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第３７回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和３年１０月２７日（水） 午後３時００分から午後５時２７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）、岩本 康男（委員）、 

   笠井 あゆみ（委員）、勝 千晶（委員）、兼光 裕之（委員）、 

   岸本 恒夫（委員）、木下 真弓（委員）、髙垣 ユキ子（委員）、 

   渡島 清美（委員）、南埜 育子（委員）、松田 清司（委員）、 

   高山 美佳（市会議員）、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）、 

久谷 眞敬（府議会議員）、 

   前田 昌則（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）、中野 義宣（福祉課長）、 

   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(自己評価)について 

令和４年度北区運営方針(素案)について 他 
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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３７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。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防止対策のうえ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。換気のために窓を開けております。もし

暑い寒いがございましたら、遠慮なく職員までお声かけください。以上、御協力と御

理解をお願いいたします。 

 それでは、まず初めに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 

 皆様、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。 

 前回の３５回の区政会議から少し日がたちました。メンバーも任期を終えて、今日

新しいメンバーも参加いただきまして、新たにスタートしたいと思っています。 

 この間、幻の区政会議という日程がたくさんありまして、その都度、緊急事態宣言、

多分前回の区政会議で私は集団接種のテーマで少しお話をさせていただいて、皆さん、

ワクチン打つ前に区政会議があって、あれよあれよと言うてる間に緊急事態宣言が出
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てしまって、７月にしようかな、８月にしようかな、本日に至ったということで、そ

れぞれ責任のある方の中で、集まって会議ということを控えさせていただきました。 

 今日これから御議論いただくテーマについても、私は区の重要施策としては福祉と

か戸籍とか、当然そういうセーフティーネットの部分は当たり前に停滞せずにこなす

ということなんですけれども、やはり今の時期は皆さんの命を守るということでいく

と、やはり飛び抜けてコロナ対策、その中の１つはワクチンでしょうけれども、それ

が優先せざるを得ないということを考えております。その関係で、後々出てくるテー

マも、ちょっと事業をストップさせていたりスローにさせていたりとか、そういうテ

ーマがやはりございます。意図してやっておるんですけれども、それも含めて御審議

を賜れればと。徐々に感染も少し薄らいできまして、今地域活動もフルに全てオープ

ンということで、各地が徐々に気をつけながら、今私も百歳体操全部回っているんで

すけど、気をつけながら徐々にアクセルをふかせていただいているという状況で、

徐々に元の社会活動に、ガードは固めながら戻していく、そういう時期に入っている

のかもしれません。 

 そういうことも踏まえながら、今日またワクチンのテーマと、今年度の事業の中間

報告と、この２つについて皆さんにお話をさせていただいて、忌憚のない御意見を賜

りたいと思っておりますので、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 

 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お名前を読み上げさせて

いただきます。 

 岩本委員でございます。 

 笠井委員でございます。 

 勝委員でございます。 

 兼光委員でございます。 
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 岸本委員でございます。 

 木下委員でございます。 

 小玉委員でございます。 

 髙垣委員でございます。 

 渡島委員でございます。 

 南埜委員でございます。 

 松田委員でございます。 

 山田委員でございます。 

 三島委員につきましては、本日所用のため御欠席でございます。 

 続きまして、本日御出席いただいております北区選出の市会議員並びに府議会議員

の御紹介をさせていただきます。 

 高山市会議員でございます。 

 くらもと市会議員でございます。 

 前田市会議員でございます。 

 久谷府議会議員でございます。 

 ありがとうございました。山本市会議員につきましては、４時頃お越しいただく予

定でございます。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、区長の前田でございます。 

 総務課長の角野でございます。 

 政策推進課長の片岡でございます。 

 福祉課長の中野でございます。 

 健康課長の岩崎でございます。 

 地域課長の小野でございます。 

 なお、奥野副区長、武廣戸籍登録課長、森保険年金課長、高下生活支援課長につき
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ましては自席待機としておりますので、御了承お願いいたします。 

 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事前連絡会におきまして委員の皆様の意見

がお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 

 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、委員定数１３名のうち１２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。 

 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下、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。 

 今回は、私も含めまして引き続き委員を務める方、新しく委員になられた方、また

元委員の方もいらっしゃいます。そして、委員の定数は１６名から１３名となり、こ
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れまで時間の関係で委員全員の御意見が聞けない会議もありましたが、本日の会議か

らは少し時間の余裕がございまして、これまでの一問一答でなくてもいけるかと思い

ます。 

 なお、議事につきましては議長を通してお願いしたいと思います。全員に発言をお

願いしたいと思っていますので、私のほうから御指名をさせていただきますので、何

とぞ御了承願いたいと思います。 

 そして、質問、御意見に対するお答えは担当課長にお願いしますが、項目によりま

しては補足及び直接区長にも御発言をお願いいたします。 

 何とぞ最後までよろしくお願いいたします。 

○香山政策推進課長代理 

 小玉副議長、お願いいたします。 

○小玉副議長 

 ただいま副議長に選任されました小玉でございます。議長の円滑な議事進行の補佐

役として精いっぱい努めてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願いを申し

上げます。 

○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、前田区長のほうから北区の新型コロナウイルスワクチンの接種状況に

ついてと、北区３か年計画の中間報告について、この２点、御説明をお願いします。 

○香山政策推進課長代理 

 お手元資料７と資料８になります。 

○前田区長 

 それでは、議長の指示に従いまして、私のほうから説明をさせていただきます。 

 前回もワクチンのことを話しました。これはワクチンが大体もう終わってきている

というところの説明と、ワクチン接種の振り返りというテーマと、世の中でうわささ
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れております３回目どうなるんだという、そこが今日の話の着地点ということでござ

います。 

 冒頭の写真が扇町プールの集団接種会場で撮りまして、区の広報紙のトップページ

に上げた写真でございます。皆さんから見て左手の写真が北区の医師会、そして大淀

医師会の先生方です。この先生方によって今回のワクチン接種をスムーズに回してい

ただいたということでございます。毎週、区民センターと扇町プールの２会場には医

師会から延べ３００名、毎週３００名のドクターと看護師が執務をいただくことにな

ります。これは市内最大規模です。インテックス大阪とか国際会議場は除いて、これ

が圧倒的に市内最大規模の接種能力を有することになりました。また、自院でもワク

チン接種をいただくと。ワクチン接種ができる診療所が多い区がこの北区でございま

す。この医師会が社会的使命であるということで積極的に人を出してくれて、自院で

も打ってくれたということで、恐らく皆さん当初はなかなか予約を取れないという時

期があったと思いますが、あれは圧倒的にほかの区よりも取りやすくてあの状態でス

タートしたということでございます。ほとんどの先生が本当に毎週通ってきてくれて、

午前中は自分のところの診療所で接種して、昼から区民センターに来て、夜は帰って

また打つということを回していただいて、本当に感謝しております。 

 右下の写真が、これは１階の区民交流プラザの写真です。我々は、インターネット

で予約することがなかなか高齢者はできないだろうと。きっとコールセンターはパン

クするであろうということで、ここに職員をかなり投入いたしました。その関係で事

業を止めたのがたくさんあります。だから、ここで予約は代行してでも取ると。だか

ら、多いときは、６月は、月曜日には２００名超えていました。区役所の前に行列が

できて、夏場の暑いときに区民の皆さん待たすわけにいかないので、ここの会場に入

れて、区民センターの会議室に入れて、そこで御用聞きのように回って、いつ御希望

ですかと。職員が全部代行入力して予約を取っていったと。２００人来たら２００人

さばくということをやりました。できるだけ区民の皆さんのサービスを強化すると。
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それでも、火曜日になるとまた予約取れませんでしたという人が大量に来るんです。

それを救うためにまた医師会に電話しまして、枠を空けてと。今週水曜日以降で接種

人数の能力上げてくださいと。また空けてもらって、水曜日に来た方を全部予約を取

っていくと。そういう繰り返しをしていました。 

 集団接種会場が８月の上旬に閉まることになりました。閉まった後はどうしたかと

いうと、香山課長代理のほうで毎日のように診療所に電話しました。４０ほどの診療

所が接種しています。そこに毎日電話して、今日先生のところ電話したら予約取れま

すかと、分かっていたので全部そこをチェックして、相談受けた区民の皆さんに、こ

こ今電話したらすぐ取れますよということで、その場で電話して予約取るとか、そう

いうことをしています。そういうことをしていると、北区の気のいい診療所が、区役

所がそこまでするんやったら、区役所枠あげるわと言って、ある特定の診療所が区役

所枠で一日何名くれていましたので、そこへ全部誘導すると。だから、ここに来た人

は手ぶらでは帰らせへんと。何らかの形で予約をちゃんと取って、今日取れるかあし

た取れるかは別にして、予約を取って安心して帰っていただくということを我々はこ

の半年間継続してまいりました。ほぼその役目は終わったかなという状況に入ってい

ます。 

 今のところ、これは大阪市の公表データですけれども、全市民は２回目接種５７．

６％でございます。ちょっと低めに見える。国の発表では７０％を超えたと言ってい

ますね。６５歳以上の高齢者は８７％。北区の高齢者は９０％超えています。若干今

低いのは１０代、中高大、このあたりがまだ接種が加速していないと、こういう状況

は読み取れます。ここら辺をどういかに上げていくか。したがって、現在大阪市の取

っている施策は、小児科医の診療所には大量にワクチンを供給しています。今我々が

扇町プールでやっているモデルナ会場でも土日は小児科医さんを常駐させて、子ども

たちが打てる体制を整えています。もし万が一予約するのが面倒くさいという方もい

らっしゃれば、予約なしで当日来てもらっても、予約が空いておれば打てるという状
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況にしています。でも、今の扇町プールは埋まり方２割です。８割は空いています。

そういう状況にあります。 

 ただ、大阪市がなぜちょっと低めに映るかということなんですけど、皆さんワクチ

ン接種したときに予診票って書きましたよね。集団接種会場では我々がリアルタイム

で入力するんですけれども、診療所で打った場合は、診療所から大阪市に送られてく

るんです。そこでまとめて入力するんですけど、ちょっとリードタイムに差がありま

して、１か月ぶれるんです。これがほかの政令都市と違うところ。だから、１０月１

８日現在なんですけれども、恐らくこの数字は１か月ぐらい前の数字を表している傾

向があります。ちょっとそこが世の中で言われている数字よりも低めに出やすい。た

だ、追っつけ上がってくるので、高齢者なんかは８７とかという数字になってくる。

時間の問題で、恐らく入力が終われば、今全体的に７割はされておるという数字と理

解いただいたら結構です。 

 これは区役所だけ、医療機関だけじゃなくて、皆さんの協力を得ました。初め、診

療所で打てると思っていなかったので。地域の皆さんにも説明会を開いていただいた

り、あるいは地域から情報を流していただいたり。民生委員の皆さんは、特に高齢者

宅を回っていただいて、まだ打っていない高齢者おれへんやろうか、おったら言うて

きてねと、こちらで予約取るからという連携の中でたくさん紹介をいただきました。

福祉コーディネーターの皆さんも情報発信をいただいた。 

 北区は恵まれたので、ボランティアの皆さんも会場運営に支援をいただいて、ここ

の委員でも笠井委員さんなんかは扇町プールと区民センターに、ジシン本のメンバー

と共に来ていただいて、誘導の支援をいただいた。あるいは、あまたある専門学校の

学生さんが同じようにボランティアとして活動してくれたという経緯がありまして、

非常に皆さんの支援とともに推進ができたかなと思っております。 

 これは、１０月２５日現在の北区のワクチン接種診療所の一覧。毎日のように電話

しているので、どこの診療所に電話したら打てるか打てないかはっきり分かっていま
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す。どこでも打てるようになりました。予約が埋まらない状態になっています。６人

で１本なんですよね。６人集まらないから打てないという変な事態が起こるんですけ

れども、でも今日現在でいくと、どこの診療所でも予約取れます。むしろ、もう診療

所は店じまいにかかっている。あんまりお客さん来ないので、１１月の何日かで終了

します。今月で１回目の接種したら、１１月は２回目だけ受けるという診療所が多く

なりました。北区は先ほどの数字よりも高い接種率なので、そういう状況になってい

るのかなと思っています。ただ、もし万が一近くに予約取れないんやという人がおっ

たら、何とかしますので、御連絡いただければと思います。特に、毎月１２歳が増え

るんです。１２歳になるたびに接種券が送られていくので、閉じるんですけれども、

接種する対象はこれから増えてくるんです。それはきちっと大阪市は会場を設けて打

っていこうという準備を今しているので、それはまた告知をしたいと。多少ですけれ

ども増えていく。ここで打ち止めで、はい、終わりというわけにいかない現実がある

ので、希望する方には必ず接種させるというのは、これは基本方針なので、１回目打

ったけど、２回目打つの忘れたとか、そういうことも全部のみ込むというための期間

は必ず設けたいと思っていますので、そういう方があれば区役所に言ってください、

何とかしますということだけ申し上げたいなと思っております。 

 区内にはいろんな人材がいます。専門学校には放送系の専門学校もあって、若い方

の接種率が低いことは分かっていたので、自分たちの専門学校にいる学生９５０人を

対象に、打つとする人、打たないとする人。打たないという人はどんな理由で打たな

いかを全部分析しはったんです。それを分析してユーチューブをつくってくれて、今

北区のホームページからそこへリンクしています。Ｑ＆Ａ方式。一番ありがたかった

のは、自分たちが関与してビデオつくったので、自分たちのＳＮＳのネットワークで

接種勧奨の拡散もしてくれた。我々なかなか若い世代のルートを実は持っていないと

いうことがあって、そういう活動をしてくれました。放送芸術学院専門学校、堀川に

ある学校ですけど、そこが支援をいただきました。これは北区の広報紙１０月号の表
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紙です。松井市長と話したら、えらい喜んでいました。 

 今のところ、個別接種がもう終わりかけていまして、ファイザー製のワクチンは恐

らく２４６万回接種した予定です。モデルナはインテックス大阪、マイドーム、国際

会議場、現在はＢＩＧ ＳＴＥＰ、扇町プール、やすらぎ天空館、中央スポーツセン

ター、ここで接種をしております。アストラゼネカは大阪城の城見ホール、それとＯ

－ＣＡＴで接種をしておりまして、モデルナとアストラゼネカがなくても３２４万回

分のワクチンは供給されておりまして、これは大阪市民の接種率７６％ぐらいじゃな

かろうかというアンケートが出ています。市民アンケートで。それを十分確保できる

ワクチンの供給量は出しておると。さらに上積みで今扇町プールなんかでもモデルナ

を動かしているので、予約率が２割ぐらいになっているということは、大体行き渡っ

てきたんじゃなかろうかという理解をいたしております。 

 今世間で話が出ています３回目をどうするかということ。これは厚生労働省のホー

ムページに出ていますので正直申し上げますと、準備に入っていますというのが正解

です。どのワクチンが来るか知りません。いつから来るかも知りません。これは追っ

て明示するということなんですが、行ったときに打てる体制を準備してくれというの

が厚生労働省からの指示でございます。その準備を今進めてございます。ただ、１番

に書いています対象者の回数というのは、２回目を接種した方のうち８か月経過した

方。恐らく、今回運用で考えているのは、前回は６５歳以上の人に一斉にばーっと接

種券を送っちゃったんですよ。あれは、本当は上から順に送りたかったんです。ただ、

そうできなかった理由が１つあって、当時、高齢者施設でクラスターが発生していた

ので、そこを優先的に打っていこうとすると、我々は８５歳の方はわかっているんで

すけれども、８５歳の方が家におるのか高齢者施設におるのかが分からないんです。

そのために、一斉に送らざるを得なかったというのが前回なんです。だから、着いた

けど、これどないしたらええのという事態が発生して回ったということです。ただ、

3回目は、Ａさんがいつ打ったか我々は完全に把握しているので、打った順番に送っ
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ていきます。だから、届いたら予約してねと、こういうサインでいけるので、3回目

はそんな大きな混乱はないと思います。あのときよく言われました。接種券来たけど、

どないしたらええねんと。それは今回はなしにいきたいなと思っています。２回目接

種していない人には送りません。なぜならば、今持っている券で打ってくれたらいい

からです。３回目の接種券は２回を接種した方のみに８か月後に送られると、こうい

うことになろうかと思います。ただ、開始時期が未定なんです。どうも内閣総理大臣

の発言の中では、医療従事者は１２月から打とうかと、そういう発言はありましたが、

その他についてはまだ発言がございません。ただ、仮に打つとするならば、医療従事

者は恐らく４月に２回目打っていますから、今年の１２月が８か月後になります。高

齢者さんは、施設に入っていない方、皆さん方は６月以降に２回目打っているはずで

す。早い方で６月の中旬から下旬だったと思います。ということは、１月以降、２月

に近い１月以降が８か月ということになるのかなと思います。 

 ワクチンの種類、まだ見えていません。これ、契約が終わっていないということら

しいです。モデルナで何ぼ、ファイザーで何ぼ、分散すると思いますけれども、それ

がまだ分かっていません。それと、交差接種、１回目、２回目はファイザーなんだけ

れども、３回目はモデルナでもええのかどうかというところは、これは治験によるの

で、これはまだ確定をしていないということでございまして、そこら辺は虫食い算を

詰めながら皆さんに情報を流していく。ただ、我々行政としては３回目の接種の準備

をするということの指示は来ていますので、さあ、ワクチンがあったというときに出

遅れない準備体制は整えていくというのが今日現在の正解の値やと思っていただいて

結構かなと。恐らく１回目、２回目、おおむね接種が終わりつつありますというのが

今の感触です。３回目に向けての準備をスタートしておりますというのが確定の情報

ですということだけお伝えしまして、冒頭のワクチン接種ということについての説明

を終わらせていただきます。 

 ちょっと頭を切り替えていただいて、これからは、ちょうど去年の今頃、１年前に
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遡ります。そのときに北区の将来ビジョンを定めて、３か年計画を定めましたと。そ

こから、今年、初年度なので、初年度の目標のどこまで来たかというのを今から説明

するということでございます。 

 冒頭申しましたとおり、私はワクチンの集団接種、あるいはコロナ罹患に伴う疫学

調査、陽性者の自宅待機のフォロー、これが最優先やと思っていますので、これを最

優先にして、できないことはストップということで今までやってきました。したがっ

て、中止する事業もありました。区民カーニバル、食育展、緊急事態宣言中の会議体。

この会議もそれにのみ込まれました。各種啓発活動もやめています。やめることによ

って、職員をそっち側に全部シフトするということです。自宅待機者も結構な数出ま

した。数百名おりましたので、毎日うちの職員が土日も出勤しながら状態観察をする。

緊急時はドクターに出動をお願いする。その毎日でした。ワクチンの集団接種会場を

運営するということはそれなりの人員を投入するということなので、それを優先的に

割きました。結果、中止事業がありました。 

 ちょっと心残りがございまして、勝委員が担当してくれていたと思いますが、はた

ちの集いが延期したままです。今年の１月に中止しまして、それから幻のはたちの集

いが何回か計画されまして、３月にやろうか、ゴールデンウイークにやろうか、７月、

８月、９月にやろうか、全部挙がりましたけど、全部緊急事態にのみ込まれました。

現在、来年の１月８日にはたちの集いをやろうと。翌日に今年度のはたちの集いをや

ろうということで、何とかこれをやり終えて、これ以上の延長戦なしで終えたいなと

いうのが思いでございます。 

 本当は、今日ここに来るまでに、例えば教育のことであればＰＴＡ、それから放置

自転車のことであれば対策協議会、地活協、民児協、社協、そんな会議で今日の話の

議論をしながらここへ参りたいんですけれども、緊急事態宣言明けということで、こ

の会議が先行になりました。追って、この会議を終えてから御報告申し上げるという

つもりでおります。 
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 新しい委員さんもいらっしゃるので、去年の１年前に決めたことは、北区の将来ビ

ジョンは各地域の地活協の―北区は地活協ごとに将来ビジョンあるんです。そこに

書いている文言からすると、「人が集い、ともに支えあい、絆をはぐくむまち」とい

うことを皆さんが志向していると。だから、これは皆さんの言葉の中から出たフレー

ズなので、これを一つの北区の将来ビジョン、めざす姿のイメージにしようと、こう

いうことを取り決めました。ただ、私は、全ての３か年計画に数値目標が要るので、

それをいわゆるマーケットシェアという理論の中で数値目標を決めたいということを

申し上げた。７４％が、みんなが知っているレベル。北区民に聞いてもみんな知って

いますよと７４％ぐらいの方が答えてもらえる。７％という目標は、聞いたことがあ

る。そういやそんな話聞いたことあるなというレベル。７％、２０％、４２％、 

７４％、それぞれマーケットが変わってくるので、全ての項目にその値を掛けまして

目標を決めたのがこちらでございます。 

 例えば、これ全部説明しませんが、防災であれば人口の７％ぐらいが災害訓練に参

加している。実はこれもともと３％なんです。３％というのは、ほとんど知らんとい

うことです。倍の７％いって、そういや、聞いたことあるなという時代をまず迎えな

あかんと。本当はもっと、ジシン本の皆さんの活動もあるから、２割、３割に行きた

いんやけれども、階段のステップを上がりましょうということでそうしました。 

 こども１１０ばんというのは、今、犯罪は減っているんですけど、子どもの事故と

特殊詐欺は増えておるんです。その中で、子どもを見守る目を拡大する必要がある。

子どもの犯罪がどこで起きているかというと、学校帰ってから公園や道端で起きてい

ると。今までみたいにこども１１０ばんを家という場所だけに定着すると、子どもの

ディフェンスができへんと。公園や道端に誰がおるねんって、自転車か車か歩行者し

かおらんわけやから、そこにこども１１０ばん機能を委ねたいと、こういう話で動き

ました。今日、南埜さんのかばんにはこども１１０ばんバッジがついていたと思う。

最近、こども１１０ばんのひったくり防止カバー、よく見かけるようになっています。
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徐々に件数が増えてきているから。そういう目標を一個ずつ立てました。３年後の目

標を立てたんやけれども、単年度、単年度の階段の上がり方があるので、今年度何ぼ

ですという目標も去年決めた。これがこの表で、今日後々この赤いところの行だけ説

明します。 

 防災訓練は、今年度、目標７，０００人にしておりますが、現在、２，０００人し

か参加者がございません。これはジシン本の受講者も含めています。なぜかというと、

小学校を機軸に保護者、地域を集めて防災訓練をしようというのが狙いだったんです

けれども、学校はいかんせん１学期、緊急事態にのみ込まれてそういう事態じゃなか

ったので、２学期に集中する見込みです。したがって、今の段階では７，０００人目

標ですけれども、２，０００人しか防災訓練に参加していない。これはタイミング的

に仕方ないなと。これから追い上げをしていきます。ただ、新しい仕掛けもしまして、

継続的にジシン本はオンラインで講座を流していただいております。今度は豊崎中学

校の防災訓練を１１月にしますが、これは大工大の全面バックアップで新しいメニュ

ーを展開します。いわゆるロボテクス、ロボット技術を活用した防災訓練のデビュー

戦を迎えると。本当はこういうゴーグルみたいなのを着けて災害体験をしようと思っ

たんですけれども、今、感染防止上、人が着けたのを回して着けることはできないの

で、ドローンとか映像を映して何かしようかというところにしたいなと思っています。 

 それと、新しい取組としては、１２月にＮＨＫに区民センターに来てもらう。１週

間区民センターを閉鎖します。そこで防災サバイバルというゲーム感覚で防災が学べ

るイベントを全小学校の６年生に体験させます。これはどんなのかというと、６人ぐ

らいのグループに小学生を全部分けまして、壇上でＮＨＫの普通の防災授業を始める

んです。あるとき突然その画面がＮＨＫの緊急地震速報に変わる。それまでに、地震

が起きたら机の下に、テーブルの下にもぐって身を守れということをさんざん言うて

るので、子どもたちは恐らく机の下に隠れると思う。そこに、机の裏側にミッション

カードが貼ってある。そこから夢の冒険が始まる。それを開けると、次することが書
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いてある。宝箱を探しに行かなあかんわけです。宝箱を探しに行って、宝の鍵も探さ

なあかんし、それを開けるとラジオが出てきて、そこでいろんな情報が取れたり、暗

闇の中を歩いていって宝物を探したり、いろんな防災にまつわる行為をする。クイズ

もする。それがタイムトライアルで、ゴールを早く切った者が勝ちみたいな、そんな

ゲーム感覚のもので非常に人気があります。此花区で２回ほどやりました。子どもた

ちの評判は上々。大人がやると負けます。防災リーダー対子どもでやったんですけど、

圧倒的に子どもの勝ちということで、そういう楽しみながら防災を理解するというこ

とにも少しチャレンジしたいな思っています。 

 親子の絆づくりプログラムというのは、第一子がいる。初めての子。おじいちゃん、

おばあちゃんが近所にいない。子育てしんどい。友達もおらん。こういう人の中で、

くじけないように、いろんな子育て支援の相談に乗ったり、友達をつくるみたいな、

そういう事業をやっています。１００人集めようと思っていたんですけれども、２０

人のイベントを５回やったら１００人になるんですけど、今コロナ禍で保健師がそこ

に回ることができなかったです。みんな状態観察の電話対応に全部回っています。そ

れと、この会場でやったんですけど、２０人は密過ぎるというので、１０人ぐらいに

規模を縮小しました。これから追いかけてやりますが、恐らく１００人は無理です。

この事業は多分、今年度目標は達成できないと思っています。ただ、これに代わる事

業を別に展開させていますので、それは後ほど御説明を申し上げます。 

 説明していない最後の待機児童ゼロですが、今年度は待機児童が４月の段階で１名

おりました。来年度に向けては、いろんな皆さんからの情報をいただきながら積極的

に保育園の開所に向けて動いております。来年は２園新しくオープンいたします。特

に家賃補助制度というのがあります。北区に保育園が来ない根幹的な理由は、家賃が

高過ぎる。北区にテナントビルを借りて、収入一緒ですよね。保育料は。家賃の固定

費が高いと経営が成り立たんという大きな問題があったので、当時、松井市長にお願

いして、家賃補助制度をつくってもらった経過があります。私、またこの間行って、
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厚かましく家賃補助制度延長してほしいとお願いしてきて、これも了解されました。

毎年複数の保育所がオープンしていただいているということになります。来年は新園

２園と分園１園の計３園が開業して、まただんだんと開所できるかなと思ってござい

ます。 

 今の説明しなかったところで補足の説明を幾つかさせていただきますと、子どもを

見守る目としてこども１１０ばん活動を積極的に展開しています。くれぐれも申し上

げますが、これ子どもだけを相手にしているわけじゃないです。こども１１０ばんと

いうのをフラッグにしているけれども、これは、相手は女性でも高齢者でも障がいを

お持ちの方でも全部一緒です。何かお困り事があれば皆さんで助け合うまちになりま

せんかということです。気づいた人が助けてあげてくださいと。ただ、犯罪系は割っ

て入らんといてくださいと。その人に危険が及ぶ可能性があるので、スマホで警察に

電話してくださいと。警察はこの活動よく知っていますから。電話が入ったら駆けつ

けますということなので、これを拡大していこうと。今年度目標を１万５，０００件

に置いていましたが、もう１万５，０００件終わりました。２万件受けて、今鋭意準

備をしている。何を準備しているかって、グッズがないんです。皆さん頑張って配り

過ぎていただいたおかげで全部在庫がはけまして。あまり税金使っていないんです。

私、全部寄附で物をもらいに行っていまして、ロータリークラブさんに寄附していた

だいたりとか、某企業さんに御寄附でカバーをいただいたりと、物納でいただいてい

る作業をこの間も行ってまいりました。継続して寄附くださいということをお願いし

ていますので、また仕入れ次第アクセルを踏み込みます。 

 北区内の消防自動車にはこのステッカーが貼っています。消防隊は火を消すことが

仕事なんやけれども、ふだんの巡回の中でそういうのを見つけたらカバーする。郵便

局の車にも全部貼っています。これは公的な匂いのするところは全部有無を言わさず

協力ということでしています。皆さんの自転車にこんなカバー貼っています。最近よ

くすれ違います。ない人、言ってください。いつでも渡します。こういう缶バッジ、
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あれもかなり普及して、これはどこかのスーパーさんが、店員さん全部着けてくれて

いる。多分もっと目立つようにエコバッグをつくろうかなと。エコバッグにこれぐら

いの大きいマークつけたほうが目立ちやすいし、私、この黄色のマークがまちなかで

よく見かける状態、捕まえるんじゃなくて犯罪を抑止する状態にしたいので、たくさ

んこれが露出するまちにしたいので、ふだん持っていただけるエコバッグのほうが目

立つし、いいのかなと思って、その準備に今入ってございます。ただ、思ったよりも

ハイピッチで皆さん普及浸透推進いただいているので、この場をお借りしてお礼を申

し上げます。社協の車、自転車、全部に貼ってって、きのう持っていきましたね。一

応そういうことです。 

 北区の１つの大きな課題は放置自転車。ターミナルを抱える中央区と北区には放置

自転車問題というのが大きく根づいています。これは放置率という単位で定量化しよ

うと。放置率というのは、分子にあるのは放置自転車の台数。分母を何で割るかとい

うと、放置自転車の台数と、駐輪場にとまっている自転車の台数を足したのが分母。

これが今、令和元年度で１７％です。この１７％は低くなるほうがいいんです。ゼロ

にはならないと思います。低くなっていくと放置問題が解消していく方向になってい

ると。手段は３つしかありません。ここに自転車乗って来ないでくださいという。極

端な言い方、そういうことが１つ。それと、とめる場所をつくる。駐輪場をつくると

いうのが１つ。実は駐輪場は空いていたりするんです。皆さん分かりますよね。スー

パーの入り口に自転車置場があったらとめるんやけど、スーパーの裏口にあると表に

とめたくなります。あれと一緒。前に放置自転車いっぱいあるんやけど、裏に回った

ら自転車置場空いているというのがあるんです。そこへの誘導啓発。これが３つ目の

作戦です。この３つを組み立てていかなあかん。高山先生から春に議会質問でされた、

１７％を令和５年に半分の８％にしますということを公言しながらいろんな実行計画

を落としていると。こういうのが今の状態です。 

 昨年は、予算も何も決まっていたので、駐輪場も新たにつくれないというのが分か
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ったので。今思って、今年度つくれないんですよ、大阪市って。計画経営せないかん。

仕方ないので、昨年は定期利用しているところがちょっと空いていたりするので、見

直して、時間貸しに変えてよということで２００台ぐらい駐輪場スペースを生み出し

ました。駐輪誘導員というのを重点エリアに置きました。これは、こことめたらあか

んで、あそこの駐輪場空いてるでと、こういうことなんです。梅田の茶屋町の大工大

の前辺りに立っています。南森町はスーパーの前に立っています。天六の阪急オアシ

スの前にも立っています。堂島のアバンザ堂島というビルの前にも立っています。あ

っち行ってあっち行ってとやると、やっぱり少し誘導効果があって、駐輪場の利用率

がすごく上がっています。これはこれで稼働してきているのかなと。私は、撤去する

ことを是と思っていませんが、たまには厳しくいっとかなあかんと思ったので、撤去

も定期的に、大分回数入れています。今日来たらあしたは来ないと思っていますから、

今日来てもあした行くんやと、そういう変則もやっています。今度、５時に行って、

もう一回７時に行きます。どことは言いません。その頃に帰ってきてはるはずなので。

多少厳しいこともしていかなあかんと思っています。でも、つくるものはつくりなが

ら、締めるものは締めるというのが大原則やと思っています。 

 ちゃんとマーケットも調査しています。天六のビルから定点カメラで阪急オアシス

さんの横の自転車、誰がいつとめるか全部調査しました。何時ぐらいに来て、何時ぐ

らいに帰っていくかを全部ビデオカメラで定点観察して調査しました。あまり大きい

声で言いません、あそこにとまっている半分以上は某スーパーへ流れています。社長

を呼んで、ええかげんにせえよということで、お互いに役割を決めて、今少しましに

なってきている。間もなくあそこに子どもの絵を貼ります。豊崎中学校も参加いただ

いて、路盤に子どもの絵を貼りながら、まさか子どもの絵の上にタイヤで踏めへんや

ろうということもしながら。スーパーの駐輪場も若干空いているんです。そこへ誘導

していくということを図りたいなと思って、こういうマーケットもしています。同じ

ようなことを阪急梅田ターミナル、それから堂島周辺でやります。この自転車、どこ
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から、いつどういう目的で来ているのかという調査を全部します。そこに向けた対策

を、全部協議を地元としていきたいと思っています。 

 今年度は何をしているかというと、２年ぶりにまともな駐輪場をつくります。南森

町のスーパーの前。梅田東というのはナビオの前。それと堂島、第３ビルの南側に 

８５台ぐらいを取りあえず確保しました。新しい発想としては、なぜ北区に駐輪場が

つくれないかということの根本的な理由は、場所がないんです。歩道に駐輪場が好き

ほどつくれたらいいんですけれども、歩道というのは人が通る道なので、基本的に５

メートルの歩道幅が要ります。５メートルの歩道幅の中に２メートルの駐輪スペース

があり、残り３メートル確保する。これは警察がそれじゃないと認めませんから。た

だ、５メートル幅の歩道がこの北区にないんです。もはや。だから、新しいところが

なかなか開発できない。そこで目をつけたのが、発想を変えて、公開空地という空地

を利用するという発想なんです。これは何かというと、歩道としては３メートルしか

ないんだけれども、後ろにビルのオープンスペースがある。ここには必ず建物が建た

ない。そういう場合は、合わせ技で５メートルあったら、ここに駐輪場つくってもい

いかと、こういう発想に立とうかなということを具体的に進めて、一部地域は警察協

議を終えております。こういうところで新しい用地をつくっていく。 

 もう一つ厚かましいお願いもして、公開空地内に駐輪場つくってくれへんという交

渉をピンポイントでビルにしていっています。今、４連敗です。そら、僕がビルのオ

ーナーやったらそう言いますわ。今の北区の放置自転車が大量に自分のところの敷地

に流れてきたときに、テナントの理解が得られないと。これが回答です。今のところ

４連敗。地域からいろんなアイデアをもらって民間駐車場を駐輪場に変えてって、そ

の交渉まで区役所がやっています。この間、阪神高速に行って、駐車場を駐輪場に変

えてくれへんかと言ったら、あほかと言われて。いいんですけどね。手段は選ばへん

と。やれる可能性があるものは交渉のテーブルに載せて全部やって、丸かペケかは地

域でもう一回戻して話ししようと、こう思っています。 
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 シェアサイクル、これは後で説明します。 

 大阪工業大学の旭区にある都市計画の部隊が、今学生がここら辺に散ってくれて、

北区の駐輪場が整備できるような場所を根掘り葉掘り全部区長に成り代わって調査し

てくれていますので、間もなく提案をもらえます。 

 堂山の方が熱望していた御堂筋の歩道を駐輪スペースみたいなもので活用できない

かという案については、今沿道計画に着手して、今から調査を開始する段階まで来た

ので、すぐには、できませんが、ようやくこれからまちづくりの協議を始めようとい

う段階に入っています。私がこういう啓発に行ってよく言われるのは、そんなん言う

たって、どこに駐輪場あるか分からへんと言われる。駐輪場のマップをつくろうと。

中央区は紙のマップつくっている。そんなの時代が違うので、デジタルマップでスマ

ホでぱっと見れて、ここに駐輪場がありますよというデジタルマップにしようと。こ

の間、毎日放送に協力いただいて、梅田の辺りの駐輪が大変やということを放送いた

だいたのもやっています。いろんな情報で拡散しながら、考えられる手は全部尽くそ

うと。 

 一番手っ取り早いのは市有地への駐輪場の整備です。もうやれるところからやりま

す。理屈は考えません。やりやすいところで、とにかくやれるところに飛びつくとい

うのが私の方針です。第１ビルの北側に鬱蒼とした森がある。手入れしていないから。

ここ、高木は切ると地域の方も嫌がられるから、低木のところを切って駐輪場に整備

したいと。来年度。梅田のエストの北側に大阪市の土地を見つけたんです。下水道敷

なんです。上に建物絶対建たないです。売れないです。ここを駐輪場に変えてしまお

うと。ただ、今、接道していないので、この土地。道に面していないんです。道に面

していないので、某企業さんに上を通るのを許してという交渉に入っている。それが

成り立てば駐輪場に変えてしまいます。エストの北側のええところやと思います。 

 新御堂沿い、堂山も結構、阪急東通り商店街辺り大変なんです。今年度、民間駐輪

場が撤退したので減っているんですけど、新御堂沿いに少し土地がありそうなので、
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これは来年度狙いに行こうと思っています。 

 公開空地はこれなんです。いわゆる発想の転換というのは、北区の土地、歩道が大

体２メートルぐらいしかないんです。公開空地はたくさんあるんです。こういうとこ

ろにつくりたい。２メートルで警察は認めてくれなかったです。少なくとも３メート

ルぐらいないと駄目やと、こういうことです。これも発想の転換で、ここには絶対建

ちません。空地を空けることによって容積率、高さ制限の緩和を受けているので、こ

こに絶対建物は建たない。この建物がある限り建たない。それを合わせ技で歩道とし

てみなしてほしいということが成り立てば、北区に駐輪場がつくれるはずやと。歩道

上に駐輪場をつくれる。これを徹底的にやろうと思っています。 

 もう一個、シェアサイクルやります。シェアサイクルってレンタル自転車なんです。

スマホで決済するので、非常に簡単なんです。普通はまちなかをサイクリングして回

るために普及し出したんですけれども、私そんなこと今考えていませんで、シェアサ

イクルを公園の中に置けるんです。公園には駐輪場つくれないんです。都市公園法で。

つくったら駄目なんです。シェアサイクルは置けるんです。条例で決まっているんで

す。西梅田公園の中。それから、市役所の北側、堂島公園がある。いわゆる新地の南

側です。この公園にシェアサイクル。それと区役所。ここも朝から、区役所開く前か

ら自転車とまっていますから。これ何を言っているかというと、シェアサイクルと放

置自転車ってどう関係するかといいますと、シェアサイクルの定期利用２，０００円

なんです。２，０００円払ったら乗り放題なんです。毎日駐輪場に１５０円出してと

めるぐらいやったら、シェアサイクルのほうが安いんです。メンテナンスせんでも勝

手にバッテリーはチャージしてくれるし、できるだけシェアサイクルを活用して動い

てほしいと。車と同じように、所有する時代から、どこかで借りる時代に変わってく

ると思うので、どんどんシェアサイクルの社会実験をしていって、これがどう放置自

転車の改善を伴うかということをテストしていきたいと思っています。特にこれを堂

島エリアの皆さんと、加入促進も含めて連携しながら進めてまいろうと思っています。 
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 来年度は、大阪市の土地への駐輪場設置台数２００台以上。絶対負けへん。これ以

上の台数を上積んでくれということを建設局に指示をしている。２００台以上。つく

るものはつくる、締めるものは締める、これでいきたいと思っています。 

 また、いろんな映像も、専門学校の子どもたちに協力いただいて、ユーチューブで

放置自転車の啓発動画みたいなのもつくりながら、まちなかにあるデジタルサイネー

ジで流していくとか、いろんなことをやっていこうかなと思っています。 

 １年前にここで出ました自転車マナー。とまっている自転車だけじゃなくて動いて

いる自転車も何とかしてよと。一応警察と協議しながら啓発に努めますと。区内には

デザイン関係の専門学校もあるので、大阪モード学園に啓発のフラッグになるポスタ

ーをつくってと言うたら出てきまして、これができました。最優秀賞、ウサギと亀さ

ん。「また油断？ えらいこっちゃ みてや見てや るーる守ってな きをつけてや

 たいそうな事なってまうで くやしい気持ちになりたないやろ？」、そんな大阪弁

のコピーがあって、これをフラッグにしながら、来月号の区の広報紙のトップに持っ

てきて、警察と共にいわゆる動いている自転車の啓発をスタートしようと、こういう

ふうに思っています。 

 学校につきましては、前回も松田委員からも意見が出た、いわゆるここで論議して

いるのは狭いフレーズなんです。学校は学校で教育委員会の予算もあって、自分のと

ころの特色に合うような学校施策をできる予算を校長が持っています。学校予算です。

それとは別にブロック予算とかあって、ここ、第２教育ブロックなので、北区と都島

区と連合ブロックなので、そこでは自主学習とか教員の研修費用の予算を各学校に配

付しています。それ以外のところがこの北区予算で学校に流す予算なんです。この件

をここの場で論議しています。我々は、学校の教師と話しながら、ＰＴＡの皆さんと

も話しながら、子どもの夢づくりをしようと。夢や目標を明確に持つことによって、

そこにチャレンジしていくと。そういう人材をつくり出そうということを協議をしま

して、そのためにいろんな芸術鑑賞とかそういうものを展開していたり、あるいはキ
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ャリア教育に力を入れる、そういうことをしています。 

 今年度、Ｐｅｐｐｅｒ君は１１小学校の中の２校に展開しました。小学校ではプロ

グラム教育というのが今年度から始まっているんです。Ｐｅｐｐｅｒ君を試行で２校

に入れました。来年度は９校ぐらいまで入ります。なぜ２校抜けるかというと、校舎

工事中で、校長室でバッテリーチャージして、教室に移動させることができないとい

う事態です。１、２年の中では解消できると思います。初めは、僕は学校でＰｅｐｐ

ｅｒ君を授業としてうまく活用してと思ったんですけれども、今そんな思いがないん

です。そう思ったのは、僕たちの世代は、テレビのチャンネル回してつける。最近で

はリモコンですよね。うちの孫、リモコンも使わないんですよ。テレビの前にＡＩロ

ボットがいまして、「アレクサ、テレビつけて」って言ったらぱっとつくんですよ。

もうそういう時代なんですよ。少なくともこの子たちが大人になるときには言語で全

てロボットとのコミュニケーションが始まるので、こういうのを普通に置いとってく

れと。朝の朝礼台の横に置いとってと。常にさわれる状態にしてと。それが教育なん

やと思うということで、今学校に押し込んでいっております。 

 子どもたちの夢づくり事業、幾つか紹介しますが、１つは職業出前授業。ここには

７０を超える企業。５００社ぐらいあるんですが、７０を超える企業がこの事業に協

賛してくれて、中学校に講師を派遣してくれます。会社のことも言うてほしいんです

けれども、自分がこの仕事に就いて夢は何ですかと。その夢を実現するためにどんな

努力しているんですか、どんな苦戦があったんですか、全部そういうことを言ってほ

しいんですということに協賛いただいた会社が７０社ある。今どんどん活用されてい

ます。１月に北稜で試しにやってみたら、校長がこれええわと飛びついたので、今、

新豊も終わりまして、また大淀中学校、全部へ伝染していっています。僕が言うより、

試してみたらよかったみたいです。そこのラジオのＤＪも来てもらいました。宇宙飛

行士も来てもらいました。今度来るのはサイバーダイン社というロボットスーツの会

社です。実物を持ってきてくれるというので子どもたち張り切っています。武田製薬
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さんが来ます。時代に合った最先端のことで、ワクチンなんか、どんな苦労しながら

つくったということを話したってほしいなと思って、これは結構今受けています。こ

れはまた来年の特集で広報紙で発表します。 

 夢づくりの芸術鑑賞は、今小学校４年生以下は学校に来てもらって、今年は人形劇

でした。すごい興奮しますよ、小学校低学年。ひーひー言うてます。５年生は能楽堂。

来年、年明けてから行きます。１学期行けなかったので延期したんです。６年生はシ

ンフォニーホール。これは２月です。６月は緊急事態が出て延期したんです。今、３

年生はミュージカル。劇団四季のリトルマーメイドを見て、あの３年生が最後立ち上

がって拍手していました。あれ見たら、この事業やってよかった、あの時代の感性の

子に本物をぶつけるとこれだけ興奮して熱狂的になるんやと思って、この事業やって

よかったなとこの間思いました。来年度は、図に乗って梅田芸術劇場を狙おうと。３

年生は梅田芸術劇場でミュージカル。ただ、多分来年もコロナの影響を受けるので、

梅田芸術劇場って２週間ぐらいしか演目ないんですよ。延期できへんのですわ。来年

はちょっと危険なので、来年は２学年に劇団四季でオペラ座の怪人を見てもらおうか

なと思っています。これは北区にあるからできるんです。 

 夢づくり事業、夢ばっかり並んでいますが、この間、シンフォニーホールを借り切

りまして、何と中学校吹奏楽部全員でコンサートをさせていただきました。緊急事態

宣言下で観客ゼロ。本当はそこで拍手してやって教育になるんですけど、仕方ないで

すね。やることを優先しました。でも、子どもたちすごく興奮していました。こんな

んしてくれるの、私もっと楽器演奏頑張ると言って帰るんです。それがいいんです。 

 次は、ちょっと役所っぽくない黒い映像で。今年、子どもたちはすごく自粛してい

ました。大人だけですわ、阪急東通り商店街で緊急事態宣言下で飲んでいるのは。子

ども、黙食していますよ。夏休みも自然学習体験できないですよ。経験という機会を

逸失していますよ、子どもは。だから、来年はもっと子どもに夢を与えようと思って、

ｅスポーツ大会とダンス大会。ダンスって２０２４年パリオリンピックの正式種目で
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すよ。もうそういう時代になったんです。ｅスポーツは落選しましたけど、これ世界

７５か国以上ではやっている。この大会、賞金１億ですよ。そういう時代なので。専

門学校たくさんあるんです、北区に。そこがちゃんと支援してくれるので、形ができ

るかなと。これも北区だからするんです。我々が考えたらろくなものになりません。 

 最後に、来年は、まず入り口は子どもたちにギネスに挑戦させます。豊崎小学校で

感謝状をつくるという授業をしています。人に感謝状を書くんです。親に書いてもい

いし、頑張った賞を自分で書いてもいいです。感謝状をつくるという授業をしていま

す。これいいなと思って。校長集めて、これやれと。来年は小中学校全員やれと。そ

れはそれで、人に感謝するということの道徳的な価値を植えつけるのはかめへん。自

分によく頑張ったなというのは自己肯定感になる。それでもかまへん。それでやれと。

それやったら面白くないので、その写真を１０万枚集めてギネスに挑戦しようと。賞

状を持った写真を１０万枚集めるとギネス世界記録が達成できる。これ入り口は学校

で入ったんですけれども、北区在住、在学、在勤、通りがかりの人、阪急もＪＲも企

業もみんな協力してもらって、１０万人めざして、北区みんなで世界一を狙おうと。

小学校、中学校にはギネス世界記録の認定証を渡してやろうと。地域集会所にはギネ

ス記録の認定証を配付します。商店街はこれを商売のキャンペーンに貼ってって、こ

の間火をつけてきました。みんなで大騒ぎして、もう少し楽しい社会に。自粛はせな

あかんのやけれども、楽しい社会づくりの１つのきっかけになるようにこのギネスを

使おうと。今ギネスで走っているのは私と、このポスターをつくった梅田東の三島会

長、この２人が走っているだけで、実務は周回遅れでついてきておりまして、まだギ

ネスとの細かい調整とかそんなことは全くできていないので、来年の春ぐらいにそう

いうことができて、皆さんが参加して、何か人に感謝するということは悪いことじゃ

ないですよね。普通のことですよ。いただきます、ごちそうさまも感謝じゃないです

か。日本の文化の根底なのでね。そういうことを子どもたちに教えながら、大人もそ

れで教えながら、大人も楽しみながら、コミュニケーションの手段として使いながら、
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それで北区民全員が世界一の記録を１つ持つというふうなことをやりたいなと思って

ございます。 

 虐待は、今のところ児童虐待ゼロに向けて取り組んでいます。ただ、不安な要素は、

ここのところ、子育て相談の件数が倍増しています。昨年に比べて倍なんです。今、

ここにお母さん方集めるというイベントできなかったんですが、去年は認可外保育所

を職員が全部回りました。いろんな相談に乗っています。２２０件相談に乗っている。

今年は認可保育所と認可外保育所、全９２園あります。全部回る。今９５％ぐらい回

りながら、保護者との対応とか、子どもたちの精神的肉体的成長の課題とか、そうい

うのを聞き出しながら個別に相談に乗るということを、さっきの人を集めるというこ

とができないので、行って、出前持ちでやるということで、代わりのものをつなぐと

いうことを今しております。 

 コロナの関係で地域活動も再開を。小玉会長言ったとおり。全部マル。全部やって

と。学校の子どもの授業時間中に学校を使うことだけ遠慮してほしい。彼らはワクチ

ンを打っていないから。これだけです。あとは黙食でマスクして換気も取ってやって

くださいと、こういうことにしています。全部丸。来年度は区民カーニバルやろうと

思っています。ただ、やり方を考えてほしいと。コロナ禍でもやれるメニューを考え

ましょうということで、来月から検討委員会をつくっていただいて、そこで３月末ま

でにメニューを検討して、やれるやり方をやって、来年の今頃に区民まつりをやって

いるという状況をつくりたいと。ちょうど１年後です。新しいことを４月から始めな

いと間に合わないです。僕が懸念しているのは、やっぱり運動会はちょっとしんどい

んちゃうかなと。この区は運動会と文化祭の二本立てなんですけど、子どもたちがワ

クチンを打っていない以上、なかなかしんどいやろうなというのが学校の反応です。

ひょっとしたら５歳以上にワクチンを打てる時代が来るかもしれませんが、先ほどみ

たいに若年層の接種率が非常に低い。保護者が止めてはると思うので。そう考えると

なかなか、子どもたちにワクチンが１年後に行き渡っているのかなというのが心配で、
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それで全部がこけないようにメニューは考えていかなあかんかなと。これはもう実行

委員会の皆さんに今週スタートでお任せしようかなと思っています。来年はやれるや

り方を考えたいと、こういうことでございます。 

 ちょっと長くなりました。以上でございます。ありがとうございました。 

○山田議長 

 区長、ありがとうございました。 

 丁寧な説明報告によりまして、北区の動きが手に取るように分かっていただいたと

思います。 

 今の説明報告の中で、委員の方、御質問ございませんか。時間を予定より多く取り

ましたので、会議のほうは一問一答でいきたいと思いますけれども、まだもう一つ説

明がありますので、しばらくお待ち願います。 

 それでは次に、令和２年度北区運営方針（自己評価）についてと、令和４年度北区

運営方針（素案）について、この２点を片岡政策推進課長、御説明お願いします。 

○片岡政策推進課長 

 政策推進課長の片岡です。よろしくお願いします。 

 まず、次第の議題のところを見ていただきますと、今議長からありましたように、

今回の議題は令和２年度の振り返りと令和４年度予算に向けての素案ということでご

ざいます。一番下の資料のところを見ていただきますと、資料の１と２が令和２年度

の振り返り、資料の３と４が来年の予算に関わる素案ということになっています。資

料５は前回の区政会議での委員様からの意見への対応状況、資料６については今回の

事前質問に対する回答をつけております。またお目通しのほどよろしくお願いします。 

 では、まず資料１を御覧ください。 

 これは、令和２年度の振り返りの主な取組状況ということになっています。これの

まず一番右端の箱を見ていただきますと、具体的取組１－１－１地域活動協議会によ

る自律的な地域運営の促進に関わりまして、一番右の箱ですが、業務目標及び達成状
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況とありまして、目標９１％以上に対して結果が９０．１％ということで、この項目

だけ目標未達ということになっております。これにつきましては資料２、冊子のほう

の５ページをお開きください。資料２の５ページの右のところを見ていただきますと、

プロセス（過程）指標（取組によりめざす指標）という欄があります。これの上から

３行目に９１％以上という目標が掲げられております。これは先ほど資料１の目標の

９１％以上です。それで、今度２段下の自己評価の欄がございます。自己評価の欄の

上から２つ目、プロセス指標の達成状況。この欄の３行目のところに９０．１％と。

こちらはさっきの結果の９０．１％というのが記されております。その右に、②（ⅰ）

と書いています。その意味はその下に書いてあるんですが、②というのが目標未達成。

（ⅰ）というのが取組は予定どおり実施した。つまり予定どおりやったけど目標未達

成ということでございます。この理由は、その右側の課題のところを見ていただきま

すと、コロナ禍により大半の会議や地域活動が中止、休止を余儀なくされたことから、

従来のようなことができずに達成できなかったと、こういうことが書かれております。

これに対する改善策といたしましては、その下の改善策の欄ですけれども、会議のあ

り方や地域活動について有効策を考察し、地域と共有する中で地活協の意義や求めら

れる機能の理解が深まるような働きかけや発信を行っていくと、こういうことを改善

策として掲げてございます。前回の区政会議の中で当時の馬場係長のほうからこのよ

うな取組についても御説明させていただいたところでございます。 

 それでは、ちょっとおめくりいただきまして、同じ資料の９ページを御覧ください。

９ページを見ていただきますと、上と下に分かれていまして、下のほうが具体的取組

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とございます。

これも先ほどと同じように右上の箱のところを見ていただきますと、プロセス（過程）

指標ということで、目標としてマンションコミュニティ支援事業を活用した福祉制度

や相談窓口の周知を年間５０棟やるということを目標にしておりました。その結果が、

このページの一番左下、自己評価の欄のプロセス指標の達成状況ということで、５０
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棟に対して５棟しかできませんでしたということが書かれております。その右に、②

（ⅰ）、先ほどと一緒です。目標未達成やけど、予定どおり事業は実施したよという

ことが書かれていまして、課題としまして右側のほう、新型コロナウイルスの影響に

よりコミュニティ支援事業の実施自体が困難であったため、福祉制度等の周知が５棟

しかできませんでした。その下の欄ですが、改善策としては、マンションコミュニテ

ィ支援事業と連携した取組について、新型コロナウイルスの感染状況を見定めて取組

を再開します。２つ目のチョボですが、また、今後の取組手法については、有識者会

議等に図り検討していくことといたしております。 

 それでは、またページをおめくりいただきまして同じ資料２の１２ページを御覧く

ださい。こちらも下のほうの取組です。具体的取組３－２－１、これは福祉の関係で

す。専門職等の配置や連携による相談体制の充実強化ということが掲げられていまし

て、これも結論だけ申し上げますと、一番左下のところ、プロセス指標の達成状況の

ところを見ていただきますと、満足度の割合を未測定だったということで、評価は②

（ⅱ）目標未達成で、取組は予定どおり実施しなかったということになります。右側

の課題の欄ですけれども、新型コロナウイルスの拡大によりキッキをオープンするこ

とができず、子育て出張イベントも実施できませんでした。これはコロナのためでき

なかったということでございます。それに対する改善策はその下の２つ目のチョボで

すが、今後は子育てに対する不安や悩みを持つ保護者に向けて、子育てに役立つ情報

の発信に着手いたします。 

 最後に１５ページを御覧ください。今度は上のほうの取組、４－１－１生活習慣病

予防等の普及啓発のところでございます。先ほどと同じようにこれの左下の自己評価

欄、プロセス指標の達成状況のところを見ますと、先ほど区長からありましたように

健康食育まつりを１，０００人超えをめざすということを目標にしていましたけれど

も、目標未達成で、取組を予定どおり実施しなかった。②（ⅱ）となっております。

課題のところを見ていただきますと、食育まつりは開催できませんでした。改善策と
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して、その下ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりまつりは開催でき

なかったが、広報紙において健康や食育に関する特集記事を掲載するなど、生活習慣

病予防の普及啓発に取り組みましたということになっております。 

 それでは、２ページに戻っていただいて、今の資料２の２ページの下のところを見

ていただきます。解決すべき課題と今後の改善方向。これは令和２年度を振り返りま

して北区としての認識ですけれども、地域活動において、新型コロナ拡大の影響によ

り、人と人が集う従来の実施方法のままでは制約が多く、大半の活動が中止・休止を

余儀なくされたことから、新しい地域活動スタイルを紹介するなど、各地域の活動が

継続できるよう支援を行う、ということで、前回の区政会議でも講演をさせていただ

いたところでございます。 

 それでは、令和２年度の振り返りは以上で、今度は資料３を御覧ください。資料３

につきましては、表題にあるとおり令和４年度の運営方針（素案）の全体構成となっ

ております。表側を見ていただきますと経営課題、それから戦略、取組ということで、

１対１対１対応にしております。一番上を御覧いただきますと、１経営課題としては

地域コミュニティを課題として、右側のほうへいきまして１－１地域活動協議会によ

る自律的な地域運営の向上を戦略といたします。取組としまして１－１－１地域活動

の支援を行っていくと。こういう形で合計１２の項目を、先ほど区長の御説明あった

項目設定をいたしております。 

 今度、資料４を御覧ください。資料４、一番頭のところを見ますと１つ目の箱、

区・局の目標といたしまして、将来ビジョン、先ほど区長から説明ありました「人が

集い、ともに支えあい、絆をはぐくむまち」を実現するといたしております。２つ下

の令和４年度区・局運営の基本的な考え方というところですが、令和３年３月策定の

北区将来ビジョン・３か年計画に掲げる各分野を区の経営課題に位置づけ、めざすべ

き将来像の実現に向けて取り組む、ことといたしております。それから、その下、重

点的に取り組む主な経営課題ということで、先ほど御説明しました１２の項目がそれ
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ぞれざっと並んでおります。 

 最初は経営課題１ 地域コミュニティとなっております。これは、後ろのほうを見

ていただきまして資料４ページを御覧ください。ここが細かい説明になっておりまし

て、地域コミュニティの経営課題１ですけれども、一番上のほう、めざすべき将来像

としては、地活協による地域運営や地域課題の解決に向けた取組みが自律的に進めら

れ、多くの地域住民が地域活動に参加・参画している状態、をめざすべき将来像とい

たしております。ところが、現状としましては、先ほどありましたように令和元年度

のアンケートの結果は８９．８％、令和２年度は９１％目標に対して９０．１％とい

う現状になっています。この要因としましては、その下ですが、北区は中・高層のマ

ンションが増え続けており、マンション世帯が９割に上る中、マンション住民同士が

知り合う機会が少なく、交流も盛んとは言えない状況であり、地域の行事や地域活動

での交流や連携も難しく、地域のコミュニティに影響を与えている、ということが要

因として考えられます。その下、課題ですけれども、これまで地域と関わりの少なか

ったマンション住民をはじめとする地域住民に対して、地域活動への参加・参画を促

す事業を地域の実情に合わせて進めていく必要がある、と考えます。 

 ５ページに移りまして、３年から５年間を念頭にめざす状態としまして、防災、防

犯など安心・安全なまちづくりに係る取組や地域福祉、子育て支援、地域コミュニテ

ィづくりなど、その他地域特性に即した課題の解決に向けた取組が自律的に進められ

ている状態、をめざします。めざす成果指標としましては、地活協の構成団体が地域

特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律的に進められている状態にあると思

う割合を、令和元年度８９．８％、令和２年度は９０．１％、それを順次そこに書い

てある令和５年度までに９４％に上げていくこととしております。戦略といたしまし

て、その下ですが、地活協の活動状況や自律の状況を把握し、地域カルテの更新など

を通じて課題を共有したうえで、地域実情に即したきめ細やかな支援を行い、マンシ

ョン居住者を含め、より多くの住民参加による自律的な地域運営を実現する、ことを
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戦略といたします。 

 具体的取組１－１－１の下ですが、令和２年度の決算額は、この項目５，４７９万

５千円、令和３年度の予算額は８，２００万円、令和４年度の予算額は８，０００万

円余りとなっています。この減は、単年度の事業による減でございます。令和４年度

の取組内容としましては、下に２つありまして、地活協の活動状況を把握し、地域カ

ルテの更新にかかる意見交換会などを通じて課題を共有し、地域の実情に即した支援

を１８地域で行ってまいります。それから、マンションコミュニティ支援状況を７０

件するということを目標に掲げております。一番下の撤退基準は８０％以下になった

ときは手法を見直す、ということといたしております。 

 戻っていただきまして、この資料の１ページのところです。先ほどの地域コミュニ

ティというところは、今御説明した４ページ、５ページの抜粋したものがここに上が

ってきております。以下、同じような構成になっておりまして、２ページのほうを御

覧いただきます。２ページの経営課題８、地域福祉のところだけ先ほどの項目にはご

ざいませんので、この項目だけざっと読ませていただきます。 

 １つ目は、まちともサービスの会員とか地域福祉コーディネーター、民生委員、コ

ミュニティソーシャルワーカーなどの支援体制の構築を一層進める必要がある、と課

題を認識しております。また、福祉人材ボランティアなどを継続的に発掘する必要が

あります。また、連携して推進していく必要があると。右側にいきまして主な戦略と

しては、まちとも事業を継続的に実施すること。それから、コミュニティソーシャル

ワーカー等の支援体制を充実・強化するということで、下のほうですが、主な具体的

取組としまして、まちともサービス事業会員の養成講座を開催する。それから、コミ

ュニティソーシャルワーカー、地域福祉コーディネーターを継続配置するということ

に３，４２１万９千円を計上いたしております。 

 資料３にお戻りください。 

 このようなことで、今、予算の原案を作成しておるところでございます。１番と８
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番は今御説明しましたので、２番の地域防災のところでは、ここの中には、一番右の

取組のところですが、防災訓練や防災講座、３番の防犯のところでは青色防犯パトロ

ール、４番が放置自転車対策、５番が先ほどのこども１１０ばん運動、こういうもの

が計上されております。６番の学力向上の中には学校活動の有償ボランティア等の経

費、それから７番のキャリア教育の中に先ほどもございました芸術鑑賞会やキャリア

教育の支援がここに入っております。９番はペアレントトレーニング、それからプレ

スクールワーカーの経費、１０番はそこにございます親子の絆づくりプログラム、 

１１番にいきいき百歳体操の実施などの予算の計上を予定しているところでございま

す。 

 以上、ちょっとはしょりましたけれども、令和２年度の運営方針と来年度の運営方

針（素案）の説明でございました。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 時間も大分経過しまして、今日はちょっと変則的な会議となっておりますので、こ

れから委員の皆さんの意見を聞いてまいりたいと思います。委員の皆さんには、本日

受付で意見を述べたい項目を区役所に確認していただいておりますので、できる限り

御希望のテーマで御意見をお聞きできるよう進めてまいりたいと思います。 

 今申し上げましたように時間が大分経過しておりますので、初めての方もいらっし

ゃいますので、できたら全員の方に御意見をお聞きしたいと思っております。何とぞ

円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。 

 私のほうから御指名させていただきますので、よろしくお願いします。また、今日

に限りましては、ここにあります防災・防犯、２番目のテーマ、福祉・子育て・教育、

３番目のその他区の施策、こういったことですが、順番でなくても結構でございます

ので、私が御指名させてもらった方は順番でなくても結構ですので、本日述べたいと

いうことを発言してもらったらいいかと思います。 
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 それでは、早速まいります。最初に、岩本委員にお願いしたいと思います。 

○岩本委員 

 冒頭、前田区長のほうからお聞きしたい内容をほぼお答えいただいた状況でござい

ます。特に地域の活動であったり子どもの芸術であったりそういったところ、取組内

容含めてよく理解できました。北区ならではというところもあって、場所の優位性と

いうところもあって、今後も続けていっていただきたいというふうに思っております。 

 ただ、１点だけ、音楽、ダンスなど舞台関係のところが多いんですけど、１つ、絵

画とか書道とか彫刻であったりとか、今後中之島に美術館できると思いますし、そう

いったところもできたらターゲットにしていただけたらというふうに思いました。 

 私からは以上です。 

○片岡政策推進課長 

 政策推進課長の片岡です。 

 今後、またそういういろんな多方面の取組についても検討していきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

○前田区長 

 すみません、言わなかったことが１つありまして、来年、絵画作品コンクールをや

ろうかなと思っています。その中できっちりとそういう芸術の分野も子どもたちに提

供したいと思っています。 

○山田議長 

 続きまして、笠井委員、お願いします。 

○笠井委員 

 私も区長のお話をお聞きして、紙で読んでいるのでは全然伝わらないものをたくさ

ん感じましたので、事前の質問のほうにも上げさせていただいていたように、一度地

域活動がストップしてしまった中で再始動するのを方法ごと考え直さないといけない

んだろうなということを思っていまして、私の子育て支援の場では、すごく狭い４０
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平米の場所に、一日２０組、赤ちゃんを連れた親子が入れ替わり立ち替わり来るとい

うことで、やっぱり電話相談、メール相談などでは聞けないリアルな声というのが集

まってきています。防災の中で、ＮＨＫのとても面白いゲームを区役所でしてくださ

るということだったんですけれども、乳幼児、高齢者、福祉支援が必要な方というの

は扇町がとても遠くて、欲を言うと、今、外庭ＳＱＵＡＲＥという場所がスカイビル

の前に、あそこ中津と大淀のはざまなんですけれども、うめきた２期開発に向けて、

芝生の場所でどんな公園のニーズがあるかというのをモデル的に芝生を開放している

スペースがあって、そこでのニーズがうめきた２期の公園のところに生かされるんや

なというようなことを阪急さんとかＵＲさんとかから聞いているんですけれども、梅

田という立地は防災においても、中津、大淀、豊崎、淀川氾濫の危険がとても多いエ

リアの人にとって、命を救ってもらいたい場所であったりもするので、扇町が遠いそ

ういう方たちにとって、梅田を防災だったり子育て支援の場だったりに生かしてもら

えるような場所として、区役所の力が発揮されたらなという願望を持ってお聞きして

おりました。 

○山田議長 

 区長お願いします。 

○前田区長 

 恐らく関西の経済の発展も含めてうめきたをどう仕上げていくかということだと思

います。１１月１日から府市共同の大阪都市計画局というのがスタートして、そこが

一括してうめきたを担当すると。我々はそれにどうアプローチしているかといいます

と、あそこは防災拠点の１つに当然なり得るということで、地域防災の拠点としての

整備を当然そこに入れてほしいということと、特に、これはなるかどうかこれから調

整なんですけれども、マンションディベロッパーさん等に、子育て支援の拠点づくり

みたいなものにスペースを協力いただけないかということのアプローチも実は今して

おりまして、あそこの整備というのは非常に関心を持っていますので、笠井委員のお
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っしゃったようなことを念頭に、これから具体的に調整を行っていきたいと思ってお

ります。 

○山田議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に南埜委員、お願いします。 

○南埜委員 

 今、笠井委員からも公園の件が出ましたけれども、私はもっと小さな、いわゆる地

域の小さな公園の活用について少しお話しさせていただきたいと思います。 

 防災訓練は主に地域の学校が舞台となって行われていると思います。それと、マン

ションもこの頃はかなり皆さん力を入れて防災訓練に取り組んでいらっしゃるところ

も増えてきているように思います。そのどちらにも入れない方も多数いらっしゃるの

ではないかと思います。そういう方々が気軽に参加できるような小さな防災訓練とい

うのを、地域の小さな公園で何度か行っていただけると、通りすがりの方も、それか

ら地域の戸建ての方とマンションの住民の方との共同防災みたいな形も生まれてくる

のではないかなと思っております。また、公園を活用することによって、地域の子ど

もたちはそこで常に集っておりますので、子どもたちの見守りとか防災の教育にもつ

ながっていくのではないかと思っておりますので、これから共助ということが非常に

重要になってくるかと思いますので、公園を生かしていただけるようなイベントなり

防災訓練なりがあるとうれしいかなと思っております。 

 それと、ちょっとこれは申し訳ありません、お時間取りますが、これはお礼なんで

すけれども、本当にワクチン、我々世代はとても助かりました。あそこで開設してい

ただいたことで本当にスムーズに受けることができました。それともう一つ、前回こ

の会議でお願いしました天満の子守歌に関しましても早速、区民交流プラザで流して

いただいたり、接種会場で流していただいたりしたおかげで、少しずつですが関心を

持っていただける方も増えましたので、本当に御尽力ありがとうございました。 
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 長くなって申し訳ございません。 

○小野地域課長 

 改めまして、地域課長の小野でございます。 

 貴重な御意見ありがとうございました、南埜委員。地域が一旦コロナで沈んでいる

中で、先ほど笠井委員からもありましたけれども、どう再生していくのかというよう

なところ非常に大きな課題だと我々思っています。やはり以前のような大規模集合型

というのはなかなかめざせない中で、今御提案いただいたような少し小さな規模でで

きることはないかというような視点も、私もはっと思ったんですけれども、スモール

スタートというところがこれから大事なのかなと思っています。そういう意味でいう

と、既存のこれまで私どもやってきたような防災訓練に加えて、少し規模の小さいと

ころ、エリアの小さいところへのターゲットとして取り組んでいくという視点をいた

だきましたので、早速また考えてまいりたいと思います。本当にありがとうございま

した。 

○山田議長 

 それでは、もう一方防災につきまして、兼光委員、お願いします。 

○兼光委員 

 私のほうからはマンションの防災訓練のことについてお伺いしたいと思います。 

 コロナが収束しかかったと思えばまたはやったりという状況の中で、なかなかこち

ら再開できない状況が続いているのかなとは思うんですけれども、うちのマンション

の話で恐縮なんですけれども、管理会社の方にもかなり前向きに御検討いただきまし

て、北区役所さんのほうが再開できるような状態になれば、いつでも言っていただけ

れば話を進めますのでというのは言っていただけていますので、こちらの再開状況の

検討状況等をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。 

○小野地域課長 

 兼光委員、ありがとうございました。マンションコミュニティ支援事業、確かにな
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かなか昨年度から今年度にかけて、我々のほうからアプローチする、アウトリーチす

る状況に至っていないのが現状でございます。そんな中で、管理組合様のほうで積極

的に手を挙げていただけるということであれば、本当に馳せ参じたいと思っておりま

すし、今年度伺えない状況の中で、今年度後半に向けて、我々、接触型ではなくて映

像を使ったようなコンテンツをつくることを今計画しております。たくさんに集まっ

ていただくのではなくて希望されるときに映像で見ていただけるような３分程度の地

域コミュニティ、特にマンションコミュニティをどうしていくかというようなところ

をテーマにした動画を外注しているというところですので、そういったことができま

したらまたぜひ御紹介していただいて活用いただければというふうに思っています。

しっかり頑張ってまいりたいと思います。御協力よろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 続きまして、次に福祉・子育て・教育、できたらその項目でいきます。渡島委員、

お願いします。 

○渡島委員 

 初めての参加で、本当にすごく皆さん一生懸命されているんだなということを感じ

ました。本当にありがとうございます。 

 私が今一番危惧していることは、私は今、女性団体協議会の副会長をさせていただ

いているんですけれども、２年間本当に何も活動ができなかったような状態です。そ

の中で、私は豊仁地区なんですね。豊仁地区、３年前は２００名からおられたんです。

会員数が。それが、次の年は１７０、そして今年は１５０、だんだん少なくなってき

ているんですね。やはり地域女性団体協議会では本当にパワーのある方ばかりで一生

懸命頑張っているんですけれども、この２年余り活動がありませんでした。だから、

その活動のないときに、これからどのようにしていったらいいのか。本当にだんだん

少なくなる女性会員さん。本当に６０代の方はほとんどおられないですよ。数えるぐ

らいです。もっともっと地域ふれあい喫茶とかいろんなことに参加していただいて、
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女性会に入っていただきたいなという思いでおります。また何か本当にいい案があれ

ば教えていただけたら、女性団体協議会でもお話しさせていただきたいなと思ってお

りますので、どうぞよろしく御教示お願いいたします。 

○小野地域課長 

 会員数の減というところ、どの団体も同じ状況だと思っています。いわゆる地域振

興会、町会も加入率が減っているという状況。それに加えて今回コロナということが

ありましたので、どんどん負の連鎖というのでしょうか、そういうことを我々感じな

がらしています。それをさらに立ち上げていくに関しては、やはり以前のまま、その

形を復活しようというのではなくて、やはり今のコロナの時代だから、ニューノーマ

ルの中で何をめざしていくのかというようなところを改めて団体の中でもお話合いい

ただくと。どういう絵姿で我々の団体としてめざすのかというようなところを、まず

は原点として各団体の目標、存在意義というようなことを改めて見直すいい機会なの

かなとも思いますので、会員数の減という本当に目の前の大きな苦難があろうと思う

んですけれども、改めて会の存在、もちろんそれは我々が地域活動を支えていくとい

うところでは一緒になって頑張っていかなあかんところだと思いますけれども、原点

に立ってまた考えていくということが大事なのかなということを考えておりますので、

ぜひ一緒になって区役所のほうも頑張らせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

○山田議長 

 次に、勝委員、お願いします。 

○勝委員 

 私は子育て支援のほうのお話をさせていただきたいんですけれども、今現状、子育

て支援があるものというと、乳幼児をお持ちの母親向け、もしくは小中学生になって

くると本人向けのサポートという形が現状かなと思っているんですが、例えば小中学

生、高校生を持つ母親が悩みを相談できるところというのが、サポート的なところが
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ないのかなと。あるのかもしれないですけど、それが周知されていないという現状な

ので、もうちょっと子育て世代全体の母親、父親の悩みが相談できるような、何かそ

ういった取組をしていただけたらありがたいなと思います。 

○山田議長 

 中野福祉課長、お願いします。 

○中野福祉課長 

 今御指摘の小学校、中学校、あるいは高校まで含めた幅広い子育て世帯の支援とい

う御意見いただいておりまして、御指摘のとおり、北区で今展開しています子育て支

援のメニューといいますと、１つは家庭児童相談員によります個別の相談であるとか、

それからプレスクールワーカーということで、保育園なり学校に行く前の児童、それ

から親御さんへの御相談というようなこと、あるいは大阪市版のネウボラということ

で、４歳児への訪問事業といったことで、どうしても学校就学前というところ、ある

いは就学若年層というところに力を入れているというところはそうかなと思っており

ます。ただ、家庭児童相談員につきましては、ターゲットについては幅広く相談も受

け付けておりますし、実際、冒頭から区長のワクチン、コロナの関係での御説明の中

にありましたように、特に令和３年については非常に家庭児童相談員の相談件数も増

えておりまして、令和２年につきましては１，３００件を超える、令和２年の段階で

も前年の倍のような相談を受けております。今、令和３年の６月までの段階でも、ち

ょっと速報ですけど早くも７００を超えるようなことで、やはり小さいお子さんも含

めて御相談というようなことは増えておりますし、１つの受皿としては家庭児童相談

員の個別の相談というのがあるかと思います。子育ての絆プログラムですとかキッキ

というような集合型のメニューというものが、コロナの影響を受けまして活動がまま

ならんという状況にあって、参加者を絞りながら、我々の子育てチームの人材といい

ますか資源のほうも、どちらかというとそういう個別の相談のほうにシフトをしなが

ら重点的にやっていくというところもあって、その中で家庭児童相談員によります相
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談の中、これは別に児童といっても中学生、中には御家族の中に高校生の兄弟いらっ

しゃってと、総合的に聞きますのはそういうことになってきますので、そういった中

で取組みを進めていますけれども、今後、いただいた御意見を含めて、周知も含めて

ですけれども、改めて来年度、あるいはコロナが今年度後半も続く、このような状態

がいつまた復活するかということも含めて、引き続き検討はさせていただきたいと思

いますし、都度、この場のようなところでは御報告なり御相談をさせていただきたい

と思います。御指摘ありがとうございました。 

○前田区長 

 議長すみません、１点だけ補足。 

 ちょっと私の説明のところではしょってしまったことが、資料８の１１ページに、

言葉の言い方は悪いんですけど、児童虐待防止対策というページがあります。虐待と

いうフレーズでくると、やっぱり幼少期ということからカバーリングすると。生まれ

る前から密着すると、こういうことでやっているので、どうも未就学に力が入るんで

すけれども、この表の上のほうに小中学生という枠がありまして、我々は学校と日々

連携を取っています。いわゆる小中学生については学校をフィルター、受皿にしなが

ら、福祉的な相談をこちらがサポートするというこどもサポートネット、これは大阪

市全域でスタートしています。私はこれを此花区で先行スタートして立ち上げてきた

ので、まずはここに力を入れながら、子どもの目を通して親御さんの相談もタッチし

ていくということをしておりますので、学校を相談窓口にするということで、校長も

理解していますし、そこから我々がバトンを引き継いで福祉的な支援をするというこ

とがルートとして構築されているので、取り急ぎそれを強化していきたいと、こうい

うふうに考えております。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、髙垣委員、お願いします。 
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○髙垣委員 

 私、子育てと書いていたんですけれども、今たくさん案件がありましたので、私、

百歳体操も実は地域でやっておりまして、この長い間本当にお年寄りが顔も見ないで

百歳体操もできなかったので、やっとこの間１０月８日に百歳体操と脳活性化教室を

始めたところです。地域課の方も参加してくださって本当にうれしかったんですけれ

ども、やっぱりお年寄りが長いこと顔を見ていないものですから、「ちょっと娘にボ

ケたん違うと言われてるねん。」とか、そういうことをすごく話してくださったので、

百歳体操、地味な動きなんだけど、顔を見て、皆さんの地域の高齢者が来て一緒に体

操をやるってすごく意義のあることだったんだなと思って、この間つくづく本当に自

分で自負してうれしかったなと思っているんです。 

 これからまたコロナ禍がどうなるかちょっと分からないんですけれども、できる限

り、子育てサロンもそうなんですけれども、やっぱり子育て世代の親とお年寄りが来

られる場所づくりというのが本当にすごく大事なことだなとこの間思った次第なんで

す。だから、コロナ禍になってもできる限りは、全部ペケにしないで、コロナ禍のほ

うが優先だと区長さんもおっしゃっていたので分かるんですけれども、ちょっとその

辺を恐る恐る三角ぐらいにしてもらったらどうかなと思って。感染予防はしっかりし

て、ちょっとそれもお願いしたいなと思いました。 

○前田区長 

 私、今、百歳体操を全部回ろうと思って、まだ全部行けていませんけど、全部行っ

ています。やっぱりおっしゃるような風景が、お年寄りは非常に楽しみにして来られ

ている。１００％戻っていませんけど、やっぱり楽しみにして来られて、そこまで行

くだけで、歩いてきますから健康になる。ここで気心の知れた方とわいわいがやがや、

子どもと一緒ですわ。そういう風景がすごく広がって、あれはすごく意義があるなと

思って。やっぱり全部回って、来ている方に御挨拶して、私自身がコミュニケーショ

ンせなあかんと思っています。皆さん、６５歳以上の方は９割ワクチン打ちました。
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だからステージを変えようと。それが終わるの待っていただけなんです。だから、も

うそれが終わったので、地域活動は全部アクセル踏みますと。今、ノーにしているも

のは、学校を子どもたちが利用する時間に使うのだけちょっと遠慮していただけませ

んかと。その他は全部やってくださいと。カラオケもスタートしています。マスクし

とってねと。みんな、ふれあい喫茶も気を使ってやってますわ。コーヒー飲みながら

マスク、ぱっと外して、ぱっと着けてね。やっぱりそれ相応に注意しながらスタート

しています。第６波がやって来てとんでもないことになれば、またすみません、閉じ

てもらえませんかというお願いしますので、それまではずっとアクセル踏みますので、

何とか再開に向けて御協力いただきたい。やっぱりコミュニティもそうだし健康づく

りもそうだし、地域活動を止めているとろくなことがないというのはこの２年で、先

ほどの女性会の話も含めてよく分かった、学習したことなので。ただ、我々はワクチ

ンを２回打ったと。そこで再スタートを切ろうという時代に入ったので、今アクセル

踏んでいる状態で、何とか皆さんの御支援で、元の明るい楽しい北区に戻していかな

あかんと思っています。どうぞ御協力のほうお願い申し上げます。 

○山田議長 

 では次に、岸本委員お願いします。 

○岸本委員 

 多分、私去年の１０月ぐらいの会議のときに一度お話しさせてもらった件なんです

けれども、福祉に関することで、ＣＳＷさんのことなんですけれども、今これ見てい

るとコミュニティソーシャルワーカーということで、切れ目のないというところを出

されておられるんですけれども、実はＣＳＷさん、１年間しか任期がなくて、そうい

う対応というのは、前もお話ししたんですけれども、初めて来られたら、多分顔を覚

えるだけに１年かかる、名前を覚えるのにもう１年、そしていろんなことをしていく

のにもう１年かかるという、多分３年は絶対必要やと思っているところがありまして、

それを１年でやっていこうというところにすごく僕の中では無理があると思っている
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状況でございます。多分、今やっている地域の中でも地域福祉コーディネーターさん

おられるんですけれども、地域福祉コーディネーターさんのほうが何年かされていま

すので、いろんなところの知識があって、いろんなところを伸ばしていかれていると

いう状況がある中で、初めて来られたＣＳＷさんが戸惑うという状況もあるのではな

いかなと思っておりまして、実際、地域福祉コーディネーターさんが一番最初に相談

するのはＣＳＷさんのほうに相談するということが多々あると思うんです。ですから、

その辺のところをもうちょっと御理解いただいて、そちらのほうをもう少し厚くと言

ったらおかしいんですけれども、もちろんいろんな知識がある方がぽんと来られたら

いいんですけれども、多分ＣＳＷというのが初めての方も中にはおられると思うんで

す。ですから、その辺でやっぱりつなげていくというところを考えていくのであれば、

その辺のところをもう一度御考慮いただいて、しっかり考えていただいたらと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○山田議長 

 中野福祉課長、お願いします。 

○中野福祉課長 

 岸本委員御意見いただきましたＣＳＷ、地域福祉コーディネーターにつきましては、

おっしゃるとおり地域福祉コーディネーターの方を含めて、コミュニティソーシャル

ワーカーの方を地域福祉コーディネーターと連携をしながら、地域の福祉の課題につ

いて活動いただいているということで、令和２年につきましては地域福祉コーディネ

ーターさんの相談件数は１万５，０００件を超えるような相談を受け付けていただい

て、それの多くをＣＳＷと共に解決なり相談なりに結びつけていただいているという

ような実績ございます。令和３年につきましては、このコロナの中でなかなか、実際

に地域福祉コーディネーター、それからＣＳＷさんのほうも活動の制約もある中で、

１つは、これも区長から冒頭ありましたワクチン接種に関わって、特に高齢者の方に

ついて、地域にちょっと籠もりがちの高齢者の方に対してのお声がけですとか、例え
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ば予約が困難な方、あるいは来所されるのが困難な方については、北区は民生委員の

方、それから社会福祉協議会を通じてあらゆるチャンネルを使ってお声がけをしてい

こうというようなことを御提案させてもらって、おかげをもって、その協力も得なが

らやって、それが全２４区にも区長のほうから区長会での御提案いただいて広がった

というような実績も上げております。ただ、その中で、今おっしゃっているように任

期の関係で、１年更新だというようなところ、制度のことも含めて、また御本人の御

希望のところもあると思うんですけれども、その辺のところ、私も、これ委託を社会

福祉協議会にお願いして、区と連携しながら事業をやっていることがあって、お話は

聞いているんですけれども、私もこの４月から来た段階でなかなか現場に出ることも

ままならん中で、実感なり実績としてなかなか把握していないといいますか、肌感覚

で、どんな活動でどんなというところはまだ薄いかなと思いますので、そこのところ

は１年契約といいながら、できるだけ更新とかそういう形を取りながら、知識、経験

のある方が長らく地域福祉に関わっていただけるような実質の運営ができるように、

また社会福祉協議会とも相談連携して検討なりさせていただきたいと思います。御意

見ありがとうございました。 

○山田議長 

 次に、木下委員、お願いします。 

○木下委員 

 関連性がちょっとあるのかどうか。私が事前の質問で書かせていただいた、先ほど

髙垣委員さんもおっしゃっていましたけど、はつらつ脳活性化教室についてという感

じで出させていただきました。百歳体操と、プラス脳活性化教室というのでやらせて

いただくことがすごく大事なことやなと私は思っています。ただ、順番があって、人

員のこともあって、脳活性化教室というのはなかなか開くことが難しいところのフォ

ローを今度、認知症や介護予防に関心が高い地域や自治会へ開催の働きをするという

ふうに書かれているので、それで増えるようになったらうれしいかなと思っているん
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ですけれども、先ほど１８ページの経営課題８のところで地域福祉のところ見させて

いただいたら、お話の中でもありましたように、専門家のところにつなぐ前に一番大

事なことって、地域の体操教室を毎週したら、毎週顔を見れますやんか。そのときに、

あ、調子が悪いねんなと。何かぽろぽろしゃべらはることが、例えばそこで出る困り

事なんか、地域福祉コーディネーターが見たり話したりすることによって変化が通じ

るわけです。そこからＣＳＷさんに行ったり、民生委員さんと一緒になって変わって

いくという、そういうことやと思うので、体操の、私がよう探さんのか分からへんの

ですけど、予算取りのところとかこのところに、百歳体操の予算のところあったとし

ても、いきいき百歳体操の実施という予算はあったけど、脳活性化教室というのはど

こに書いてあるのかなと。私だけですか、よう読まんの。と思って、教えていただけ

たらありがたいなと思っています。地域の現場というのは、あくまでも日常の生活を

どれだけお手伝いするといったら、そんな、ようしませんけれども、一緒になって、

それが本当の地域福祉の推進と思っているので、何か根底の日常のことがつながれへ

んかったら悲しいかなと思っています。 

○山田議長 

 かなり時間が経過してきましたので、この件につきましては後ほど直接木下委員と

当該の課長でお願いしたいと思います。 

 次に、松田委員、お願いします。 

○松田委員 

 私、子育ての１０－１－１、具体的な取組で、２３ページです。ここで第１子の乳

児を育てる親と子を対象にした親子の絆づくりプログラムを開催するというようにな

っているんですけれども、私は子育てというのはあくまでも男女共同参画事業じゃな

いかなと思うんですよ。だから、初めに出ていますように、母親に育児知識を習得す

るとともに、母親同士の横のつながりをつくり、孤立化をせず、育児のストレスを軽

減されている状態というようなことを書かれているんですけれども、プログラムの中
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に、私は父親を焦点とした親子育児プログラムというんですか、そういうのもちょっ

とこの中に入れられたらどうかなと思うんです。令和２年度で子どもさんの生まれた

のが８０万人、合計特殊出生率が１．３６ですか。だんだん落ちてきているわけです

ね。だから、北区はやっぱり、今区長さんも育児なんかに力を入れようというときな

ので、プログラムをもう一つ精査されて、精査されるということは父親なんかも同じ

育児の中に入れられたらどうかなと。やっぱり今マスコミなんかにもよく出ています

児童虐待というのは父親がしている場合が多いんですね。父親というのは、まだ育児

なんかにいろいろ苦慮されたり方向性を見いだせないとかというところが私あると思

うんです。それが虐待につながっているんじゃないかなと。だから、あくまでも育児

というのは男女共同で、親子で解決できる範囲内は解決する、解決できない部分につ

いては相談すると。それが道ではないかなと思うんです。ですから、私が言いたいこ

とは、父親の育児プログラムもこの中に入れられてはどうでしょうかということなの

で、よろしくお願いします。 

○岩崎健康課長 

 健康課岩崎でございます。 

 今おっしゃるように母親だけが育児をするわけではございませんので、もちろん父

親の視点というのは絶対必要やと思っています。ただ、親子の絆づくりプログラムに

つきましてはＢＰＪという資格認定機構がございまして、そこでプログラムを科学的

につくったものをベースに、それを広げていくということでやらせてもらっています

ので、我々素人があまり内容をいらうと立て方とかが変わってきますので、今おっし

ゃっているような視点というのは入れられるのかどうかを含めて保健師なりと相談し

ながら、例えばこのプログラムとは別の段階でお話の内容を入れるとか、そういった

ような観点も保健師と相談しながら、やれるところで進めさせ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 
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 ありがとうございました。 

 委員の皆さん、ありがとうございました。 

 本日御出席いただいております議員の皆様、大変長らくお待たせいたしました。皆

様に一言ずつ発言をお願いしたいと思います。 

 まず、高山先生からお願いします。 

○高山議員 

 皆様、本当に北区に関して熱心な御議論いただきありがとうございました。大阪市

会議員の高山みかでございます。活発な御議論の中で、私もお伝えしたいことたくさ

んあるんですけれども、終了時刻が迫ってきてしまっているということですので、少

しだけお話しさせていただきたいと思います。 

 最後に父親の子育てに関してお話があったんですけれども、私、実は今５か月の子

どもがいてるんですけれども、保健師さんがお家に尋ねてきてくれたときに、パパと

ママと子どもの３人いてるんですけど、やっぱりママをメインにして話されて、パパ

はしゃべっていいのかなみたいな雰囲気がやっぱりあったので、まだまだ子育ての男

性参加というのは行政側から醸成していかなければならない部分というのはたくさん

あるんだなと思いました。 

 あと、区長からもありましたけれども、保育所がまだまだ北区、家賃が本当に高い

ので、なかなか入ってもらえないということで、家賃の補助制度、２年前ぐらいに質

疑をしたところからまだ延長していただいているということで、北区と中央区は特に

家賃が高いということで、別途でしっかりと補助をしていかなければならないエリア

だと今でも思っています。 

 あとは子どもに関してのことなんですけど、勝委員のほうからありました乳幼児の

次の段階、例えば兄弟げんかにどう対応したらいいんだとか分からないこと、私もこ

れから先経験するかもしれない部分、実は大阪市は児童の相談でたしかＬＩＮＥを開

設はしていると思うんですけれども、まだまだ告知ができていない部分もあって、ま
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だまだ広がっていないのかなと思って。堺市とたしか共同で始まっている事業が１つ

ありまして、たしか１１月からまた児童虐待防止月間に入ったところからは相談がス

タートすると思いますので、もっともっと告知もしていきたいなというふうに思って

おります。 

 気づきが多くありましたので、時間も迫っておりましたので、私のほうからはこの

程度でとどめさせていただきたいと思います。本当にいつも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。 

 続いて、くらもと先生、お願いします。 

○くらもと議員 

 大阪市会議員のくらもとでございます。 

 まずは委員の皆様、長時間の議論お疲れさまでございました。 

 本日の区政会議は、コロナ禍で何度も延長した上で実施されまして、無事開催され

て本当によかったと思います。そして、区政会議の本日の内容ですけれども、北区長

と片岡課長の説明がとても分かりやすくて非常によかったと思います。特にその内容

のうちでも自転車対策ですね。いろいろと狭い北区内でアイデアを出し合って取り組

んでおられる様子がよく分かりました。そのアイデアにしても取組にしても本当にす

ばらしいものだなというふうに感心した次第でございます。 

 北区３か年計画なんですけれども、こちらにつきましては私たち議員一同といたし

ましてもしっかりと協力していきたいと考えているところでございます。また、私個

人といたしましては児童虐待の分野に関心がございますので、大阪市会のほうでしっ

かりと尽力していきたいというふうに考えておりますので、今後とも皆様何とぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 本日はありがとうございました。 

○山田議長 
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 続きまして、前田先生、お願いします。 

○前田議員 

 皆さん、今日は活発な議論本当にありがとうございました。大阪市会議員の前田で

す。 

 まず、北区のほうから説明いろいろありまして、本当に区長、プレゼンが上手なの

であれなんですが、自転車対策のことをいろいろおっしゃっていました。北区は今か

ら放置自転車とシェアサイクルも含めて進めていくということで、私も今ちょうど、

建設局というのがありまして、道路のところとの関係というのはこの建設局がどうす

るかというところと実は関わってくるんです。まちのことになりますと、これまた都

市計画局という別の局が関わってきまして、ちょうど梅田界隈のいろんな地域の地区

計画に挟まれているところとかいろいろあるんですが、こういうところは北区だけで

はなかなか突破できないところを、ちょっと今局のほうとも協議しながら進めさせて

いただいています。 

 シェアサイクルも、実は２０２５年に向けて、今まで自転車を所有するという形態

から、シェアサイクルなんかもひっくるめていろんな市民の方に幅広く活用していこ

うじゃないかという大きな方向性もあるので、ちょうど先般シェアサイクル事業者さ

んのほうとも意見交換しまして、北区はやっぱり、実は私も使っているんですけれど

も、結構便利なんです。若者の方なんかは、自転車買わなくてもシェアサイクルでと

いう人も結構増えてきているんですが、ただちょっと拠点がなかなか見つからないと

いうところがあって、今北区が非常に連携して推進していってるんですが、所有する

自転車が少なくなると放置自転車は当然少なくなっていくので、大きな流れとして放

置自転車の駐輪場設置という流れから、最終的には多分所有する自転車をちょっと減

らしていくというような流れにあるのかなと。これも市のほうもいろいろ今協議を進

めていってるところです。 

 あと、防災の観点、今日もお話が出ました。いろんな場所で防災の講座もやってい



52 

るんですが、実は最近、御質問がマンションのある組合からありました。北区でそん

な取組やっているの知らなかったという組合さんもいらっしゃいます。つまりマンシ

ョンの管理組合の理事をされていらっしゃる方って、１年ぐらいで交代していきはる

んですね。そうしますと、２年ぐらい前に恐らく北区のほうから分譲マンションに御

通知が行っていたかと思うんですが、今の理事がこういうのを知らないと。あ、そん

なんあるんかと。ほんならちょっとつないでよというお話もありましたので、ぜひ、

北区には約３６５ほど分譲マンションがあるというふうに聞いていますが、もう一度、

いい取組をやっていらっしゃいますし、ぜひちょっと周知といいますか、組合に通知

文書を送ってあげていただけたらありがたいなというふうに思っております。 

 子育ての話で出ました、高山さんも先ほどおっしゃいましたが、私もちょうど子ど

もが半年になりまして、０歳なんですが、ちょうど同じぐらいの時期に子どもが生ま

れまして、私のほうが大分年を取っているもので、子育て、お父さんながらなかなか

分からないことだらけで、ちょっと必死でやっているんですが、子育ても、いろんな

地域のところでもお世話になっています。笠井委員がやっていらっしゃる事業も本当

に非常にありがたい事業で、保育園とか幼稚園に行く前に、お母さんが子どものこと

を心配で、ひとりでずっと家にいると、正直ちょっと鬱になりかけるんです。そうい

うところもひっくるめた事業もそうですし、そういうところのサポート、北区でいろ

いろやっていただいているんですが、子育て層が北区の場合は急激に増えてきていま

す。人口が、タワーマンション１棟できて大体２，０００人ぐらい増えていくんです

けれども、大体子育て層の方が入ってきますので、正直足りていないと。ここについ

ては市のほうでも大きく、特に北区、中央区、西区、この辺りが急激に増えてきてい

ますので、大きくこれどうしていくのかということを考えていかないといけませんし、

今日お話出ましたコミュニティです。どんどんコミュニティが希薄になってきている

と思うんです。女性会のお話もございました。これ実は商店会も連合も女性会も各団

体全部、誰にバトンを渡そうかなとめちゃくちゃ困っていますので、この団体をどう
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いうふうにして、地域を担ってくださっていた方をどう引き継いでいくのか、これは

都市部で特に問題になっているので、ちょっとこれは市のほうとも本当に方向性をき

っちり、どうつないでいくかということが重要だと思いますので、そこら辺は私も何

か市のほうと一生懸命考えてみたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 長くなりましたが、私から以上でございます。本日はどうもありがとうございまし

た。 

○山田議長 

 それでは、最後になりましたが山本先生、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。これまで３回ですか、延期になったのは。皆さ

んの北区愛が練りに練って、今日、白熱したというか、本当に時間の足りない、もっ

ともっと時間が必要かと思いますが、本当にこれまで練りに練って、皆さん北区のた

めに考えてくださっていると思います。 

 １点、今駐輪の話ありましたけれども、天神橋の商店街の自転車、どんどんひどく

なっています。置いていて当たり前みたいな状況になっていまして、先日、白杖の目

の見えない方が本当に引っかかって危ない状況でした。何とかここも検討していただ

きまして、安心してみんなが暮らせる北区、ますます発展して魅力ある北区をめざし

ていきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いします。 

○山田議長 

 久谷先生は所用があるということで早退されました。次の機会にまたお伺いしたい

と思います。 

 先生方には本当に貴重な御発言ありがとうございました。 

 では、最後に小玉副議長、よろしくお願いいたします。 

○小玉副議長 
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 本日はコロナ禍の中ということで、多数御参加賜りまして本当にありがとうござい

ます。 

 私のほうから、限られた時間でございます、２点だけということで、 最初に、７

月の中旬より実施されましたワクチンの接種につきまして、特に区の職員等の方々が

対応していただいた、区民センター並びに扇町プール、私の地域ではすごく親切にし

ていただいたと聞いております、本当にありがとうございました。この場を借りまし

て厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 もう一つは、先ほどからコロナの関係が出ておりますが、１０月以降から地域活動

が再開されました。これもひとえに前田区長さんの英断であると考えます。ありがと

うございました。 

 いずれにしましても、沈静化になってきていますが、ウイルスは死んでおるわけで

はございません。実際に、地域のご高齢の方々には慎重を期して、地域活動に参加し

ていただければと考えています。 

 過日、ある新聞の朝刊に載っておりまして、「忘れちゃうマスクの下の笑い顔」の

一句、久しく笑った顔を見たことがございません。道で会っても、「こんにちは」と

挨拶されても、どちらの方やさっぱり分かりません。年明けましたらマスクを取りま

して、区政会議が進められることを願っております。本日は本当にありがとうござい

ました。 

○山田議長 

 以上で全員の御意見をいただきました。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。そして、円滑な議事進行につきましても、本当に御協力

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、後日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。また、先ほど木下委員さんのように本日議

論が中途になってしまいました案件は、区役所に事後の対応をよろしくお願いしてお
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きたいと思います。 

 区政会議はこれで終了いたしますが、最後に区役所のほうから一言お願いします。 

○前田区長 

 皆様、本日の区政会議、本当にありがとうございます。いろんな貴重な意見を拝聴

することができまして、感謝しております。 

 説明でちょっと漏れていますけど、実は北区にはＵＲの団地が豊崎東にあります。

ＵＲさんって結構子育て支援のメニューを持っておられるということを察知いたしま

して、来年度に向けて、ＵＲの協力を得て子育て支援のアプローチのスキームをつく

っていこうと今たくらんでおります。マンションについて、私もともとの業界が不動

産業界だったので、マンション業界に向けて防災のアプローチをし出しております。

常にやっておかないと、理事さん替わるので、毎年やるぐらいの勢いがないといけな

いかなと思って。だから区役所は常に門戸を開いていつでも攻め入ろうと思っていま

すので、そういう隙間がありましたら、サインを送っていただいたら早速駆けつけま

すということをつないでいきたいと思ってございます。 

 今、あまり区長室におらんようにしようと思っていまして、緊急事態宣言のときは

行くの気を使うんですよ。何でこいつ来よったんかなと思うかなと思って。明けまし

たので、今取り急ぎ百歳体操から全部回ろうと思って。やはり現場の声を聞くのはそ

こしかないので。今日は社協に行ったんです。北区には産着をボランティアでつくっ

ている団体がある。この産着は、死産早産した子どもたちを、せめて産着を着せて埋

葬したいという活動をされている団体を、今日初めて知りまして。いろんなところで

いろんな人が活動してくれて、この北区があるというのを、外に出ていくといろんな

ことに出会うんですよ。こういうことも皆さんにお伝えしていかなあかんなと思って。

区長が区長室におって、ろくなことがないと思っていますので、また来ていただいて

もいつでもウエルカムですし、道で立ち止まって立ち話で木下委員から意見をいただ

くこともあるかもしれません。それもウエルカムなので、いろんな接点でぜひ情報を、
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この場でなくてもいいので投げていただけたら、我々に解決できる、すぐできること、

中期的にできること、いろいろありますけど、皆さんの情報が命なので、必ず、私で

もいいですし職員でもいいですし投げていただいて、一緒に悩むことが必要と思って

いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 本日は長い時間申し訳ございません。ありがとうございました。 

○山田議長 

 それでは、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３

７回北区区政会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 

６ 配布資料 

  別添のとおり 


