具体的な内容で

は、区としてもう少し、私が今言いましたような方向で取り組んでいただければなと
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いうことです。 

 それと、前回の区政会議のときに、私、子どもの安全というところで、新１年生は

集団下校したらどうですかねというのを提案させていただいたんですけども、私の住

んでいる中津小学校では、今集団下校しています。新１年生だけなんですが、東西２

方向に分かれて集団下校していて、それに朝の見守り隊のボランティアの方が家の近

くぐらいまでついていっていただいているということを、一応報告させていただきた

いと思いましたので。 

 以上です。ちょっと取り留めのないような意見申しましたけども、申し訳ないです。 

○山田議長 

 それでは、地域課長、お願いします。 

○前田区長 

 私、いきましょうか。 

○山田議長 

 そうですか。 

○前田区長 

 包括的に。どうもありがとうございます。松田委員おっしゃっていたこと、私が今、

孫の教育に取り組んでいるそのものです。 

 実は、ちょっと誤解があって申し訳ないです。区で出している経営課題の中で一部

しか触れていないというのは、そういうことになるんです。例えば、読解力、今実は

大阪の子どもに一番不足しているのは読解力と言われています。物を読み切る力がな

いから算数も読み切れていないというのが、今全国テストで傾向として出ている。 

 これに対して今年度取り組んできたものは、区主体で取り組んだんじゃなくて、一

応教育委員会を動かしながら、自主学習ノートというものを全ての学校に導入しまし

た。これは、宿題とは別に一つの自分でテーマを決めて、それを帰って調べ物して書

いてくる。それには当然親がつくと、親がちゃんと指導して、これがコミュニケーシ
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ョンです。そういうものを今年度全校に、小学校高学年です、中学校１年生です、に

導入いたしました。 

 一部の学校は、西天満小学校なんかそうなんですけど、かねてから毎日作文という

のがあるんです。毎日３６５回作文書くと、それによって読解力を、もう７０年ぐら

い継続してやっている。やっぱりそれは効果が出ているというのがあるんで、いろん

な学校は自分ところの仕組みにおいて読解力というキーワードで定着をさせてきたと

いうことがあるので、今年度、そういうものを全てにスタートを切らせていただいた

ということがございます。 

 もう一つは、いわゆるＩＣＴ教育というんですか、最近は黒板にばっと文字を書く

よりも、パソコン画面があそこに映ってという、それでビジュアルでも出せるという

教育があるんですけど、そこについては教員の技術がまだ追いつかない部分もありま

して、これは昨日も教育会議をしていたんですけども、やはり人の教育、教師の教育

ということを着実に進める必要がある。特に、今年度から始まりました、小学校で導

入されましたプログラミング教育というのは、学校の先生は大学出るときにそんな科

目習っていませんから。 

 これは、実は今年度、堀川小学校と西天満小学校に対して、ソフトバンクのＰｅｐ

ｐｅｒ君を導入したんです。無料で貸してもらいました。自分でＰｅｐｐｅｒ君にこ

んな言葉しゃべらせる、こんな動きをさせるということを、子どもはね、５回ぐらい

したらマスターしていきます。大人より早いです。企業さんのサポートもいただきな

がら、そういうものも導入しながら、これは学校との連携事業なので、区役所が主体

でやるものもあれば学校にお願いするものもある。今、区役所主体のボランティアの

予算は何かといいますと、学校の先生に、一番区役所がやってほしいことは何かと聞

くと、授業に集中させてほしいというニーズだったんです。教えることに特化させて

ほしいと。それは、不登校児を迎えに行かなあかんというのも学校の先生の仕事です

と。三野委員、御存じですよね。毎日迎えに行ってくれているから。 
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○三野委員 

 今日、寄せていただこうと思っています。 

○前田区長 

 あと、学校の授業中に走り回る子もおるんですよ。それをじっと落ち着かせてくれ

る人がいれば、私、授業に集中できるんですと。そういうことを支援するための予算

というのが、たまたま計上させていただいたという施策に上げさせていただいただけ

で、教育全てじゃないので、ここら辺は学校の先生の現場の意見を聞きながら、区は

何するか、学校は何するかを常に連携を図りながら対応していこうと思ってございま

すので、またいろんな御意見をいただけましたらありがたいと思っています。 

 以上でございます。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。 

 それでは次に、もうこの件につきまして一方、兼光委員、お願いします。 

○兼光委員 

 兼光と申します。よろしくお願いいたします。 

 教育のほうも、非常に予算も限られている中で、難しい部分もあるのかなとは思っ

ておるところですが、すみません、コロナのことでもよろしいでしょうか。 

○山田議長 

 結構です。 

○兼光委員 

 ちょっとコロナの接種の件に質問を変えさせていただきたいと思うんですけれども、

先ほど大阪市民の方はどこの区で接種を行ってもいいという御説明があったと思うん

ですが、そうなってくると、北区や中央区、西区なんかは、事業所が多くて、なおか

つ大阪市の他の区から働きに来られている方が多い区だと、働きに来ているついでに

北区で打とうみたいな形で、区によって偏在が起きてしまうんじゃないかなという気
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がしています。 

 なので、北区は昼間すごく人口が多いので、北区のほうに集まって、逆に人口が昼

間は流出してしまう区のところは意外とすいていたりとかだったら、やっぱりすいて

いるところに行っていただくということのほうが効率的だなと思うので、これは一案

ですけども、ちょっと区で対応できるような、もっと大きな話になるのかもしれない

ですけども、どこの区の混雑率というのがサイトで見られて、ここの区、比較的すい

ているよねということであれば、そちらのほうに行っていただくみたいな形で、そう

やっていくことでできるだけ待ち時間というのを少なくしていければ、少しでも効率

的に接種のほうを行っていけるんじゃないかなと思いますので、先ほどＩＣＴという

話もありましたけども、今のＩＣＴ技術を活用すれば、何かそういうこともできるん

じゃないかなと思うので、非常に限られた人員と予算の中で大変なプロジェクトにな

るとは思うんですけれども、そういった技術の活用というのも考えていただければな

と思います。 

 以上です。 

○前田区長 

 すみません、ありがとうございます。 

 今回、恐らく北区は利便性がいいので、駅は五つありますし、駐車場も豊富にある

し、使いやすいなと思います。 

 一方で、北区は高齢者比率が非常に低いです、淀川３区は高齢者比率が高いんです。

だけど、区民センターって各区に１個しかないですよね。スポーツセンターも各区に

１個しかないんですよ。いわゆる周辺区は、初めのうちは高齢者の数をさばき切れる

だけの会場がないという現実問題にぶち当たっています。 

 したがって、北区に流れてくるだろうと、そのとおりだと思います。北区は、初め

のうちは一般の６５歳以下の人口のほうが多い区なので、初めは割とすいてくるとい

うことで想定をしています。今申し上げた回答につきましては、先ほど予約はコール
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センターへの電話か、区役所に来るか、ウェブか、最終的には全部ウェブにつながる

んです。今、ホテルの予約と同じように何月何日の何時は空きがあるとか、三角のマ

ークでほぼ満杯になってきているとか、そういうサイトを立ち上げるんで、そこから

入っていただく。本当はこの日に打ちたいんだけども、北区いっぱいなので、福島区

民センターへ行こうかというふうに散らしていかないと、本当に１億人接種が始まる

ので、難しいと思っています。今、開発しているところでございますので、おっしゃ

るような形で進めてまいりたいと思ってございます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山田議長 

 よろしいですか。 

○兼光委員 

 ありがとうございます。 

○山田議長 

 それでは、このテーマはこれで終わります。 

 続きまして、テーマの３、その他、区の施策につきましてお願いしたいと思います。 

 まず最初に、三野委員、お願いします。 

○三野委員 

 すみません、私、ちゃんとそのときに丸はしていなかったんですけれど、教育のほ

うのあれでちょっといいでしょうか。 

○山田議長 

 はい、結構です。 

○三野委員 

 すみません、私ごとではございますが、昨年の６月から、今言われました６－１－

１、学校活動有償ボランティアとしまして、小学校のほうにお手伝いに行っておりま

す。そしたら、やっぱり先生方の様子を見ていますと、いろいろな子どもたちの問題
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とかいろいろありまして、それで私たちの仕事は、一応、学習プリントのコピーなど、

そして配布物、学年別に配布をする、それとちょっと時間的に間に合わない子どもた

ちを迎えに行く、それを先生方、本当に全部されていたら大変だと思いまして、今お

手伝いさせていただいております。また数多くの用事が先生方もいっぱいあるんだな

と思って、改めて考えさせていただいております。 

 だから、ちょっとでも先生方の手を子どもたちに向けるように、頑張ってこれから

もちょっとお手伝いをさせていただきたいなと思っております。 

 すみません。以上です。 

○山田議長 

 何か区役所へ聞くことはないですか。 

○三野委員 

 はい。このままで、今の状態でさせていただいて、また来期もお願いできると思い

ますけども、また頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○前田区長 

 こちらこそよろしくお願いします。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、南埜委員さんお願いします。 

○南埜委員 

 ありがとうございます。先ほどから大変重いテーマが続いている中で、ちょっとの

どか過ぎないかと思われないかなと思うようなテーマをちょっとお話しさせていただ

きたいと思います。 

 北区の文化の伝承について、少しお伺いしたいと思います。 

 「天満の子守歌」というのを皆さん御存じでいらっしゃいますでしょうか。これは、

天満３丁目の南天満公園の中に、大阪天満宮の宮司さんの筆になる歌碑と、それから
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子守の銅像が建っております。これからちょっと陽気もよくなりますし、遠出はでき

ませんので、またこのお近く、北区内を散策がてらに見ていただければと思いますが、

ほかにも天満の青物市場の史跡なんかも、たくさん公園にはございますので、またの

ぞいていただけたらと思います。 

 この子守歌は、私は子育て中に教えていただきまして、天満という名前がついてい

るので、大阪の方は皆さん御存じだと思っていましたら、知っている方のほうが珍し

いという状況を知りました。私は、子どもの読書や絵本と関わりながら、子どもたち

と関わりの活動をさせていただいているんですけれども、そのときに出会った大学の

先生が伝承歌とか童歌を研究していらっしゃいまして、その方のお話の中で「皆さん、

天満の子守歌というのは、全国的に子守歌の中でもとても格調の高い立派な歌です。

なにわの宝としてぜひ守っていってください」とおっしゃられた言葉がずっと１０年

ぐらい引っかかっておりまして、ここでお話しさせていただくことになりました。 

 せっかく天満という名を冠している北区が発祥の子守歌でありますので、何とか残

していただけるように御尽力いただけたらと思っております。 

 私なりに考えましたのは、子どもたちが集う公園の帰宅を促すときのメロディーで

あったり、それから公共施設、例えば区役所のロビーとか、それから子どもの子育て

支援施設なんかで開館時とか正午とか、それから閉館前のお帰りのメロディーとして、

この北区にすてきな歌があって、「あなたとともに」ですか、ああいう歌なんかと組

み合わせながら流していただけたら、多くの区民の方にも聞いていただけて、耳にな

じんでいただけるんじゃないかなと思っております。 

 そして、ここで育つ子どもたちがこの歌を聴いて、区民の皆さんも聴いていただい

て、そしてここから転出されていかれる方も、ふるさと北区の歌として心にとどめて

いただけたらありがたいかなと思っております。よろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 どうぞ。 
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○片岡政策推進課長 

 政策推進課長の片岡でございます。 

 「天満の子守歌」につきましてですけれども、平成２６年３月に発行いたしました

「小さな旅ぶっく」というのがございます。これ、何度か改訂を重ねていまして、今

回こういう形で今年度末、改訂をして、ちょっと大きくなった「小さな旅ぶっく」と

いうのができます。 

 こちらの１９ページのほうに載っておりまして、今、南埜委員がおっしゃった「天

満の子守歌（歌碑）」というので、「ねんねころ市 天満の市よ 大根そろえて舟に

積む～と天満青物市場を歌っています。天満で生まれ、代々歌い継がれてきた子守歌

が忘れられないようにと、大阪天満ライオンズクラブの方々によって碑が建てられま

した」ということで掲載をされております。 

 私のほうも、散歩したついでにこれを見て、今おっしゃった天満の青物市場跡の碑

も横にありますし、三十石船の舟唄の碑というのが三つそろってこちらのほうに載っ

ております。 

 そういうことで、今後もこの「ぶっく」の改訂に合わせまして周知を図っていこう

と思っているんですけども、これ今現在、デジタル化のほうも進めておりまして、今

年度末にはデジタルマップも完成いたします。そういうことで、今後こちらの「旅ぶ

っく」とデジタルマップを使って周知のほうをもっと広げていきたいなと考えてござ

います。 

 今、委員のほうからございました、どういう形でこれを実際の音を活用していくの

かということについては、今後ちょっと検討させていただきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○山田議長 

 よろしいですか。 

○南埜委員 
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 どうもありがとうございました。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 

 岸本です。よろしくお願いいたします。 

 前回、福祉のほうのお話をさせていただいたんですけども、これはやはり長い目で

見ていかなければなかなかできないということで、今回はその辺は外させていただき

ました。ただ、私の意見のほうは、その前々回ぐらいのときにちょっとお話しさせて

いただいたお話なんですけども、扇町公園と小学校の間の道ありますよね。あそこの

話で、前に路駐があるということでお話しさせていただいたときに、学校に耳の不自

由な子がおられて、その送迎のために車をあそこへ止められているということでお話

しされたと思うので、そのお返事いただいたんですけども、ただ、止めはるのもマナ

ーのほうをもうちょっと考えはったらいいなとはちょっと思っております、それは。 

 それはともかくとして、その隣の病院ありますね、北野病院。北野病院の北側の道

のところに、そこもやはり路駐がかなり、時間帯によってはびっしり詰まっていたり

するんです。それも、やはり学校の帰りの時間と同じぐらいの時間帯ですね。２時ぐ

らいから３時半ぐらいまでの間の時間帯がすごく車が止まっていたりとかしまして、

子どもがぞろぞろと横断歩道を渡っていくので、車に関してはぎりぎりでまた曲がっ

てきたりとかという状況というのがあり得るわけで、それも曲がりたいと思うからス

ピードを上げて曲がったりとかするというのが見えてきます。 

 そこで路駐をしている、じゃこっちはみ出します、そうすると何かやはり交通事故

が起こる可能性というのがゼロではないと思って、怖いなというのが、自分も運転し

ながらもそう思っているところがありまして、できたらその辺のところの解消を図っ

ていただけたらありがたいかなと。区役所のすぐ近くですので、やはりその周辺とい
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うのはきれいと言うたらおかしいですけど、整理されている状態というのが一番いい

かなと思っておりますので、その辺よろしくお願いしたいと思いまして、言わせてい

ただきました。 

○山田議長 

 地域課長いかがですか。 

○小野地域課長 

 岸本委員、ありがとうございます。 

 本当に子どもの通学路に関する安全・安心というのはやはり大切なことだと思って

おりますので、特にそういった路上駐車、車ですね、危険な状態があるということで

すので、早急にまた確認をいたしまして、警察等と連携いたしまして解消するように

努めてまいります。 

 以上でございます。 

○岸本委員 

 よろしくお願いします。 

○山田議長 

 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。 

 コロナ禍で、高齢者の孤立、孤独、そして児童虐待、そしてまた今ちょっとテレビ

でも見たんですけれど、学生の自殺、そういう率がすごく高くなってきていると。こ

れを皆さんどういうふうに考えておられるか、そういう対策をちょっとお聞きしたい

んですけれど。お願いいたします。 

○山田議長 

 副区長、お願いします。 

○奥野副区長 
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 おっしゃっているようないろんな問題が今出ていると思います。福祉的にいえば、

地域福祉計画の中で、今、地域福祉の活動者にお願いしてアンケートをしていまして、

どういった課題があるかとか、あるいは地域によっては工夫を凝らして、コロナ禍で

制約がある上でもやっておられるなど、いわゆる状況収集をしておりまして、来年度

に向けては、今日、馬場のほうから御説明もさせていただきましたけども、そういっ

た事例を深めていきながら、また皆さんに情報提供しながらやっていきたいと思いま

す。そのコミュニケーションの中で、また地域の皆さんの御提案とか御意見も伺いな

がら進めていき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 

 よろしくお願いします。 

○山田議長 

 それでは、植松委員、お願いします。 

○植松委員 

 植松です。日頃は自転車のこととかいろいろお世話になってありがとうございます。 

 頑張っているんですけど、北野地域の繁華街、夜中の繁華街にとっては、自転車の

問題はまだまだ続く問題だと思っておりますけれども、ちょっと別の視点で、先ほど

交通の問題も出たんですが、実は都市計画というのが昔からあって、例えば都市計画

で立ち退きしてくれ言うたら立ち退きますよというような約束をして、土地を持って

はる人が大分いてるんです。 

 例えば、今、神山町のところに新しく大きな道路ができていますけれども、結局、

環状線のところで行き止まってつかえていますよね。ちゃんとできていないです。そ

れから、梅田から天六への線というのが、この道路も昔、都市計画はちゃんとあると

思うんですけれども、ちゃんと立ち退きもさせられていなくて、歩道が非常に狭いと

ころがあったり、横に別の道路があったり、やたら広いところもあったり狭いところ

もあって、歩道がほとんどないところに関しては、例えば学生の通学時なんか危ない
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ことがあるんです。 

 そんなことですっきりせえへんのは結局は何かと思ったら、どうも環状線のガード

が低過ぎるというのが原因違うかなと思うんです。向こうの新今宮とか弁天町のほう

行くと、ものすごく環状線のガードが高いんですけれども、この大阪から天満にかけ

ての、あるいは森之宮にかけての環状線というのは低いんですね、大分。もちろん最

初にできたからそうなのかも分からんですけれども、それを高くする工事が終わらん

ことには、あの道路のことが解決せえへんみたいなことをちらっと聞きましたので、

その辺一回ちょっと調べていただいて、何が原因で道路がすっきりしていないのかと

いうようなことをちょっと調べていただけたらありがたいなと思っております。 

○山田議長 

 地域課長、お願いします。 

○小野地域課長 

 植松委員、ありがとうございます。 

 そうですね、都市計画道路ということだと思うんですけども、所管の局がございま

すので、そこから情報を入れまして、また御報告に上がりたいと思っております。い

ろんな条件とかあると思うので、そこまた確認してから御報告するようにさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

○山田議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、先生方、大変長らくお待たせいたしました。 

 前田先生から一言お願いします。 

○前田議員 

 皆さん、長い時間、本当にお疲れさまでございます。 

 今日、本当にいろんなテーマが上がったかと思います。私のほうが、今ちょうど市

のほうから情報交換している内容、把握している内容について、今日出たテーマ、少
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しお話をさせていただきたいというふうに思っています。 

 まず、今日は教育の話が非常に多く出ました。実は北区でも、地域の皆様方、御存

じですけれども、小学校でも結構クラスター的に発生した学校も北区にはございます。  

学校ですので当然、かなりの先生方もかかっていらっしゃいます。それに応じて学校

が休校になったり閉鎖になったりというのが、実は昨年から今年、今もそういう、う

ちのほうにも情報が入っています。 

 また、御家族の方が感染して、濃厚接触者ということで学校に通えない期間が発生

するような子どもたちも実際現れています。その際には、教育委員会にも言っている

んですが、それがきっかけでいじめられたり絶対しないように、そこをうまく学校が

コントロールしていかないといけないということ、それと学校に子どもたちが来られ

ない期間、これは今までは正直パソコンが１台ある御家庭とない御家庭ございます。

Ｗｉ－Ｆｉというものが家に飛んでいる家庭と飛んでいない家庭もございまして、国

の予算も相当入れまして、この３月末で、大阪市内、小中学校の子どもたちにタブレ

ットを配付するということがもうすぐ完了するところです。それをもって、子どもた

ちがもし学校に行けない状況になれば、例えばオンラインで授業を受けるとか、そう

いう出られないときを補う環境を一気につくっていこうじゃないかということで、今

取り組んでいるところです。 

 ですので、これから本当に会議もリモート会議、先ほど区長もお話ありましたけど、

どんどん進んでいきますけども、学校の教育環境もそういう形で、ちょっと今までと

はまた違う形で進めていこうという流れにあるというところです。 

 それとともに、学校の先生方の負担というのが非常に今増えています。恐らく１０

年前よりも先生方の負担というのはどんどん増えていっている状況になります。例え

ば、プログラミングも一から勉強しないといけない、英語学習も始まりました。です

ので、今先生方にスクールサポーターというのをつけようじゃないかということで、

学校の先生が本当はやらないでいい報告の処理とか、めちゃくちゃいっぱい書類がわ
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んさかあるわけです。できる限り子どもたちに向き合える時間を増やそうということ

で、学校には、授業はしないんだけれども、先生方の雑務とかそういうものを一手に

やろうというスクールサポーター、こういうものを配置して、先生方の負担を和らげ

て、その上で子どもたちに向き合う時間をつくっていくということを、これも今同時

に予算を一気に拡大して取り組んでいっている状況です。 

 そして、あとはワクチンですね。これ、北区長、本当にいろいろ尽力いただいて、

頑張っていただいています、２４区の代表としても頑張っていただいています。あと

は、国のほうのワクチンの供給体制をまだまだ増やしていく必要があります。特に、

これ冷凍庫、ファイザーの薬でしたら大体マイナス７５度で保管する必要があるとい

うふうに言われていますけれども、これをどんなふうに輸送するかというと、やっぱ

り冷凍保存した上で輸送する。また、お使いになる医療機関のほうにも、当然冷蔵冷

凍庫なるものが必要になってきます。この辺の機器を国のほうからまた引っ張ってく

るということも、うちの会派もかなり国のほうに言って、供給体制をできる限り増や

すようにということでやっているところです。 

 ですので、一番最初の段階は、ワクチンの供給量は、北区においても徐々に徐々に

増えていくということになってくるかなというふうに思っていまして、５月の中旬か

らということですけれども、最初はなかなか一気にいけるスタートがどこまで切れる

かなというところでございますけれども、そういう状況に今あります。 

 あとは、避難訓練の話も今日出ました。実は、これ大阪市の危機管理室に対して今

議会のほうから言っているのが、コロナ禍で、最近、地震が全国でもまた再び多発し

ていますけれども、もし今この大阪で大型の地震が発生した場合、これ避難所に避難

していいかどうかすら迷われる方が非常に多いんじゃないかなと思っています。つま

り、避難所に行ったんやけども３密になってしまう。ここをどんなふうに避けて、避

難訓練共々にやっていただく、このスキームをちょっと危機管理室のほうに言ってい

ます。それぞれの地域の特徴に応じた避難訓練の際に、このコロナ禍でどうやって避
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難していくのか。普通とはまたちょっと違うという分があるので、そこを分かりやす

く来られた方に対して説明をする、そこをしっかりとやってほしいということを今危

機管理室で考えているところですので、また防災訓練の際には、その辺、危機管理室

とも連携を図っていただきながら訓練を実施していただきたいというふうに思います。 

 ちょっと多くなりましたけども、私からは以上です。ありがとうございました。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、山本先生、お願いします。 

○山本議員 

 遅れて参加して申し訳ありません。 

 いつものことながら、皆さんの貴重なお時間、本当に真剣な話に私もすごく勉強さ

せていただいているのが事実でありますが、本当にこの北区を下支えしている皆様方

のいろんな角度の御意見が、これからますます重要になってくるのではないかと思い

ます。 

 まず初めに、ＪＲ大阪駅の環状線の橋桁が今きれいになる準備をしていまして、阪

急百貨店から大阪駅に向かう、いつも大阪の情勢がニュースで流れるときにそこが出

るんですけど、古びた、さびた大阪のイメージがついそこで出るんですけど、今回、

ＪＲに問合せしましたら、あそこ、さびを取ってきれいにされるということで、また

これから万博に向けてもいいイメージで、明るいイメージで映るからいいなというふ

うに思っております。 

 これまで事前に頂いた資料を読みまして、区長が本気でこの自転車の駐輪対策をや

っている様子が見て取れます。また、発信力、それから子どもたちへの夢を見つける

体験事業、楽しみにしておりますので、こちらとしてもしっかりと応援していきたい

なと思っています。 

 それから、先日、ちょっと参議院の議員さんと一緒に社会的孤立を防止する対策の
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ヒアリングに、Ｈｏｍｅｄｏｏｒ（ホームドア）さんというのが本庄東にあるんです

けれども、全国でも本当に有名なＨｏｍｅｄｏｏｒさんに行かせていただきました。

北区も御存じのとおりホームレスの方、２００人ぐらいいるんじゃないかというぐら

い、ネットカフェ等も含めまして、その現状がよく分かっているところでの、お話の

中で、ワクチン接種の周知をこういう方々にどうやっていこう、１回そのときはいて

も、もう一回、今情報がどんどん変わっていくので、その情報が変わったことを伝え

るにも、次行ったらそこにいないと。できるだけ日本国民みんな受けられる方には受

けていただきたいということなので、そんなことも意見交換しまして、課題もちょっ

と見えてきた次第であります。 

 あと、うちの会派として、備蓄品にあります生理用品、今ちょっと話題になってい

るんですけれども、生理用品が買えないと、そういう貧困の課題がありまして、なか

なか今まで表に出にくかった問題かと思います。 

 これから、実はこの災害の備蓄用品の生理用品等にも３年という消費期限というか、

そういうのを今回から設けることになりまして、３分の１ずつ入れ替えていくという

ようなことで、今までは恐らく捨てていたり、あと油を取るのに使ったりとか、何か

捨てるのはもったいないからとか、そういうこともあったようですけれども、これか

らどんな形で配布するかは、社協さんとか区役所もお手伝いしていただくことになる

と思いますけども、そういう声も大事にしながら、一人でもそういう大変な家庭を救

っていきたいなという思いで、女性だからこそ言えることかなとは思ったりもしてい

るんですけれども、これからも男女関係なく、しっかりと声を上げていきたいと思い

ます。 

 よろしくお願いします。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。 

 くらもと先生は退席されておりますが、先生方には貴重な御発言、本当にありがと
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うございました。 

 それでは最後に、小玉副議長、よろしくお願いします。 

○小玉副議長 

 失礼しております。小玉でございます。 

 本日は、このコロナ禍の大変な中で、併せまして年度末の何かとお忙しい中、御出

席を賜りまして本当にありがとうございました。 

 また、先生方におかれましては、公務御多用の中、まげて御出席を賜り、重ねて厚

く御礼を申し上げたいと思います。 

 先ほどより委員の皆様方から多岐にわたる御意見等を頂戴いたしまして、本当にあ

りがとうございました。 

 さて、今回のコロナの問題等につきましては、昨年の２月ぐらいからでございます

か、ちょうど１年を過ぎたところではなかろうかなと、かように考えております。そ

の間につきましては、職員一丸となってコロナ対策に従事して頂いていること、この

席をお借りしまして感謝を申し上げたいと思います。 

 そして、先ほどの前田区長さんからの説明がございましたように、次の大きな山と

いうんですか、私個人的には最後のコロナの砦と思っておりますワクチンの接種でご

ざいます。５月からということをお伺いいたしました。また、この従事につきまして

は、先ほどの区長さんの説明のとおり、総務担当から広聴広報担当の関係者で、職員

が一丸となって取り組まれると、かように考えております。 

 業務の流れにつきましては、職員の方はお分かりでございますが、恐らく混乱され

るんじゃなかろうかなと、かように考えております。管理職の皆様方におかれまして

は、従事されます職員の健康管理につきましては、よろしく御配慮賜りますようお願

いいたします。 

 私のほうからはこれをもちまして挨拶に代えさせていただきます。本日は、どうも

ありがとうございました。 
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○山田議長 

 委員の皆さん、本日は多くの御意見、本当にありがとうございました。また、円滑

な議事進行に御協力、誠にありがとうございます。 

 本日、委員の皆様方から出された意見や課題など、そして先生方の御発言につきま

しては、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。 

 なお、本日議論が中途になってしまいました案件は、後日、区役所にて事後対応の

ほう、何とぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

 区政会議はこれで終了しますが、最後に区役所のほうから何かあればお願いしたい

と思います。 

○前田区長 

 皆さん、長時間にわたり貴重な御意見を賜りまして本当にありがとうございます。

皆さんの意見を体しながら来年度引き続き事業を進めてまいりたいと思っております。 

 １点だけ、今日の議論で言い忘れたことがありまして、私は、この北区にある企業

さんであれ、文化施設であれ、そういうインフラをどんどん使おうと思っているんで

すけども、もう一個、ヒーローを紹介するのを忘れていまして、ここには大学と専門

学校が豊富にあるんです。ここの１階のソファーにソーシャルディスタンスを兼ねて

専門学校のイラスト部の子どもたちが作品を置いてくれているんです。ここ、座れま

せんわ。ということで、必ず間隔が取れる、そういう貢献をしてくれている。 

 三島委員のほうから紹介いただいた上田安子服飾専門学校の皆さんもいろんなサポ

ートをしてくれる。今度、ワクチン接種が始まると、この近辺にあります医療系専門

学校が、会場に授業として詰めていただくと。支援をいただくと、そんなことになっ

ています。茶屋町にございます大阪工業大学も学生を学校支援に回すと。今、菅北小

学校のパソコンの指導をしています。天満中学校はそのおかげで大学の授業体験もさ

せていただけるとか、非常に恵まれた環境で、企業も応援してくれるし、地域の皆さ

んも応援してくれるし、学校も応援してくれると。そういうことを使いながら、いろ
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んな行政課題を北区ならではの手法で解決していきたいと思っておりますので、今後

ともどうぞ忌憚のない御意見と、最後に締めていただいた小玉副議長のエールの発信

もいただきますと、職員の励みになってどんどん進めていきますので、どうぞ今後と

もよろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○山田議長 

 本日は、長時間にわたり、本当にありがとうございました。 

 これをもちまして、第３５回北区区政会議を終了いたします。 

 

６ 配布資料 

  別添のとおり 


