
 

1 

第３８回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和４年３月２日（水） 午後３時００分から午後５時２０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）、 

   三島 保（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）、中野 義宣（福祉課長）、岩崎 透（健康課長） 

   村上 充恭（都市交通局バスネットワーク企画担当課長代理） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

   令和４年度北区運営方針（案）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３８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

ございました。 

 その他、本日の運営に当たりまして、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ので、よろしくお願いいたしま

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、委員定数１３名のうち全員１３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、小玉副議長、兼光委員につきましてはオンラインで御出席いただいておりま

す。渡島委員につきましては５時前にお帰りになられるということでお伺いしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 また、久谷府議会議員につきましては、本日、府議会本会議のため御欠席でござい

ます。 

 区役所の出席職員ですが、室内ができるだけ密にならないよう一部オンライン参加
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しておりますが、テーマや御意見の内容など、必要に応じてこちらに参りますので御

了承ください。 

 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、今日は御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 着座でお話をさせていただきます。 

 今日は小玉副議長と兼光委員がリモートということで参加をいただいています。リ

モート参加が可能になりましたので、もし次回からでも、御都合で時間が間に合わな

いという方は、リモートで参加いただけるようにいたします。どんな感じで入ってこ

られるかというのを逆の立場で今日見ていただいたらいいかなと思っています。 

 北区は案外リモートが進んでいまして、地活の会長会議で３５名ぐらいここに来る

んですけども、来週の３月８日は完全リモート会議です。一定の人達は、やっぱり寄

って話ししたいということがあって、とても評判悪いです。 

 ただ、何のためにしているかといいますと、防災訓練なんです。災害時に会長を一

気に集めてというのは無理なので、そういうときにリモートでも参加できるようにた

まにはそういうことをしよう、たまたま今、まん防が出ているので特にそういうこと

をやっているということでございます。これが出来ているのは、２４区、北区だけで

す。それは会長さん方がまだ現役で仕事をやっておられるのでパソコン環境整ってい

るということで、非常に珍しい区です。 

 一方で、ＳＮＳも進化していまして、実は防災用の無線が各地域の防災リーダーに

配られてています。災害時に区役所と防災リーダーは、無線を通じて連絡をするとい

うことなんですが、これは全市的にそうです。ただ、この北区というのは高いビルが

あって電波届きません。非常に矛盾を抱えていたんですけども、区役所にはもともと

二十数台のスマホがあった。スマホは災害時に役に立ちません。阪神のときも、ある

いは東日本もそうですけども、皆さん経験されたことだと思います。 
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 ただ、今日後ろで傍聴されていますソフトバンクさんにご配慮をいただいて、スマ

ホの本体はそのままですけども、災害用の電波帯を使わせていただくということで特

殊の電波帯で災害時も通話できるということを、今、全拠点防災リーダーさんに周知

しています。今時のことですから、ＬＩＮＥなんか使えば現場のリアルな被災状況を

我々ここにおって把握することもできるので、いろんなテストランがＳＮＳというも

のを活用しながらやれる、そういうインフラ整備を今進めていっていますので、そう

いう意味でも少しこういうこともたまにはチャレンジいただきたい。寄って話しする

のが一番良いとは思うんですけども、たまには、御都合の悪いときには無理せずリモ

ート参加をいただければ結構ですので、今日、３つぐらいのテーマがありますけども、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○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 

 本日も、前回同様、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、運営方針の素案の御説明をいただき、委員の皆さんか

ら御意見を頂戴いたしました。 

 今回は、運営方針が素案から案に変わっておりますので、その点につきまして後ほ

ど区役所のほうから御説明をいただき、その後、委員の皆様から御意見を頂戴したい

と思います。 

 それでは、次第に沿って進めてまいります。 

 最初に、ギネスに挑戦！「１０万人の感謝状」につきまして、前田区長、よろしく

お願いします。 
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○前田区長 

 ギネスについては、前回の区政会議で、来年こんなことしたいんだというページが

１枚だけついておりまして、今日は、なぜそれを考えたか、どういう目的があるのか、

これってどういう意義があるのか、そこら辺を皆さんに御説明を申し上げたいと考え

ております。 

 ギネスに挑戦！「１０万人の感謝状」というタイトルなんですけど、要は、皆さん

方がお持ちの感謝、ありがとう、それぞれ感謝する人がいると思う、そのありがとう

を集めて、それを世界に発信しようと、ギネスという媒体を使って。ギネスって、世

界レコードを取ると世界中のギネスブックにどこがどんなタイトルを取ったかという

記録が残ります。この北区という本当に小さなまちから世界に感謝を発信する、そう

いう企画を考えております。 

 内容は、要はありがとうと、サンキューでもありがとうでもいいんです。ありがと

うとか感謝とか、そういうことが書かれたメモ、様式は問いません、紙でいいです。

それを持った人の写真を１０万枚以上集めるということでございます。細かなルール

は、今ギネスと最終の調整をしているので、４月にならないと開示できないんですけ

ども、ガイドブックで皆さんにお伝えすることを予定しています。 

 そんな話を先日三島委員としていましたら、三島委員がこのチラシをつくってくれ

て持ってきてくれたんです。今、区長室に飾っております。１０万人の感謝状という。

１０万人ということは、区民１４万人ですからその７割の人数です。かなりハードル

が高いと思います。 

 三島委員は責任を感じまして、区長、これぐらいやらなあかんでと言いつつ、結構

ハードル高いので、今、営業活動にいそしんでおると。連携プレーできております。

何で１０万人かは三島委員に聞いてください。でもこれぐらいのスコアやらんと世界

には対抗できひんと。再来年ぐらいにすぐ抜かされるような、そんな記録にしても仕

方ない。 
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 対象は誰でも参加できます。本当はここに北区在住、在勤、在学、あるいは飲食業

とかショッピングのお客さんの親戚、友達と書いていたんですけども、ということは

全国ですわ。ひょっとしたら全世界かもしれない。北区ってそういうまちです。全国

規模の企業どれだけありますかと考えたら、そういうまちなんです。ここでやるとい

うことは全国でやるということなんです。 

 期間は、ギネスの契約を４月にしますから、５月１日キックオフでして、１０月の

広報紙で全区民に発信をします。エンドを１０月１５日に予定しております。エンド

は勝手に決めていいんですけども、今実は区民カーニバルをやりたいという声が強い

ものですから、それが１０月１６日を予定しております、コロナさえなければ開催で

きて、できたらあのステージで皆さんがいる中でギネス認定おめでとうみたいな話に

なるほうが、皆さん、喜んでいただけるのかなという日程で考えています。 

 結果としては、認定書をたくさん頂けるので、北区内の全小中学校、それと全集会

所にギネス認定書を貼りたい。我がまち、こんなすごいまちなんだということを皆さ

んが誇りに思えるような結果を迎えたいと、こういうことです。 

 実はここの下に出ているのは、３年前の今日ですわ。私が此花区長のときに此花で

やったギネス記録。このときは白い手形を何枚つなげるかということをやったんです

が、１万枚つないでゴールしているんですけど、非常に手間をかけながらゴールして、

当日はたくさんの人が会場に詰めかけていました。いまだに、大変だったけどこれや

ってよかった、子どもも励みになったしということを言ってくれるので、結果として

これを皆さんが盛り上げていただいてギネス記録を達成できれば、結構いいメモリア

ルにできるんじゃないかなと思っています。 

 なぜそんなことを考えたかといいますと、この２年間、コロナで大変な日々が続き

ました。これからは多分、皆さんもほぼそうだと思うんですけど、感染対策しながら

ウィズコロナで若干社会回していかないともたないと、皆さん、思いだしている。 

 地域がどうなっているかというと、地域、団体、１年前振り返って、６月の総会、
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ほぼなかったです。盆踊りやった地域ないですね。敬老会は開催しているんですけど

もイベントは、ないです。全員に来てもらって、すぐ解散という、こういう敬老会で

した。区民カーニバルは中止しました。新年互礼会やったのは区商連と中津だけでし

た。現在、まん防出ているので百歳体操もほぼ停止しています。今年度ほぼ停止状態

です。百歳体操の後に大体脳トレするんですけども、脳トレはやっぱりコミュニケー

ションがあるので、感染防止のところで百歳体操やっても脳トレは止まっている地域

が大半です。交流の場、地域における交流の場が激減をしていると。災害においては、

避難所開設訓練をほぼできていません。６地域だけです。防災訓練は人集めるわけに

いかへんから縮小してやっている。これが今の地域の実態です。 

 学校がどうなっているかというと、今日現在で、校外学習自粛なんです。どんなこ

とが３学期に起こったかというと、小学校６年生に本物を見せたいというザ・シンフ

ォニーホールのオーケストラ演奏会は中止になりました。行ったら駄目ということな

んです。校外学習なんです。小学校５年生、能楽を見に行くんですけど、これも期間

に引っかかりました。扇町小学校だけ見に行けて、あとは全部駄目やったと思います。

全部そういう影響してきますね。給食は、黙食ですよ。楽しさも何もないです。運動

会は、運動会という名前消えましたよね。行事を全部規模縮小しています。去年の春

先は、学校がほぼ休業状態にあったので単元学習以外の授業はカットしました。松田

委員が質問で出前授業って実績どうですかと、実は出前授業できたのは５校中３校だ

けなんです、あと２校はコロナの影響で開催できなかったんです。夏休み、子どもた

ちは自然学習に海や山やという、こんなことできていなかったですよね。この２年間、

何もないです。だから何かわくわくするような機会をつくっていかなあかんなという

こと。 

 経済界を考えても、梅田の飲食業、ほとんど閑古鳥が鳴いておる。移動自粛もある

ので旅行業界も駄目です。かなり経営に影響が出ているというのは、皆さん、知って

のとおりです。企業だってテレワークが主体なので社員間のコミュニケーションは減
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っている。新しい産業形態に今変わりつつある。今、社会も少し混沌としている。 

 大学は、この間、新成人の子どもたちに、新成人ということで大学２年生ですから、

この２年間を振り返って聞いたら、リモート授業ばかりで友達できないんですと。今

の大学生の２年生の新成人の悩みは友達ができんことです。そらそうですよね。大学

側は、今の大学って社会貢献事業を経験さすことにしているんです。行かせられない

ということが、端的に言うてそんなことが今起こってきて、世の中の流れが今止まっ

ておるという状態なんです。 

 そのときに出会ったのが、『ほめる学校』というプログラムがあった。小玉副議長

に紹介してもろたんですけども。豊崎にある企業、今日来ていますわ、松下徽章って

トロフィーをつくっている会社があって、その会社が豊崎小学校に提供してくれてい

るプログラムなんです。私がなぜ知らなかったかというと、この２年間中止なんです。

学校に父兄以外の大人を入れられないんです。だから校長も赴任２年なので私と一緒

なんです。そんなことしていたのを知らなかったんです。 

 どんな事業かというと、まず友達のええところ探し、ほめるところ探しから始まる。

そこに感謝状を書く。ありがとうという。次、自分もほめる。自分の、私頑張ったな

みたいなやつを書くわけですよ。みんなでほめ合いするという。要は感謝の気持ちを

人に伝える、あるいは自分に伝えることによって自信を持つ、それによって人と人と

の絆を強化する、こういうプログラムです。ええなと思って。これ、学校の先生には

今年全部やれよという話をしていたんですけども。 

 そこに少しトッピングをしてもう少し励みになるように、その部分、部分、賞状を

持つ部分を、パーツを写真に撮って、それを貯めて世界記録にチャレンジして、やっ

たぞということをもう一回巻き返すということを考えました。 

 ポイントは、今、人と人との接点がともすれば希薄な時代に、恐らく皆さんは、人

が集まったり共に支え合ったり絆があるそういうまちで暮らしたい、そういうことを

目指した地域活動を、皆さん、されていると思う。そのために、もう一度人に感謝を
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する。これ当たり前のことなので、人に感謝をすることを通じて人と人との絆を深め

る。そしてみんなというのは、地域も学校も企業もです。北区におる全ての人材が同

じ目標に向かって進む。いわゆるＳＤＧｓです。そして、このギネスというステージ

を借りて世界一を取って、世界にこのまちから感謝というものを発信する、そういう

取組をやっていきたいなと。 

 この時期だから感謝を世界に、北区だから世界に発信するということができる唯一

の場所なんです。この区は人口たった１４万人です。大阪市内でも多いほうじゃない

です。平野とか東淀川のほうがこの倍ぐらいありますわ、人口はね。ただ昼間人口は

企業が多い。４０万人おるんです。梅田というとてつもないターミナルの１日の乗降

客数は２３０万人あるんです。これは新宿、渋谷、池袋、に次いで世界第４位です。

難波は８８万人しかないです。２３０万人、毎日この辺にいます。それも北区の陣容

なんです。それを活用しながらやる。企業の数は１万８，０００社あります。１万 

８，０００社の企業にも参加いただく。地域、団体、それから学校、商店街、企業、

これらとうまく連携しながらこのギネスを乗り切っていきたいと。 

 特に役所の立場で言うと、割と地域団体とは親しいんですよ。岸本さんのところな

んて、団体の保護司さんなのか、青福さんなのかはちょっと別にして、よく行くし。

地域の連長さんとはもう毎月会議しています。マンション、あまり付き合いないんで

す。町会加入率３割しかないですからね。ということは１４万人のうち４万人しか町

会に入っていないんですよ。９割マンション。そこへのアプローチができていないの

で、この間、ニュースリリースしましたけれども、３０社の管理会社と連携をして約

９０棟、１万６，０００世帯への情報パイプを直近でつくりました。これにＵＲが乗

って２万世帯になります。ということで５万人規模へ今道だけつくっている状態。そ

れがにぎわっているとは言いません、道だけつくりながらあかんようなところを整備

していきましょうと。 

 企業、皆さんの地域活動の中で企業との連携あるんです。２年前まで、役所は企業
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との連携は、ありません。そのために教育を切り口にして、職業出前授業というもの

をつくり出したんです。今年度、８０社エントリーしました。１月からまた追加募集

を私がピンポイントでやって１００社ぐらいになりました。来年度は、アマゾンジャ

パンが参入します。映画会社の東映、東宝、アメリカ領事館、それからミシュランガ

イドのミシュラン、三菱マテリアルという会社は、世界中に金鉱山の発掘技術持って

います。レアメタルの採掘技術を持った会社も入ってきます。こういう会社と話しし

ますといろんなことを、もっとこんなことを社会貢献でやりたいのでいっぱいアイデ

アを持っているんです。その中の一つにソフトバンクさんがいて先ほどの防災スマホ

という話に発展している。第二段階を迎えたということです。 

 今日、南埜さんがこども１１０番のバッジつけてきましたけども、来年は生命保険

会社の保険外交員が北区中をこども１１０番活動で駆けずり回ります。ということに

今、協定を結んでいっております。 

 コンビニと話をしてみますと、フードドライブできませんかと向こうから来てくれ

たんです。コンビニの店舗に食材を集めるから取りに来てくれへんかと。どこまでで

きるかは、これから社協とも調整しながら動くんですけども。オール大阪ですぐでき

ないので北区でやりませんかという話、そこから出てきたので、企業とつながるとい

うことは、だんだんそんなことが下りてくるということです。つながっていけばつな

がっていくほど、教育だけでなくて福祉に防災に防犯にいろんな角度で世界が広がる

んです。だから、せっかくこれだけ会社あるんやからこれをつかまないと損ですと私

は思っています。 

 学校もあまり高校との付き合いはありません。扇町総合、金蘭、この前初めて行き

ました。初めて区長が来たと言っていました。高校にも、ゆめキタという音楽祭に出

演してもらおうと思っていますし、ギネスはすごくウエルカムでした。扇町総合は３

校が合体して春から違う高校になるんですけども、３校をつなぐために、生徒たちの

気持ちをつなぐためにちょうどいいと言っています。 
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 専門学校との付き合いもなかった。専門学校は教育から入っている。今日来ている

大阪アニメさんは、いろんなプログラムを提供をしてくれていまして、声優さんとか、

そういう職業出前授業を中学校に動いてくれています。実は皆さんのお手元にこんな

ドリームダンスカップというチラシを置きました。今月号の広報紙の中で紹介してい

ます。８月９日に１８歳以下のダンスコンテストをします。なぜ区がこれをできるか

というと、照明、音響、司会、全部大阪アニメが授業としてボランティアで支えてく

れるんです。そういう専門学校がない限り区はそんなことはできません。だけど、協

力していただけるところがある限りできる。だから結構こういうもの出てきています。 

 防災は大工大が、ウォークスルーという、映像を見ながらいろんなところに、こん

なところに危険箇所があるというツールをつくってくれるんです。今回はそれと、私

の前職のパナソニックを合体させて、住宅ノウハウをそこに入れながら家の中での防

災のウォークスルーをつくり出そうという動きをしています。やっていくといろんな

アイデアを外からもらえます。 

 防犯では、大阪アニメさん、大阪放送芸術学院さんが放置自転車の啓発ビデオ、こ

ども１１０番の啓発ビデオ、今、作成をいただいています。でき次第、梅田の大型ビ

ジョンに投影しながらピンポイントで流すということを、今、企画しており、社会貢

献の一環として出してくれています。だから、こういうものをいろんな話の接点の中

でどんどんと連携をかき混ぜていくことによってこのまちは、ギネスも通じながら感

謝を発信するけども、そのプロセスで教育、防災、福祉、いろんな面での底上げとい

うものを達成できるというのが裏にあります。 

 今回、一言で言いますと、感謝があふれるまちということにこの区を誘導したいの

で、この北区からあなたのありがとうというものを集めてそれを世界に発信していく。

例えば、皆様、父の日、母の日に子どもから感謝状もらったら多分うれしいと思いま

すね。子どもに対しても、多分生まれた瞬間、皆さんは生まれてきてくれてありがと

うと思ったはずです。でも、だんだん欲が出てきて、良い大学行かさないとあかんし
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家庭教師つけなあかんし、バイオリン弾かなあかんしピアノ弾かなあかんし、英会話

せなあかんしと、そのうち子ども潰れてしまいます。こういうことを考え直さなあか

ん。 

 僕一番、やってほしいのは、子どもたちに今日も頑張った自分にありがとうという

自信つけてほしいんです。これでいいんです。親とかそんなことわざわざ言わないの

で。世の中、子どもの自殺も増えておるんです。自分に自信持てないんですよ。今日

頑張った自分にありがとうというものを学校は教えたってほしいなと思って。 

 商店街とか飲食業からしても、今年こそ、お客さん支えてくれてありがとうと思っ

ていると思います。 

 たくさんのありがとうが、この区には溢れているのでそれを集めようと、こういう

ことなんです。 

 今、営業活動にいそしんでいただいております三島委員からセレッソさんに行って、

セレッソさんも森島社長が頑張りますと僕ところへ写真送ってくれた。成人式で撮影

をしています。実はギネスは５月１日スタートするんですけども、ギネスのために撮

影しているということを理解いただいて、今、ストックする分には構いませんという

ギネスからの承認も。いろんな会場でいろんなテストランをしているので、成人式で

も撮らせていただいた。７００名ぐらいの新成人集まりましたけど、３００名ぐらい

この前で写真撮りました。親にありがとうとその場で言っていた子どももいますわ。

うれしかっただろうなと思って。 

 これは有名な松下徽章のスーパー営業マン、１万枚頑張りますという心意気を示し

ている写真です。カズキさん、１万枚で、中津で１０万枚らしいですわ。あと、笠井

さん、９万枚よろしくお願いします。 

 皆さんで何か楽しみながら、こういう会話のリレーをしながら、別にノルマがある

わけじゃないので、これをきっかけにつながってほしい。僕らも地域出たときに、こ

んなんやっているんですと非常に声かけやすい。人がつながる手段として使ってほし
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い。そのときにその１枚を切り出してほしいと。 

 木下委員なんか毎日福祉会館でイベントやっていたら２日ぐらいで１万枚貯まるか

もしれん。貯まらんなと思うたら隣の岸本さんにあとやっておいてと言うたら何とか

いけますよ。みたいなコミュニケーションもありながら、みんなでこれを楽しみなが

らつながってほしい、こういう企画。それを世界に発信しましょうよと。それだけの

民力のある北区でしょうと。これができんのはほかの区にないんでね。１０万枚超し

て、そして世界に北区でありがとうの１０万枚を達成したんやという、ちょうどそう

いう時代性もあって、みんなで胸張って誇りになるような最後ファイナルを迎えたい

なと思ってございます。 

 今日は最後に、皆さんのお手元には私からギネスに参加してくれてありがとうとい

う感謝状を贈呈しておりますので、山田議長が最後締めてから、写真撮った方から退

場いただいて結構です。それまで帰ったらあかんと。こういうのでお考えいただいた

ら結構かなと思います。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 前田区長、ありがとうございました。 

 なお、ただいまのスライド見ていただきまして、区長言われたとおり、会議終わっ

てから記念写真があるそうでございますので。 

 そのほかに、今は報告のみでございますが、どうぞ御了承願いたいと思います。 

 続きまして、ＡＩオンデマンド交通の社会実験、これにつきまして、都市交通局よ

りお越しいただいておりますので、この後、説明をしていただきます。 

 なお、本件につきましては、区政会議とは別の会議体、大阪市地域公共交通会議で

議論されておりますので、本日は御報告をいただくのみで、委員の皆さんからの御意

見、御質問の時間はございませんが、どうか御了承願いたいと思います。 

 それでは、村上都市交通局バスネットワーク企画担当課長代理、よろしくお願いし
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ます。 

○村上都市交通局バスネットワーク企画担当課長代理 

 皆さん、こんにちは。大阪市都市交通局バスネットワーク企画担当の村上と申しま

す。 

 本日は、この北区を対象としましてＡＩオンデマンド交通の社会実験が４月から始

まりますので、都市交通局から御説明にあがりましたので、よろしくお願いします。 

 まず、このＡＩオンデマンド交通とは何ぞやということなんですけれども、ここに

書いていますとおり、従来の定時定路線型の路線バスではなく、利用者の予約に対し

まして、ＡＩによる最適な運行ルート、配車をリアルタイムに行う乗合輸送サービス

という形なんですけれども、従来の路線バスでは、時刻表、またルートが定まってい

るということですので、利用者の方、乗客の方はバス停でバスを待って乗るという形

になるんですけれども、このＡＩオンデマンド交通では時刻表やルートが全くないと

いう形で、利用者の予約に応じまして車が配車されますと。ＡＩが予約等を集約しま

して、最適な運行ルートをはじき出して、利用者を運ぶという形になります。 

 例えば、Ａさんが長柄から区役所に１０時に到着するように予約をしました、また

別で、Ｂさんが天六から北野病院まで予約を入れました。そうすると、ＡＩが運行ル

ートを勝手に変更しまして、最初に予約したＡさんが１０時前後にきちんと区役所に

着くように、その途中でＢさんも天六から乗り合って北野病院まで行っていただくと

いうような形の運行ができるというものになります。 

 特徴としまして、予約して配車されますのでタクシーと路線バスとの中間的な性質

という形になります。タクシーですと個人輸送になりますのでお一人の方、今回は乗

り合うという形なのでバスみたいなものということで、その中間的な性質を持つとい

う形になります。 

 また、リアルタイム、オンタイムで配車という形になりますので、スマートフォン

アプリを利用して予約をするという形になります。 
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 今回、北区で実施されるバス部分につきましては、スマホのほか電話でも予約のほ

うは受け付けるという形で聞いてございます。 

 次に、路線バスでは決められたバス停の間を線でつなぐというルートになるんです

けれども、決められたエリア内を自由に面的にカバーできるというところが特徴とい

う形になってございます。 

 では、なぜ大阪市がＡＩオンデマンド交通の社会実験に取り組むかということなん

ですけれども、今、今後の公共交通をめぐる諸課題という形で考えておりまして、将

来の少子高齢化、地域による人口増減の格差ということがございます。 

 また、高齢者のドライバーの方が免許を返納されてなかなか交通手段がなくなって

しまうとかという、あと、高齢者の方の自転車事故が増えてきているということもご

ざいます。 

 また、今、コロナ禍におきまして事業者は、利用者が少ないという形で結構経営状

況が悪化しているということと、バスの運転手の担い手が今不足されているというよ

うな問題がございまして、今後これらの問題が、大阪市内は鉄道、あとバスでネット

ワークが一応完備されているということがあるんですけれども、将来に備えまして持

続可能な地域交通を検討するということが必要というふうな認識を持っているところ

です。 

 その中で今、大阪府、大阪市におきましては大阪スマートシティ戦略というものを

策定してございまして、最先端の技術によって住民生活の質の向上を目指すという取

組をしているところです。その取組の一つに、スマートモビリティーの分野であるＡ

Ｉオンデマンド交通に取り組むこととしてございます。 

 また、大阪・関西万博というのが今後ございますので、最先端の技術やアイデアを

活用するためには、行政が主体ではなく民間事業者が主体となって、そのプレイヤー

となって取り組むことが重要と考えているところでございまして、都市交通局におき

ましてＡＩオンデマンド交通を、大阪市域内、条件は全然つけていないですけれども、
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そこで事業提案をされるところというのを募集したところ、今回、北区と福島区を対

象として提案があったというところでございます。 

 では、オンデマンド交通を実施するためにはいろんな条件というのがあるんですけ

れども、お金を頂いて旅客をお運びするということになりますと道路運送法の手続と

いうのが必要となってきます。上に書いています定時定路線運行となりますと一般路

線バスになりますので、こちらのほうは事業者が国に対しましてその申請をして国が

許可を下ろして運行が可能になるという形なんですけれども、このＡＩオンデマンド

交通になりますと、下にございます区域運行という形で、時刻表、ルートがない、そ

のエリアの中を自由に行けるという形になりますので、地域の中の関係者で合意をす

ることが必要というふうに言われているところです。 

 この地域関係者の合意する場ということで、大阪市では地域公共交通会議という会

議を開きまして、そちらで協議をして合意をする必要がございました。その関係者な

んですけれども、関係者は大阪市、国、交通事業者、事業者団体、労働組合、学識経

験者、警察、そして地域住民や利用者から構成することとなってございます。 

 この地域公共交通会議は先月２月２４日に開催することができました。北区の関係

では前田区長、岩岸地域振興会会長様、そして区政会議の山田議長様が地域委員とし

て御出席いただき御議論のほうをいただいたところです。 

 この議論の結果、合意形成がされたことから、北区の社会実験について国への申請

を経て実施することができるようになりました。 

 次に、具体的な、北区、福島区も含むんですけれども、そちらの社会実験の内容に

ついて御説明のほうをさせていただきます。 

 今回、北区、福島区のエリア、同じようなエリアで２つの事業者が同じ時期に社会

実験を実施するという形になります。 

 まず１つがＷＩＬＬＥＲ Ｇｒｏｕｐさん、２つ目がＯｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ Ｇ

ｒｏｕｐさんという形になります。 
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 １番目のＷＩＬＬＥＲ Ｇｒｏｕｐさんはもともと高速バスを運行されている会社

で、スカイビルのところにピンク色のバスを持っているというところになります。 

 Ｏｓａｋａ Ｍｅｔｒｏさんにつきましては、現在、生野区と平野区で同じように

ＡＩオンデマンド交通の社会実験をしているところになります。 

 社会実験期間といたしまして、４月１日から令和５年３月３１日の１年間を予定し

てございます。 

 では、まずＷＩＬＬＥＲ Ｇｒｏｕｐさんの事業内容について説明のほうをさせて

いただきます。 

 今映ってございますのがエリアという形になってございまして、まず黄色いところ

が北区の営業範囲になってございます。青色の背景が福島区の営業範囲になってござ

います。その中に赤い丸があるんですけれども、こちらが仮想の乗降場所ということ

になりまして、囲まれたエリアの中、例えば黄色のエリアの中の赤い点同士は自由に

行き来ができますよという形になります。同じく福島区においても赤い点の間は自由

に行き来できますよという形になります。区域というのが定まっていますので、黄色

の地域から青の地域には行けないというような運行スタイルになります。 

 次に、概要ですけれども、ＷＩＬＬＥＲさんにつきましてはｍｏｂｉという定額乗

り放題サービスというのを提供するというふうに提案されてございます。社会実験期

間は４月１日予定から令和５年３月３１日まで。 

 運行時間帯が朝７時から夜１０時までという形になっています。 

 予約方法というのがアプリまたは電話という形ですけれども、ＷＩＬＬＥＲさんに

つきましては乗りたいときに予約をするという形になってございまして、例えば１日

前から予約するということはできませんというような形になっています。 

 運行で使う車両につきましてはワンボックス車両で、乗車定員が９名という形で、

区内では一応４台を運行することを考えているということで聞いてございます。 

 次に、ＷＩＬＬＥＲ Ｇｒｏｕｐさんの料金体系、運賃ですけれども、１回の御利
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用で大人３００円、小児料金が１５０円という形になります。 

 次に、その下に乗り放題パスという形で御提案されていまして、大人・小児共通な

んですけれども、１か月５，０００円でこの２つのエリア両方とも乗り放題になると

いうふうな提案をされています。会員になっていただいて、会員の御家族さん、同居

の家族さんにつきましては、１か月５００円を出しますと乗り放題になれるというよ

うなプランで提案のほうをされているという形になります。 

 また、回数券ということで、８回で２，１００円、５回で１，４００円というよう

な御提案内容になっています。 

 支払い方法につきましては、現金、クレジットカード、銀行振込、口座振替ができ

ますという形になっています。 

 こちらのほうがスマートフォン上のアプリの画面の変遷という形になりますので、

スマートフォンの中で乗降地とかを指定していただいて、そこで人数、どういう形で

移動しますか、画面確認を押してマッチングをするというような流れになっています。

基本はスマートフォンですけれども、一応電話予約もできますというような提案内容

になっています。 

 先ほどエリア図の中で赤い丸が仮想の乗降場所というふうにしていたんですけれど

も、バスでしたらバス停という形で目印があります、標識がありますという形になる

んですけれども、今回、北区、福島区エリアで考えてらっしゃるのが仮想乗降場所と

いうことになりまして、現地で特別目印となるような看板とか印は設けていないと、

全てスマホ上のアプリの中で確認してくださいという形になります。ですので、スマ

ホ上でアプリをダウンロードして開きますと、こちらのほうに「ｍ」というマークで

記されているんですけれども、そこが全部仮想のバス停と、仮想乗降場所というとこ

ろで、ここの間を自由に予約して乗り合いが発生して運行していくというような形に

なります。 

 ＷＩＬＬＥＲさんの提案内容はこういう形になります。 
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 では、続きましてＯｓａｋａ Ｍｅｔｒｏ Ｇｒｏｕｐの社会実験の概要という形

になるんですけれども、まず同じようにエリア図のほうになります。同じように福島

区、北区、全部のエリアを網羅しているという形なんですけれども、若干エリアの分

け方が異なってくるという形になります。 

 Ｍｅｔｒｏさんにつきましては、キタエリア区域ということでは紫で囲っていると

ころ、キタエリア、そして共通エリアと書いているところ、ほぼ北区全域になるんで

すけれども、そちらがキタエリアとなります。 

 福島エリアになりますと、福島区プラス北区の一部という形で提案をされています。

ですので、紫色のところから福島エリアと書いている緑色のところというのは行き来

できないんですけれども、同じエリアの中で乗降場所間については自由に行き来がで

きますよという形になります。 

 Ｍｅｔｒｏさんの特徴としまして、下にオレンジ丸と青丸があるんですけれども、

新設の乗降場所というところと既設の乗降場所、Ｍｅｔｒｏさんはシティバスさんが

一応グループになっていますので既存のバス停が使えますと、既存のバス停からも乗

れますよというような内容になってございます。 

 次に、Ｍｅｔｒｏさんの概要ですけれども、異なっていますのが、運行時間帯が朝

６時から夜２３時まで、若干長い時間、運行時間帯になっています。 

 予約方法につきましても同様にアプリと電話で対応しますよという形になっていま

して、ＷＩＬＬＥＲさんの場合は乗りたいときに予約をしますという内容なんですけ

れども、Ｍｅｔｒｏさんの場合は３日前から予約ができますよと、３日前からここ行

きたいと予約ができますと。その予約同士をまとめてという形になろうかと思います。 

 運行車両なんですけれども、こちらのほうも若干変わっていまして、Ｍｅｔｒｏさ

んもワンボックス車両、乗車定員が８名になります。あと、それを一応７台で運行す

るんですけれども、１台が車椅子対応車両という形で車椅子でも乗れますよというよ

うな中身になっています。そちらの場合は乗車定員が若干減りますよと、一応５名と
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いう形になっています。 

 次に、Ｍｅｔｒｏさんの料金体系、運賃なんですけれども、１回乗る金額としては

ＷＩＬＬＥＲさんと同じように大人３００円、小児１５０円という形になります。あ

と、障がい者手帳をお持ちの場合につきましては半額になりますというような特別割

引がございます。こちらのほうも一応オンデマンドバス専用定期券、デジタル定期券

ということで、１か月５，０００円ということで乗り放題にはなってございます。こ

こにつきましては、Ｍｅｔｒｏさんの場合は１つのエリアごとという形になっていま

すので、２つのエリアを共通で使うとなりますと９，０００円かかりますというよう

な内容になっています。 

 次に、こちらが予約の流れといいますか、画面の変遷という形になります。Ｍｅｔ

ｒｏさんもアプリ上でダウンロードしていただいて、デマンドバスの予約なり乗換案

内というのがあるんですけれども、そこで予約をしていきますと。電話でも一応対応

はしてございます。 

 先ほどＷＩＬＬＥＲさんのほうも仮想乗降場所ということで御案内させていただい

たんですけれども、Ｍｅｔｒｏさんにつきましても、こちらバーチャル乗降場所と呼

んでいるんですけれども、ほぼ同じような意味と思います、ここの場合も現地に乗降

場所の明示物を設置せずにアプリ内の写真のみで明示しますよという内容なんですけ

れども、右側に画面があるんですけれども、Ｍｅｔｒｏさんの場合は、そこに乗降場

所のポイント、プラスその下に位置の写真を一応載せますと、写真を載せてここがバ

ス停ですよというふうにアプリ上で一応明示をしますというようなことをおっしゃっ

ています。 

 以上でＭｅｔｒｏさんの内容になるんですけれども、今、各事業者が国に対して申

請をしている段階になっています。今こちらで聞いていますのは、４月１日から運行

が開始できるのではないかと聞いておるんですけれども、今、実験開始は予定という

形になりますので御了承のほうお願いいたします。 
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 また、各事業者とも、ＰＲのチラシですとか説明会ですとか、今回、普通のバスと

は違いまして、スマホを使って予約をしたりとか、そういう形で使い方が全く変わっ

てくるという形もありますので、そういった説明会もちょっと予定をしたいというふ

うには聞いていますので、また御協力のほうよろしくお願いします。 

 あと、地域交通という形ですけれども、今までバスとか地下鉄とかいろいろあるん

ですけれども、地域の方々が利用して乗っていただくというのがやっぱり必要なんか

なと、地域の人が愛着を持って育てていくというのが地域の交通なのかなと、それを

することでずっとその交通が持続的に残っていくという形やと思いますので、こうい

った新たなサービス、新たな交通というこのＡＩオンデマンド交通になるんですけれ

ども、こういったものが北区の中で、社会実験なんですけれども、一応導入されると

いうことになりますので、ぜひ実際どんなものかというもの体験していただいて、そ

の便利さを実感していただければと思います。 

 長々とすみませんでした。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。 

 聞いていただいたとおり、実感は湧かないかも分かりませんが、たまたま北区には、

今、うめぐるという梅田近辺を１２ぐらいのバス停で定期的に走っています。若干、

そのようなことだということが分かっていただけたかと思いますし、もう一つは、北

区と旧大淀区が合区になったときに、それ以後、北区役所が遠くなるということで、

大淀区から北区、循環するように市の赤バスが走っていたのを覚えている方もいらっ

しゃると思いますが、ああいったことのもう少しきめの細かいことだと思いますが、

そういったことにつきましては、今後区のほうからも発信していただけますと思いま

すので、今日は、こういうことをすること、社会実験で１年過ごしてみるということ

でございますので、御質問、御意見などはどうぞ御勘弁願いまして、いよいよ区政会

議に入りたいと思います。 
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 それでは、都市交通局の村上代理はじめお二方にはここで御退席いただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 それでは区政会議に入ります。 

 令和４年度北区運営方針（案）につきまして、片岡課長、よろしくお願いします。 

○片岡政策推進課長 

 それでは、ご説明させていただきます。 

 まず、資料１のほうをお出しください。 

 令和４年度北区運営方針（案）について、資料１に基づき前回の素案からの変更箇

所について御説明申し上げます。 

 それとあと、右肩に四角囲みで資料４というのがあると思います。まずはこの資料

４のほうを御覧ください。 

 表題は、第３７回北区区政会議（令和３年１０月２７日）における意見への対応状

況、となっています。それの裏面、裏のほうの２ページ目をお開きください。 

 下から２つ目の箱、左端に番号９というのがありますので、番号９の欄を御覧くだ

さい。 

 ９、木下委員より、健康課担当の事業に対する意見といたしまして、箱の中ですけ

ども、「『いきいき百歳体操』に加えて、『はつらつ脳活性化教室』を開催すること

が大事と思うが、令和４年度運営方針には『いきいき百歳体操』は書かれているが、

『はつらつ脳活性化教室』は書かれていないので明記すべき。」との御意見をいただ

きました。 

 この対応方針といたしまして、２つ右の箱でございます、対応方針欄ですけれども、

「『いきいき百歳体操』をまず立ち上げ、『はつらつ脳活性化教室』の拡大にもつな

げていく考えであり、『はつらつ脳活性化教室』も重要な取組みと位置付けているの

で、運営方針に記載する。」ことといたしました。 

 資料１にお戻りいただきまして、太字アンダーライン部分を追記いたしております。 
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 まず、表題の具体的取組、１１－１－１、【いきいき百歳体操の実施】というもの

を、【いきいき百歳体操・はつらつ脳活性化プロジェクト事業の実施】ということで

追加をいたしまして、その下、４年度の取組内容の下ですけれども、チョボが１段で

あったところに２つチョボを加えました。 

 １つ目が、・「はつらつ脳活性化教室」のサポーター養成講座を１回開催する。そ

れからその下、・「はつらつ脳活性化教室」のサポーターレベルアップ講座を全教室

開催する。ことといたしました。 

 前回からの変更箇所について御説明申し上げました。 

 私からの説明は以上でございます。 

 議長、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。 

 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。 

 また、できるだけ多くの方、できたら全員の方から御意見をお聞きしたいと思って

おります。 

 円滑な議事進行に御協力をお願いいたしますと同時に、テーマごとになっておりま

すので、私のほうから順不同で御指名させていただきますので、どうぞ御了承願いた

いと思います。 

 では、まずテーマ１の防災・防犯につきまして御意見をお願いしたいと思います。 

 それでは、一番初めに、岩本委員、よろしくお願いします。 

○岩本委員 

 御指名いただきました岩本でございます。よろしくお願いします。 
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 一応項目としては、防災・防犯、あとは地域コミュニティーというふうなところで

事前に質問をさせていただいておりまして、その回答も事前にいただいておりまして、

そこをかいつまんでというところになると思うんですけど、新たなコミュニティーの

形というふうなところで、ここを、例えば先ほどのタワーマンションであったりとか、

命を守るという点では、多分、皆さん、目的というか目標は一致していると思うんで

す。 

 ただ、それぞれの価値観みたいなのが大きく異なっていまして、そこをいかに地域

の方とタワーマンションの若手の住民たちとをつなげていくかというふうなところが

課題になるのではというふうなところで、一応、そこの間を取り持つような、ファシ

リテーターというか、地域をつなぐ人材というふうなものが、今後また、コロナ禍の

中も含めて、そういうＩＴ技術を駆使するとかも含めてなんですけど、地域をつなぐ

能力というか、育成できる、そういう人材を育成していくようなところがやっぱり必

要ではないかなということで、取り組まれていることはありませんでしょうかという

ことで質問させていただきました。 

 回答として、そういうところを含めて、リーフレットであったり動画であったりと

か、そういう配信、コンテンツもいろいろ取り組んでおられるというふうな回答をい

ただいておりますので、防災リーダーを中心にしてやっていくというふうなところで

回答をいただいております。 

 もう一つ、同じような地域情報の発信というところで、現在今、北区のほうではピ

アッザというふうなところをＳＮＳアプリ立ち上げて活用しているということです。 

 今すごく思っているのは地域の高齢者の方、特にスマホを持っていない方、持って

いる方もいると思います、今年４月ぐらいに５Ｇ切替えに従ってガラケーがなくなる

のではないかなというふうな情報もあったりしたんですけど、それはずっと残ります

ということでしたので、今後もガラケーをずっと使い続ける方もいると思います。 

 そんな中で、スマホの活用というところを、ちょっと高齢者の方に広げていきたい
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なというのをすごく私自身も感じておりまして、特に、実際現実、いろいろ私、個人

的に仲間と取り組んでいるところもあるんですけど、なかなかうまくいかないという

ところはあります。 

 というのは、月１回だと、高齢の方って１か月たつとやっていないと忘れてしまう

というふうなところで、まずやっているのはＺｏｏｍのウェブ会議というのを、毎回

入る練習をしましょうということで最初に宿題をやって、みんなでＺｏｏｍでやりま

すと、集まってＺｏｏｍでやるという、そういうことをやっているんですけど。 

 今後どのような発信の仕方、多分、高齢者の方にスマホユーザーが増えていけばピ

アッザも自然と、アカウントというかアクセス数が上がってくると思いますし、そこ

が課題かなと思っています。 

 今後もいろいろ体験講座みたいなんを区でも活動としてつくっていきますというふ

うな回答もいただいていますので、ぜひ取り組んでいってほしいなということです。 

 質問というより私からの意見になります。すみません。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 回答につきましては担当課長にお願いしますが、そのほかに、区長には、項目によ

っては補足説明、あるいは御発言をお願いしたいと思います。 

 それでは、この問題につきましては、小野課長からよろしくお願いします。 

○小野地域課長 

 地域課の小野でございます。 

 岩本委員、御質問ありがとうございます。 

 御質問いただいた前段の防災を取り巻くところと、地域の中でそういったファシリ

テート的な人材の育成というふうなことだったと承知しております。 

 以前、この区政会議でも何度かお伝えしておりますが、数年前から北区役所では、

マンションコミュニティ支援事業ということで、防災講座であったりお話合いの場を
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持つことによって、地域の、特にマンションにお住まいの皆様にお集まりいただいて、

防災、災害に向き合うノウハウであったり取組であったりというのを共有しながら、

おっしゃっていただいた命を守る行動をどう取っていったらいいのかというふうなこ

とを身近な問題と捉えていただく、自分事として捉えていただくというふうな切り口

にしながらコミュニティーを醸成していくというふうなことに取り組んでまいりまし

た。 

 数年やるうちに幾つかの課題が見えてまいりましたので、引き続きマンションを中

心として、防災に関する講座なり、何か防災を中心にしたつながりづくりというふう

なところを中心に据えながら、また取組を進めてまいります。その中で防災に関する

興味、関心を持っていただく方が、将来的に真ん中に立ってファシリテートしていっ

ていただくような人材も見つかってくるかなと思いますので、引き続き取り組んでま

いりますので、どうぞ御理解よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○山田議長 

 それでは、片岡課長、よろしくお願いします。 

○片岡政策推進課長 

 政策推進課長の片岡です。 

 事前に資料５のとおり、事前質問をいただきました。これの２ページ目に回答を載

せさせていただいていますが、かいつまんでちょっと説明させていただきます。 

 まず、お尋ねのピアッザにつきましては、御存じのように２年の４月に連携協定を

結びまして、その年の６月、７月号で特集記事を組んでまいりました。 

 北区は転入者が多いという特徴がありますので、区政の情報だけでなくて、例えば

生活している地域、ご近所の情報も非常に求めている方が多いということで、地域Ｓ

ＮＳアプリ、ピアッザというのを区としても推奨をいたしております。 

 区長の定めました計画の中でも、この項目、この人数を最終的には３，５００名に
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増やしていくということで目標を立てております。２年度は１，３００、３年度の目

標は２，０００ということにしております。４年度で３，０００、最終的に３，５０

０に増やしていきたいと思っておりまして、この１月現在で目標を上回る２，８００

を超える登録数を今現在いただいておるところでございます。 

 ピアッザにつきましては、チラシなどを区役所に配架いたしておりますけれども、

区内の公共施設、それから保育所、幼稚園等に配布するほか、区の広報紙、こちら、

届いている方もいると思うんですけど、３月号なんですけど、右上のところ、こちら

のほうに二次元コードが載っておりますので、これが届くと登録者が増えるというよ

うなことに毎月なっております。 

 それで、今、岩本委員からのお尋ねの高齢者に対する周知ということで申しますと、

回答欄でございますけれども、４年度は携帯事業者と連携をして、ガラケーユーザー

の方やスマホを持っているけどあまり使っていない、という高齢者の方向けに、仮称

ですけれども、「(仮称)初めて触る！スマートフォン体験講座」というものを計画

しております。例えばガラケーとスマホの違いとか、スマホの特長をはじめ、スマホ

ならではの機能の体験なども計画をいたしております。その講座の中で、先ほどのピ

アッザであるとか北区が運用する各種ＳＮＳ、ツイッター、フェイスブック、インス

タグラム等々、こういう各種ＳＮＳの公式アカウントを紹介して、どんな情報発信が

されているのかということを具体的に伝えることで、アクセス数の増にもつなげてま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○山田議長 

 岩本委員、これでお願いしたいと思います。 

 続きまして、三島委員、よろしくお願いします。 

○三島委員 

 三島です。よろしくお願いします。 
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 今日は、子どものことについてというか、防犯も絡むんですけども、今、朝なんか

は子どもの見守りというものを多分やっているということは、皆さん、知っていると

思うんですけども、その方の身分ってどういうことか分かっておりますか。 

 何もないんですよ。保険もないんですよ。それが、今うちの地域ですとお年寄りが

やっていると。あと、年齢でもう辞めなあかんね、次の人を補充できないと。今、子

どもと一緒について歩いてもうてるお母さん方は６年生になったら自然になくなると。

そういうふうな、今、北区もそうなっているし、ほかの小学校もそうだと思うんです

けども。それをちょっと私は指摘したいんですけども。 

 そういうボランティアをしている人たちを行政が何も見ないと。それをどこが主管

を置いているのかといいますと、警察ですか。ではないでしょう、学校ですかといっ

たら、ちょっと首をひねる。区役所ですか、いや、ちょっと。誰がその人たちの面倒

見るんですか。そういうふうなことで、今、区政会議でこういうことをちょっと言お

うと思っておりますけどもね。 

 あの人たちは何がって、子どもたちがかわいい、ただそれだけの思いで一生懸命や

っているんですわ。そやけど報われること何もないですよ。賞状一枚もらえることも

ないです。そういう人たちに保険ぐらいは掛けてもいいんじゃないですか。私はちょ

っとその旨を役所で相談したんですけども、ほんだら、地活で入っていますやん。地

活のメンバーの中に入っていたら地活が入っているからそれでいけんのちゃいますの

と。そうすると、地活のということは、マックスじゃなしにもうざっくばらんにばん

と来て、何々さんが入っています、何々さんが入っていますじゃないんですわ。何ぼ

入っていますかじゃないんですわ。それも何で提示できないんですかと私は３階のほ

うにちょっと提案をしたら、こういうものを頂きました。その中には大阪市が決めた

ことで書いてありますけども。 

 私は何が言いたいかというと、防犯のほうでそれを見るのか、それともどこが見る

んですか。区長も来てもらって子どもの見守りも立ち会ってもらったんですけども。
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そこで支える、地域の子どもたちを、かわいいから一生懸命している人たちに何もそ

ういうこと、見ることをしないんですよね。学校のほうにもちょっと言うたんですけ

ども、先生はちょっと来て、ありがとうございますと終わって帰って。僕は、もうち

ょっと真剣になって考えんと、今度また事故あったときに最終的に誰が誰やとなって

もうてそれで終わりますよ。 

 だからやっぱりちゃんと保険というものは掛けるべしやと思うんです。それはちゃ

んと決まった、誰々さん、何ぼ入っています、誰さん、何ぼということをはっきり提

示するべきじゃないんですか。 

 私、それがちょっと言いたいことと、前ちょっとここで区政会議のほうの事前質問

を出したんですけども、今、北区の中では避難困難者というのがひどく多いはずです。

だから、それに対してうちの商店街のほうの連中が東京のＧＩＮＺＡ ＳＩＸのほう

に行ってみたら、東京都と一緒になって地下に避難困難者用の物資をたくさん置いて

あった。僕も一緒に見に行きました。 

 僕は何でそれを今言うているかといいますと、１つは、北区には、２期工事が今現

在開発になっていますわね、そこにしか頼まれないんちゃうんですか。あれ大阪市の

土地だったら大阪市のところに、要するに避難困難者がそこに集まるとなればそこに

物資を置くと、そういうことができるときの時期じゃないんですかと。これ外すとも

うないでしょうと。 

 それを僕は力説、というよりこの間ちょっと質問状出したら、努力しますと、こう

いう御意見いただきましたけども、どこまで努力してくれるか、かつてなく思います。 

 以上です。 

○山田議長 

 小野課長、よろしくお願いします。 

○小野地域課長 

 三島委員、２点ございました、地域の見守り活動に関する保険の件と帰宅困難者対
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策ということで。 

 まず、１点目の子どもの防犯活動、見守り活動。平素から、朝早い時間、また夕方

のお忙しい時間に、地域の皆様、町会の皆様、特に御高齢の皆様だと思うんですけど

も、つじ、つじに立っていただいて子どもたちの登下校の見守りいただいております

こと、本当に頭が下がります。ありがとうございます。とても大切な活動だと思って

おりまして、ぜひ継続はいただきたいと思っておるものの、今おっしゃっていただい

た、何か事故があったときの保険というのは、活動をいただくボランティアさんの立

場に立ってみますと、本当に大きなことだと私も認識しております。 

 保険がないのではないかというふうなお話だったんですけども、あらかじめ、資料、

お手元にあるかも分かりませんけども、皆様方、お手元にないので、大阪市の市民活

動保険というものがございまして、これは大阪市関連事業における全てのボランティ

ア活動に対しまして、特段事前のお名前などの届出の必要はございません。大阪市市

民局で取りまとめている保険ですけども、それに加入をいただいているということに

なっていますので、その点、御承知おきいただいた上で、もちろん安全に気をつけて

いただきながら活動を引き続き続けていただきたいと思っております。 

 見守りにかかわらず、例えば放置自転車の啓発活動などの場面の事故とかに関して

ももちろん適用されますので、その点も申し添えます。 

 もう一点、帰宅困難者の対策につきましては、事前質問票も承っております。その

中で書かせていただいたとおりなんですけども、「うめきた」というような新しいま

ち開きに向けては、担当する局ないし建設局あるいは私ども含めて、防災に対する避

難困難者対策について、特に、周辺の企業さんともお話合いする場を持っていますの

で、このあたりは比較的大きな取組になってまいりますので、そういった東京都の事

例なども参考にしながら、引き続きの調整、申入れをしてまいりたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 
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○前田議員 

 すみません、市会議員の前田です。 

 今、三島会長のほうからうめきた２期の状況ということで、私もずっとうめきた２

期の、特に北区では、南海トラフの地震が想定されたときは、梅田も、そして大淀も

中津も、この辺一帯は浸水の被害が想定されています。 

 今おっしゃられたとおり、うめきた２期の都市公園のところに各施設が建つわけで

すけども、あそこが、今現在も広域避難場所に指定されておるんですが、そこに防災

の機能をどうつけていくかというのは非常に重要なテーマで、今、議会でもまさに議

論しているところです。 

 大体、収容人数でいきましたら、帰宅困難者、３万人程度の方が、そこでちゃんと

避難できる施設、そして中には備蓄物資の備え、そういうものをどう備えていくかと

いうことで、今現状、建物、施設の中にそういうものを備えていくという方向で調整

をしています。 

 そして、うめきた２期の中でも、少し建物がある場所によって土地の高低差があり

まして、高い位置にできる限りそういうものを設置し、そして建物の浸水が想定され

る以上の階にそういう備蓄物資なんかを備えていくということ、そしてまた、北区の

駅周辺の方々におかれましては、当然北区以外の方々もいらっしゃいますし、外国人

の方なんかも当然いらっしゃいます、その方に対する多言語での防災の声が発信でき

るようなそういう仕組みであるとか、防災の浸水状況が分かるようなカメラであると

か、かなり先端的なものを使ってできる限り避難がスムーズにできるような、そうい

う拠点にしていきたいということで今進んでいるところですので、議会の内容を御報

告させていただきます。 

 以上です。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 
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 続きまして、渡島委員、よろしくお願いします。 

○渡島委員 

 渡島です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本当に、防災訓練、私の地域でも小学校で、町会長さん、皆さんで子どもたちと避

難訓練を行いました。防災訓練を行いました。 

 そのときに、近くのマンションには、すごく大きなマンションがあって、そこは町

会に入っておられるんです。でも、町会に入っておられたら私たちもよく把握できる

んですけれども、小さなマンションの方々とはあまりコミュニケーションできていな

いんですよね。また町会に入っておられないところもあるんです。だからそういうと

ころをどうしたらいいのかなという。もしなったときに、実際に起こったとき、どの

ようにしたらいいのかな、それは子どもたちの命を守るのは当然のことなんですけれ

ども、保護者ですよね、その方々が本当に町会に何か入っていただけたらすごくコミ

ュニケーションもいけるんじゃないかなと思うたりします。 

 先ほど前田区長様もおっしゃったように、そういうコミュニケーションができてい

ないというところを、私、思ったんです。だから、やはりそういうところを何とかま

とめていただけたら町会のほうも動きやすいなというのがあります。 

 本当に大きなマンションは、タワーマンションやらいろいろ大きなところは、理事

会があって話合いもできて、しておられるんです。セキュリティーもしっかりされて

いていいんですけれども、そういうところができないところ、そういうところにはど

のようにしたらいいのかという回答をお願いしたいんです。よろしくお願いいたしま

す。 

○山田議長 

 小野課長、よろしくお願いします。 

○小野地域課長 

 渡島委員、御質問ありがとうございます。 
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 大きな問題だなと思っています。まず、町会加入の問題、私どもも一生懸命、町会

の加入はお声がけしているものの、特にマンションにお住まいの方というのは、そう

いったつながりを避けるといいましょうか、プライバシーを大切にされる方が多いと

いうようなこともございますので、なかなか町会費を払って地域活動にというのはち

ょっと敬遠される方が多いということで、本当に北区、大阪市内あちこちなんですけ

ども、町会加入の問題、大変大きな問題だと思っています。 

 そんな中で、先ほど冒頭の御質問にもありました、マンションの中のコミュニティ

ーを我々としてどう支援できるかというようなテーマが生まれてきたということでご

ざいまして、その切り口の一つで防災というのでどうかと、命を守る活動として集め

ることで興味、関心を促すことができないかというようなことでここ数年やってまい

りました。 

 これも繰り返しになりますけど、その支援の中で、今、御指摘いただいたところ、

本当真ん中なんですけども、小さいマンション、小規模のマンションへの支援という

のはなかなか難しいところがございました。例えば集まるような集会場所もないです。

タワーマンションであれば、ある程度、集会場所とかお子様とかお母様が集まるよう

な場所もあるかも分からないんですけども、小規模のマンション、それもないという

ようなところで、マンションの大小による課題というようなところも、我々今、整理

しつつあるところです。 

 まずはふだんの挨拶、コミュニケーションから始めましょうというようなところか

ら入らざるを得ないと思っておりますので、そのあたり、来年度に向けてしっかり活

動させていただきますので、ぜひ手を上げていただけるようなマンションがありまし

たらお声がけいただいたら直接またお伺いして、皆様と交流する、意見交換する場を

持っ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。 

○山田議長 

 前田区長、よろしくお願いします。 
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○前田区長 

 少し補足をさせていただきます。 

 多分、渡島委員おっしゃったことは、大きな課題として、特に大阪の場合、都心区

に大きく横たわる課題です。多分、町会加入率が一番低いのは北区です。３割。これ

が一番底になります。 

 ちょっとひもといていただいて、半年前の区政会議の出来事で、私が３か年計画で

何を申し上げたかというと、ストレートに、マンション、ここの活動に参加してくれ

ということが理想の姿ですけども、現実何十年かかってもその門戸は開いていないと

いうことで、作戦変えましょうと。 

 北区の防災避難計画というのは、基本的には小学校を軸に防災訓練を展開していき

ます。そしたら、お子さんは必ず引取りにこなければあかんわけですから引取り訓練

が必ずセットされると。我が子を助けに来るという。学校で行う防災訓練に親を参加

させることと地域をそこに抱き込むこと、これを基軸に展開していこうと。 

 割と幾つかの地域は既にそれを稼働している地域も実はあるんですけども、ただ、

今コロナ禍で一気に人が集められないというジレンマの中で、確実に展開できている

かというと少し、やっぱり人数絞りながら、これを例えば堀川小学校でやろうとする

と至難の業なんです。 

 基本的には北区の防災訓練は、今の壁を脱出するために小学校を軸にして、保護者、

地域、子ども、この三つどもえの訓練を展開しながら横に広げていきたいと。マンシ

ョンだからといって、防災、全然安心できるわけでもなんでもなくて、タワーマンシ

ョンでも子どもに何かあったときにどうして助けに行くんだということは日々考えて

もらわなあかんというテーマということはきっちり落としていかな駄目なので、コロ

ナの様子を見ながら防災計画を推進してまいりたいと思います。もう少しお時間をい

ただければと思っています。 

 どうもありがとうございました。 
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○渡島委員 

 ありがとうございました。 

○山田議長 

 それでは、これでテーマ１を終わらせていただきまして、次にテーマ２、福祉、子

育て、教育について、皆さんに御意見を頂戴したいと思います。 

 それでは、早速でございますが、笠井委員、よろしくお願いします。 

○笠井委員 

 笠井です。 

 子育てについてお話ししないといけないんですけど、多分、防犯・防災、ちょっと

行き来しながらお話しさせていただきます。 

 まず、子育てですけれども、私どもが、地域子育て支援拠点事業のほうで、毎年、

園に所属するまでのお子さんとお母様が遊びに来られる施設のほうで、０歳児の入所

を頑張らないと育休復帰できないよというお声がけを支援室のほうからされるという

ことをよく聞くんですけれども、今年特に、去年、今年、やはりコロナで育休延長２

年を最大限に生かしたいというお母様方とても多くて、働きながら子育てすることと

いうのがすごく難しい中で、０歳児の保育余りが起きているのが現状かと思います。

なので、区政のミッションのほうには、待機児童は解消されたようで、次のミッショ

ンには出てきていないんかなというふうに思っています。 

 それと同時に、企業主導型保育というのも非常にこの辺り増えていまして、自転車、

走っていたらそこここに保育園があるという状況です。 

 それと同時に、コロナ禍で孤立した育児をしている方たちが、一時保育の場所がな

くて探し歩いていらっしゃるというねじれが起きていて、箱は空いているけど時々預

かるという仕組みには落とし込めないというようなところを今は課題と思っているの

で、育児休業制度の延長と、保育の箱があるというその状況をまた見直す時期に来て

いるのかなというのが意見として１点目です。 
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 そういった形で、子育て支援の課題等々、防災の課題等々を御相談するときに、行

政の中で、特に支援室の人事異動等々で、そういったことを継続で相談できる窓口と

いうのが、今、２年置きぐらいに、皆さん、入れ替わられるという状態の中で、なか

なかこういった課題の変化というのを一緒に共有するのが難しいなということを感じ

ています。 

 少しだけ防災について１点ですけども、資料４の前回の区政会議、３７回の意見へ

の対応状況のところで、２と３で、笠井と南埜さんのほうで、公園で防災やりたいな

ということで、御縁いただきまして、ＵＲさんと阪急不動産さんと一緒に、うめきた

防災のチカラという取組の中にジシン本体験デーという形で、３月１２、１３日に外

庭のほうで実現しそうになってきました。自助力をアップしようということで、地域

の全くカラーのついていない公園で、ジシン本、先ほどファシリテーターを育てよう

と言っていたと思うんですけども、自助力をお伝えするサポーター、私の防災はこん

なんですよというのをお伝えする場を持てることになり、地域課と政策推進課の方た

ちと一緒に取り組んでいますので、報告させていただきます。 

 以上です。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 子育てにつきまして、中野課長、よろしくお願いします。 

○中野福祉課長 

 福祉課長の中野です。 

 区内の保育に関しての御意見をありがとうございます。 

 おっしゃるとおりで、年度途中、それから来年度の保育園の入所なりのお話いただ

く中で、コロナ禍での育休のことで要件がなかなか厳しくなっているという御相談、

非常に多いです。 

 全体の大きな大阪市の制度ということがあって、北区独自でなかなかその入所条件
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をということも難しい部分はあるんですけれども、片方で、区内の保育施設というの

も、この間、北区と中央区については特別に、保育施設については、大阪市から措置

をいただいていることもあって、保育施設、増えてきているのは現状としてあります。

待機児童は、徐々に解消されていると思いますけれども、行きたい園になかなか行け

なかったり、一時保育が利用出来なかったりということがあると思うので、そのあた

りは、そのような御相談いただいたときに私たちの子育て支援室のスタッフがきめ細

かく御相談に乗っていくということは非常に大事やと思いますし、それについてはう

ちの職員も心がけてやっていると思います。 

 それといろんな媒体使って情報発信、これも非常に重要やと思っています。 

 職員の人事異動等については、職員の定期異動については、それなりの大阪市の人

事異動の方針もあって定期的というのはありますけれども、委員御指摘のように、区

の課題とか、いただいた御意見というのは組織としてちゃんと引き継いでいけるよう

に努めたいと思いますし、職員だけでなくて、子育て支援室にはいろんな専門スタッ

フが、会計年度職員、非常勤というような形でおりますので、家庭児童相談員も含め

て保育コンシェルジュでありますとか、そういった人たちは、継続で雇用もつないで

いくという部分もありますので、子育て支援室総動員でそういうところは取り組んで

いきたいと思いますので、御指摘いただいた点は今後とも引き続き取組はきっちり進

めていきたいと思います。 

 御意見ありがとうございました。 

○前田区長 

 補足させていただきます。 

 待機児童ゼロという定義の裏側に結構充足していない御家庭があるというの、これ

は現実問題としてございます。 

 この４月も３園ほど保育所が開園をいたします。そもそもなぜ北区に保育所ができ

てこないかという原因をちょっと整理しないといけないと思うんですけども、家賃が
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高いからなんです。入り一緒ですよね、収入額、保育料という。ここは家賃高いんで

す、地価が高いから。それに対して、中央区と北区だけは、さっきの特別な補助とい

うのは、家賃補助制度をつくってもらったのです。その土俵を合わせるために家賃補

助制度をつくったということが１つ。 

 それと、それをもって最近３園ぐらいこの春に開くんですけども、市長に直談判し

てその期間を延長してもらっています。来年春で終わるのですけども、もう少し充足

するまではそれをキープしてほしいと。 

 もう一個の課題は、これは世の中に知られていない課題ですけど、場所がないので

す。たくさんのビルやテナントがありますよね、私は不動産業界をやっていたので分

かるのですが、保育所は敬遠されるのです。駐輪場から自転車が溢れるなど、テナン

トが出ていくということで、案外敬遠されているのです。 

 今、新しくできるマンションは、全部附置義務というのがあって全部区長が交渉す

ることになっていまして、この間から、ちょっとマンションは今止まっているんです

けど、着工が、来る度にマンションディベロッパーを呼んで交渉して何とかそこにボ

ックスをつくってほしい、別に保育園に貸せるスペースを確保してほしいと。だから

さっき出たうめきたにもできます。うめきたの業者さんにも、呼んでどうしても回避

は出来ないと、うめきたにマンションできるからその子どもたち預かる場所がない、

うめきた全体として考えますという回答いただきながら、そういう交渉しながらもう

少し。 

 保育所の整備は特に北区、中央区は拡大していかないと。まだまだここだけ人口が

増えているので。子どもの人口が減ってきているんでしょうけども、周辺区に比べて

ここは顕著に今しばらく伸びるという予測があるので、もう少し枠を広げながら、僕

も定期的に不動産業者から空きテナントと保育所の入りのテナント、内部情報は開示

いただけているので、それ見ながらサポートはしていきたいなと思っています。 

 取りあえず造るということと、ちゃんと我々がユーザーに対してサポートするとい
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う、この２つがこれの回避策やと思っていますので。待機児童ゼロというのは当たり

前で、あとそれプラス、ニーズにどれだけマッチングできるかということにバックグ

ラウンドでは挑戦していかなあかんなと思っています。よく認識しながら進めてまい

りますので御協力よろしくお願いします。 

○山田議長 

 それでは、次に福祉関係で、木下委員、よろしくお願いします。 

○木下委員 

 すみません、２つあります。 

 １つは、前回のときに言って、こうしてちゃんと記載していただいてほっとしてい

ます。ありがとうございました。三島さんが言うように、言うべきことは言わなあか

んのが分かって。そうですね。 

○三島委員 

 はい。 

○木下委員 

 ありがたいことでございます。そういうふうに民主的に解決できることってすごい

大事なことかなと思って、ありがたいなと思っています。 

 それとは別に、私、区長おっしゃったように、褒めることも大事かなと思っている

んです。 

 それは何かというと、ここのどこかに栄養、高齢者の方とかそこのところに、素案

のところにあったんですけど、栄養をつけるみたいな、保健栄養コースという講座が

令和３年度も、この間終わったのかな、９回ぐらいのんで保健センターであったんで

す。ここに記載されていたのを広報紙見て、私、９回全部は行けなかったんですけど

も、行かせていただいた。すごく内容よかったんです。大事なことやなとすごい思っ

たんですけど、やっぱりこういう事情があるから人数制限されていたのか、たくさん

来られなかったのか分かりませんけど、すごい内容よかって、ちゃんとやって、すご
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くいいことをしていることがなかなか表に出なかったらもったいないなと思ったこと

が１つです。 

 それから話もう一つなんですけども、脳活性化教室とかそういうこと、体操のこと

をやらせていただいて、もう１０年近くやっていたら最初来られていた方がちょっと

しんどくなってこられた。 

 さっき笠井さんが言うてた０歳児、赤ちゃんもそうですけど、比較することはおか

しいんですけども、いろんな介護保険制度を利用できないところとかおうちの事情で

あったりとか、やっぱり元気でおりたいなと思ってもなかなか地域となじめない高齢

者の方もほんまに増えてくると思うんです。そこをどうするかということを、私は、

地域はもちろん一生懸命考えさせてもらいますし、自分もそっちのほうにだんだん近

づいているから余計思うのかも分かりませんけども、次のことをやっぱりしていかな

かったら、変な話、そういうことは、社協さん、手伝うてよ、お任せでは、私は、失

礼やけどあかんと、区の政策として、そこらあたり、将来的な、２０２５年じゃなく

て、必要なことちゃうかなと。あんまり出ていないからちょっと思ったりするんです。 

 せやから、地域でできることはきっとどこの地域もされていくと思うんですけども、

そこをフォローできるような、希望を持って地域の人間がボランティアとしてできる

ことを一緒に考えてもらえるような、望みを持ってここで生活できるような仕組み、

そういうこともある程度出していってもらえなかったら、私らの希望もありますけど

も、それを支えてくれる土壌がなかったらあかんのと違うかなと、今後、思います。

本当に言ったことが実現できるようなところであってほしいなと思って、一応褒める

こと万歳と言いたいなと思っています。 

 ありがとうございます。 

○山田議長 

 岩崎課長、よろしくお願いします。 

○岩崎健康課長 
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 健康課長の岩崎です。 

 ありがとうございます。褒めていただいて大変うれしく感じておりました。うちの

栄養士に伝えておきますので。すごく喜ぶと思います。 

 保健栄養コース、そんなに満員御礼では、あれくらいか、ちょっと多いぐらいの人

数でいつも予約が入ります。今、まん延防止で延ばしたりもしていたんですけども、

広いところでやったりとか工夫しながら引き続きやっていきたいと思っております。 

 あの保健栄養コースに参加していただいた方が、また地域とかでちょっとずつでも

広めていただけたら、予約の方も増えますし、生きるための基礎になる食べることの

大切さというところを皆さんに基盤として知っていただけるというふうに思っており

ますので、引き続き周知のほうも御協力いただけたらと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○前田区長 

 ちょっと別の角度で補足しておきますと、今、健康課長のところのセクションが保

健所の機能を担っています。 

 現在、コロナの感染自宅療養者、北区３００名。ピーク時は６００名を超えました。

そこへ総動員をかけています。したがって、あまりそういう手当てのところに優先順

位として、命を我々預かっておるものですからなかなか手が回り切れないと。３００

名のうち１００名は持病をお持ちでとか、要チェックをかけていかないと駄目な方を

預かっているものですから、どうしても今一瞬はそっちに力入れています、あえて。

少し落ち着いた段階で、でも普通の体制で社会を回していかなあかんということをギ

ネスでも申し上げたので、コロナのまん延防止期間が終わって少し落ち着いた段階で

次の展開を考えていく必要があろうかなというふうに思っております。 

 ちょっとその点だけ、申し訳ございません、少し軸足を、今こういう時期なので、

踏み込ませていただいているということで御了解いただきますようにお願い申し上げ

ます。 
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 以上でございます。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に教育関係、勝委員、よろしくお願いします。 

○勝委員 

 すみません、勝です。 

 小学生の学力向上のところについてなんですけども、対策として、平均全国対比１

以下のところに学校活動有償ボランティア派遣事業を実施すると書かれているんです

けども、こちらの具体的なことを聞きたいなと思っておりまして、例えばどういう立

場の方たちに依頼をかけるのかとか、どういった形でそれが実施されるのかというプ

ロセスが知りたいなと思っています。 

 ここからは、この区政会議の場なのかどうなのか分からない話にはなってくるんで

すけども、ちょっと意見として。 

 今の小学校、選択制になっていると思うんですけども、生徒数が多いところ、生徒

数が少ないところ、いろいろあると思うんですけども、多いところは校舎が足りない、

少ないところは校舎が余っているという状況で、学校の先生とかのいろんなお話を聞

くんですけども、やっぱり生徒数が多いところには、いい先生を派遣じゃないですけ

ども、行くと。少ないところにはそれなりの先生がというのが現実としてあるという

ふうに私のほうでは聞いていて、じゃなぜ選択制をするのかというのが疑問でしかな

いなと思っています。 

 ただ、すみません、これは教育委員会の話とかになってくるのでこの場とは関係な

いかもしれないんですけども、意見として上げさせてもらいたいなと思います。 

 以上です。 

○山田議長 

 区長は大阪市の教育次長になっていますから、前田区長、よろしくお願いします。 
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○前田区長 

 では、回答を２点させていただきます。 

 学活ボランティアが１点目。これ、実は我々は予算執行だけなんですけども、こう

いうところに人材が欲しいというものを学校が決めます。例えばどんな方が今行って

いるかといいますと、不登校が多い学校なんかは朝のお迎えに誰かボランティアを派

遣してほしいんだと、地域で見守り活動をしているような人がそのまま８時２５分に

校門を閉めたら逆にそのお子さんのところに行って一緒に連れてきていただくような、

そういう活動に使っている学校もあります。 

 あるいは、最近は、多動症というんですか、落ち着かない子も結構多くて、教室で

その子の横にちょっと座って落ち着かせてくれたら授業が進むんだというケースはそ

ういう扱いをされています。 

 だからそれは学校の現実に基づいて、学校がどういう人材を欲しいかというところ

を自分で選定をしてまいります。我々はそれに基づいて予算をそこへ執行すると。学

校の校長ニーズに基づく執行になっています。結構これは喜ばれています。行ってい

ただいている方は子どもたちが成長するプロセスを見ているので、非常にボランティ

アで安いんですけど、さっきの話じゃないけども、結構やりがいを持ってやっていた

だいている姿をふだん拝見しております。 

 もう一個のほうは少し広い広大な話で選択制の話という。ただ、我々は、人事的な

ものには教育担当次長としてかんでいるので、大体職員の能力評価はしているんです

けども、別にここの学校はちょっと偏差値低い先生ばっかりとか、そんなことはあり

ません。 

 ただ、今、大阪市全体として、私も民間から来て思うたのは、極端なんですよ、年

齢層が。途中の採用を止めているので、ベテラン、中堅の３０、４０の乗り切った人

がいないんです。若い人とベテランと、間が抜けているという、こういう人的な縮図

がありまして、そこら辺で若い人はちょっとキャリア不足かなというところの御不安
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があるのかなという気持ちがあるんですけど、ここら辺は常に学校園とも、学校の教

育プログラムというのは我々も見ていますし、いろんな学校の指導教育担当の委員が

定期的に学校を巡回しながら抜き打ち的に授業もちゃんとチェックしていますので、

それを見ながら常にフォローアップの打合せをしながら見ていっていますので、多少

の凸凹は組織ですからあるとして、極端に偏差値の偏重ということはないように当然

ながら配慮していく必要があると思っていますので、その点だけはお答えさせていた

だきます。 

 以上でございます。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、教育関係で、南埜委員、よろしくお願いします。 

○南埜委員 

 南埜でございます。よろしくお願いいたします。 

 私は、小中学生のキャリア教育というところで、夢・授業や、それから出前授業っ

てすごく子どもたちにとってありがたいお話やなと思っております。どうして３校だ

けだったのかなというのは、先ほど区長さんのお話でよく分かりました。コロナが収

まれば全校の子どもたちが受けられるんだなと期待しております。 

 その中で、子どもの教育の中で、学力とか夢を与えるとかという話、載っておりま

すのですけれども、その中で私は、ボランティアを子どもたちに体験させる、そうい

うものもあっていいんじゃないかなと。それも学校の授業というよりは、学校はキャ

パがいっぱいで、先生方も授業も本当にタイトだと思いますので、できれば地域の行

事に子どもたちがちゃんとしたボランティアとして迎え入れてもらえる、小学生だと

地域であれば校区内ですので自由に動き回ることができます。もっと大きくなるとま

たちょっと別のお話があるんですけども。 

 私は、小中学生の子どもたちが幼い子どもさんたちに図書館とかで読み聞かせをさ
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せていただくというボランティアのチームを持っておりまして、そこの子どもたちが

やっぱりすごく成長していくんです。ボランティアをすることで憧れの目で見られる

というのか、お母さんたちから褒められて、お父さんたちから偉いねと言われて、自

己確立をしていく。それがやっぱり大きな人間力につながっていっているのをすごく

感じていまして、そういうのを地域で何とかつないでいただけるような、行政さんの

ほうでお願いできたらなと。 

 これはもろに北区さんにお願いなんですけれども、もっと大きな中高生以上のお子

さん、もし区民カーニバルが再開できるようになれば、そこの場に子どもたちのそう

いうボランティアチームみたいなものをつくっていただいて、何か小さなことでも責

任持って担わせていただけるような場があると、子どもたちにとってはありがたいの

ではないかなと思っております。 

 ありがとうございました。 

○山田議長 

 こちらについて、前田区長、よろしくお願いします。 

○前田区長 

 子どもたちにいろんな経験の場を与えるということが教育。北区の子どもって学力

水準高いんです。この子たちを伸ばすためには夢、目標を持たせるというところが必

要なのかなと思って夢・授業というのをしている。さっきの、自己肯定感を持たす、

人から憧れられるみたいな意識を持てば、それはそれで彼の自信になるという機会っ

て大変大事なことだと思っています。それはまた機会を捉まえて。 

 実はコロナ収まってもらわないと人と人の接点をなかなか教育現場はつくりにくい。

多分ここの区はそのインフラがあるから、受け入れてくれる場所、たくさんあるよう

な気がしているんですけども、なかなかそこに今は拡大し切れないということがあり

ながら、ちょっと周り見ながら、夢づくりの一環やと思いますから、タイミング見な

がら広げていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありが
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とうございます。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 もう一方、教育、子どもの安全について、松田委員、よろしくお願いします。 

○松田委員 

 松田と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 私も、質問したい事項、先ほどもう出ましたもので。 

 私、一応、経営課題５の子どもの安全について、区としては積極的に取り組んでお

られるなということは私も評価いたします。 

 ただ、私考えていますのは、区の方針でもあります地域の子どもは地域で守るとい

う基本的な考え方、それに対しまして、今、三島委員からの、これも出ましたけども、

子どもの見守り活動、私の地域でいいますと、見守りに出られているボランティアの

方は一応、町内会の費用をもってボランティア保険を掛けさせていただいています。

また、防犯の方は防犯協会、防犯協会のほうのお金でボランティア保険を掛けさせて

いただいているというのが現状なんです。 

 私思いますのは、見守り隊というのは、区の考えておられるステッカーとか車にシ

ールを貼るとかいうそういうソフトの部分から比べたら、見守り活動というのはハー

ドの部分になると思うんですよ。 

 私も毎日、朝立っているんですけども、子どもさんの毎日の行動、１日の行動は朝

から始まりますわね、私の住んでいる中津地域ではまず子どもに一番初めにかける声

が「おはようございます」、これなんです。そこから始まるんです、１日が。それで

子どもさんの１日の行動を観察することができます。それはボランティアの方、皆そ

ういうあれやと思うんです。だからやっぱり一番大事なんは朝や私は思います。 

 たまたま今日私聞かれたんが、子どもさんから、私が立っていましたら、哺乳動物

とはどんなものなんですかと、こう聞かれるわけなんです。ばかではやっぱりできな
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いんです、ボランティアも。やっぱり勉強しやなあかんのですよ。自分の勉強にもな

るんです。私は哺乳動物というのは脊椎動物のことなんですよ。そしたら、脊椎動物

は何ですかと聞くんですね。脊椎動物は人間そのものが脊椎動物ですよと、こういう

返答したんです。また次に言われたのが、タコってありますわね、ゆでダコなんかの

タコですね、タコは脊椎動物ですかと聞くんです。タコ、もちろん脊椎動物じゃない

ですわね。脊椎動物というのはお母さんから産まれるときにそのまま個体として産ま

れるのが脊椎動物ですよと。私も知らなかったんでが、子どもさんに教えていただい

たんですが、タコのお母さんは１０万個ぐらいの卵を産むんですよと言うんですよね。

私もそれ勉強なったんです。ほんでタコの心臓って何個あるか分かりますかと私が聞

かれたんです。普通は心臓って１個ですわね。だけどタコの心臓って３つあると言う

んですね。私も家帰ってから調べたんですよ。そしたら確かにタコの心臓って３つあ

るみたいなんですね。そのうちの２つは手足のほうに血液を回す、ほんでもう一つは

タコが本来生きていくための心臓、そういうことなんですよ。だから子どもさんから

教えられることもたくさんあるんです。それがやっぱり見守り活動の一番いいところ

ではないかなと私は思います。 

 ですから今、三島委員からも言われましたように、やっぱり見守り隊のボランティ

アさんのある程度の補償面とか何か事故あったときのことを考えていただいたらと思

いますので、その点、よろしくお願いしたいと思います。 

 それともう一つ、子どもの学力の話なんですけども、私、一番大事なのはやっぱり

図書館とかそんなんだと思うんです。学校の図書館、子どもさん、どんな利用されて

いるのか、それもちょっと私知りたいなと思いますので、できましたら、また後で結

構ですので、そういう資料なんかもまた一度公開させていただければなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。ちょっとつまらん話ですけども。申し訳ございませ

ん。 

○山田議長 
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 前田区長、よろしくお願いします。 

○前田区長 

 本当に、今の朝の見守りと、実はこども１１０番のポジションがちょっと違うのか

もしれない。こども１１０番というのは、実はもともと子どもだけじゃなくてお年寄

りも、だから民生委員の方なんかの活動にも入っているんです。特に最近は、お年寄

りの認知症の関係の徘回なんかのことでも何か見かけたらちょっと声をかけてあげて

ほしいという、守備範囲が少し違う部分。 

 それと、子どもの事故が起きている、事故が起きてるのは実は夕方なので、そこを

ディフェンスしたいというそういう目的でおったので、２系統あるのは確かかな。確

かにさっきの三島委員も松田委員の話も、もろボランティアで社会貢献だけでやって

いただいている活動なので、そこら辺をちゃんと支えるということは大事なことやな

という認識はしております。 

 図書館の件は学校によって運営が違うので、中津小学校というフレーズで１回報告

をさせてもらうようにいたします。ちょっと運営がそこそこ学校ごとに違っています

ので。中津小は校長に言うたらすぐ行くと思いますけども。直接直伝で校長から口渡

しで回答させていただきます。 

 以上でございます。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後のテーマになりますが、その他区の施策につきまして御意見をお願

いしたいと思います。 

 最初に、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 

 区の施策ということであったんですけども、実は今日、この間返答いただいた分を

ずっと見たんですけども、今回は何も意見がないなとふと思っておりました。今日な
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んですけども。 

 実は前回お話しさせていただきましたＣＳＷさんのほう、そちらのほうをまたしっ

かり考えていただけたらなと思いますので、今後、期待をしておりますというたらお

かしいけど、そこを重点的に、やっぱり大事なことと思いますので。 

 先ほど子どもさんのほうのありましたですけども、２年で替わってしまうとか１年

で替わってしまうとかいうのは、そういうところに関しましては多分大変なこと、行

政としてはそれで当たり前なんかもしれないんですけども、やっている側としてはや

はりそれなりのいろんなことがありますので、継続していただけたらと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○山田議長 

 回答はよろしいでしょうか。 

○岸本委員 

 結構です。 

○山田議長 

 それでは次に、髙垣委員、お願いしたいと思います。 

○髙垣委員 

 すみません。私、北天満で民生委員もしたりしているんですけれども。支援事業で

すか、それの地域の行事として子育てサロンがあるんですけれども、それもコロナで

２年間は何もできずに、昨年、地域課の福本さんにちょっと来ていただきまして感染

対策とか見てもらって、こういうふうにしたらいけるんじゃないかなと教えてもらっ

て、１１月に１回、多分北区ではうちだけだと思うんですけれども、子育てサロンを

開催いたしました。１組だけだったんですけれど、来ていただいただけでもいいかな

と思って喜んでおります。 

 今年は１月にまた行いまして、１組、それこそ本当１組だったんですけれども、来

られたお母さんがシングルマザーでして、６か月ぐらいのお子さん連れて来られて、
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やっぱりちょっと不安ですよね、半年ぐらいのお子さんを抱えて、地域の方も来てく

ださっていろんな話を聞いたり赤ちゃんを抱っこして、それはそれですごく、ああ、

よかったわと言って帰っていかれました。 

 ２月、３月、やろうかなと思ったらこんな事態になりまして、３月もやめようかな

ということで中止にしているんですけれども、４月からはちょっと頑張って、どうな

るか分からないんですけれども、開こうかなと思っておりますので、宣伝とか協力を

またお願いしたいなと思っております。 

 以上です。 

○山田議長 

 回答はよろしいでしょうか。 

○髙垣委員 

 いいです。 

○山田議長 

 よろしいですか。 

○髙垣委員 

 報告をちょっとしたかったので。 

○山田議長 

 それでは、小玉副議長、最後によろしくお願いします。 

○小玉副議長 

 ありがとうございます。小玉でございます。 

 本日は、ちょっと私の事情がございましてリモートという形で出席をさせていただ

きました。やはり本音は対面がよろしいですね、本当に。 

 本日は、コロナ禍の大変な中、皆様方におかれましては何かとお忙しい中、御出席

を賜りまして本当にありがとうございます。 

 先ほどより委員の皆様方から大変建設的な御意見等をちょうだいしまして、本当に
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ありがとうございます。 

 １点だけ、参考でございますが、先ほどより、三島委員さん並びに松田委員さんか

らご意見がございました、子どもの見守りについての身分保障、また、保険対応等々

でございますが、実は私の地域も２０年前から子どもの見守りをしております。三島

委員さんから所管はどこかと言われまして、私も振り返り、地域でないことはたしか

ですが、警察が正しいのか、また区役所か、さらに学校か、当初見守り活動を立ち上

げたときには、警察署より依頼がありました。これら各地域の実情等々がありますの

で、私ももう一度検討させていただいて、連合などで意見を交わさせていただきたい

と考えております。 

 冒頭に、区長さん並びに都市交通局の担当から、何か夢のあるようなすばらしい企

画を提案していただき本当にありがとうございます。 

 特に、区長さんより、ギネスに挑戦！「１０万人の感謝状」のお話ですが、大変夢

のある企画としていいのではないかと思います。 

 御承知のように、２０２２年北京パラリンピックが３月４日～１３日まで開催され

ます。先ほど開催されましたオリンピック同様、日本国中が感動を与えていただくよ

うな形でアスリートの皆様方を応援したいと思います。 

 終わりに当たりまして、まん延防止等重点措置が再延長されたところでございます。

まだまだ予断を許さないような状況が続いております。くれぐれも日常生活におかれ

ましては基本的な感染対策等を取っていただきますようよろしくお願い申し上げ、本

日は本当に長時間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。 

○山田議長 

 以上で委員の方々の御意見をいただきました。 

 大変長らくお待たせいたしました。 
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 それではここで、本日御出席いただいております議員の先生方に一言ずつお願いし

たいと思います。 

 くらもと議員、よろしくお願いします。 

○くらもと議員 

 市会議員のくらもとです。本日もありがとうございました。 

 ２時間にわたる会議、皆様、どうもお疲れさまでございました。 

 今日の委員の皆様の意見、どれもこれもとても参考になるものばかりでございまし

た。 

 今日の会議の中で、私、１点だけあえて触れさせていただきたいと思ったのは、先

ほど北区長のほうから解説がありましたギネスに挑戦というやつですね、１０万人の

感謝状というやつ。 

 １０万人、本当にかなり大変だと思うんですけれども、今の、コロナ禍というか、

人との接点が希薄な世の中で、本当に面白いチャレンジじゃないかなと思います。私

も本当、１００回ぐらい返送して１００回分写真を提供してあげたいなと思うような

そんな気持ちはあるんですけれども、そんなことしたら問題なので、もちろん１回だ

けきちんと提供させていただこうと思います。 

 私からは以上です。本日は皆様どうもお疲れさまでした。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、前田議員、よろしくお願いします。 

○前田議員 

 委員の皆様、本当に今日はありがとうございました。 

 私のほうからは、今日の議題に即して何点か、議会の関係もありますので、その辺

の情報提供をさせていただきたいと思います。 

 まず、今日オンデマンドバスの話がございました。これ、非常に大きな重要な取組
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でして、これまで実は、特に大淀地域、バスの、北区役所に来るにも非常に遠方であ

って乗り継ぎ、乗り継ぎでかなりの時間がかかるということと、そしてまた、もとも

と赤バスというのがございました。これも路線が廃止されたことによって、そこで乗

ってらっしゃった方に非常に御不便が生じている地域も実際ございます。豊崎東地域

なんかも非常に声が大きかったです。実は議会のほうにも陳情書を上げていただいた

ような経緯もありまして、私も過去、バスについては、何とかできないかということ

でいろいろ交通局のほうと折衝をしてまいりました。 

 例えば大淀地域なんかでしたら新たにマンションが建設されていっているかと思う

んですが、増加人口がこれだけ伸びるのでこの路線をもう一つ引けないかと、採算も

乗ってくるんじゃないかというリサーチもさせた経緯もあるんですけども、今回、そ

の線ではなかなか難しいなということで、大阪市の取組の中で、生野と、そして平野

という区域で、オンデマンドバスという今回の実証実験を実はやっておりました、そ

れを何とか北区に持ってこれないかということで都市交通局を通じて折衝をしたとこ

ろ、今回、いろいろ都市交通局さんのほうも、ＭｅｔｒｏさんとかＷＩＬＬＥＲさん

といろいろ御調整いただいて、ここまでたどり着くことができたかなと思います。 

 ただ、今回の実証実験って実は１年間なんです。これはどういうことかといいます

と、もしこの１年間で実証実験をやって採算ベースに乗らなければ実は１年間で終わ

ってしまう事業なんです。 

 ですので、これは市民の皆様への周知も、これ区長のほうもいろいろ考えてくださ

っていると思います、北区の区民だより、こういうわがまち北区なんかを使って、多

くの市民の皆さんに、コロナ禍ではあるんですけれども、使っていただくことでよう

やく、実証実験では採算性が取れるなと、事業が前に進むなということで、その次の

年を迎えられたら一番いいかなというふうに思っていますので、これは私自身もしっ

かりと発信する立場かなと思っていますので、頑張っていきたいというふうに思って

おります。 
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 そして、今日、学校の関係も出ました。特に見守り活動、日々御尽力いただいてい

る地域の皆様には本当に感謝しかございません。ここについてはボランティアの話も

出ました。保険の話もありました。今、三島委員のほうに資料が行っているというこ

とですけれども、もし、北区の中だけで解決できないことであれば、ほかの区の取組

がどうなっているかというのも、調べさせていただいて、ほかの区ではこんなことや

っているよということがあれば、ぜひ提供させていただけたらと思います。 

 そして、もう一つは学校の選択制の話です。今ちょうど足元では教育委員会が、節

目の年ということで、実は選択制も北区に導入するときは非常に議論があったんです。

恐らく２４区の中で北区が一番最後だったと思います。それはなぜかといいますと、

学校選択制が行われますと地域のコミュニティに実は非常に影響があるんです。もと

もとはＰＴＡをされてらっしゃった方が、町会の役員をされてそして地域のことを見

ていくという循環があったんですが、地域がだんだん、通う子どもたちが別の場所に

行ってしまうと担い手が今後少なくなってしまうのでないかという問題と、やっぱり

偏りが生じてしまう、北区の中でもある中学校はどんどん増えていっています、ある

中学校は、残念ながら人気がないという形になってしまうかもしれませんが、減って

いっているんです。この格差というのをどう見るのかというのが実は非常に重要で、

今そこを見直すべきだということで、一旦、教育委員会のほうが、今、足元で全部ア

ンケートを実施しています。そのアンケートの調査結果の分析を行った結果、課題が

出てきます。この課題をこれから議会で徹底的に議論をして、改善をしていくという

流れが非常に重要だというふうに思っていますので、その辺の情報も提供させていた

だきたいと思います。 

 多くの委員の皆様から本当に貴重な御意見いただきまして、ありがとうございまし

た。 

 私からは以上でございます。 

○山田議長 
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 ありがとうございました。 

 最後になりましたが、山本議員、よろしくお願いします。 

○山本議員 

 本日も本当に御苦労さまでございます。ありがとうございます。 

 この長引くコロナ禍の中で認知症の御相談が少し増えております。今日、認知症の

話がなかったので、ぜひともまたこれから、新年度の予算で地域で認知症のほうの施

策の予算が下りることになりましたので、また、多分区で考えていただく内容になる

と思いますが、ぜひともよろしくお願いしたいと思っております。 

 本当に、このコロナ禍の中、動くこと、集まること、しゃべること、人間にしかで

きないこの３つの条件が全て拒絶されてしまいまして大変心も暗く、また、ウクライ

ナの戦争でさらに何か落ち込むような、ため息があちこちで今年に入って大きく聞こ

えるようになってまいりました。 

 どうか心が揺さぶられるような、そんな感動をこの北区の皆さんが体験して、希望

のあるこれからの北区にしていただきたいと思いますので、どうか職員の皆さん、よ

ろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 議員の先生方には、貴重な御発言ありがとうございました。 

 以上で全御意見をいただきました。委員の皆さん、議員の先生方、本日は多くの貴

重な御意見、本当にありがとうございました。 

 そして、円滑な議事進行に御協力ありがとうございました。 

 本日、委員の皆様方並びに先生方から出された意見、発言につきましては、後日、

区役所で十分に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、本日議論が中途になってしまいました案件は、区役所に事後対応のほうをど

うぞよろしくお願いしておきたいと思います。 

 区政会議はこれで終了いたしますが、最後に前田区長から一言お願いします。 
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○前田区長 

 皆さん、本日も本当に闊達な議論をありがとうございました。 

 オンデマンドバスの件、これからの情報の落とし方を少し工夫してまいろうかと思

っています。先行しました生野、平野は社会実験期間が１年間延長になりました。こ

の理由は周知ができなかったということのようです。いかに皆さん方に伝えていける

かというのが大きな課題で。 

 我々、ありがたい悲鳴が１つありまして、生野、平野は１社さんだけだったんです

よ。今回２社あるんです。ユーザーの立場からそれどうして選ぶんやということ、そ

れと皆さんも薄々気づいたと思うんですけども、スマホでの予約ということで高齢者

が追随できるのかということ。バス停ないですからね。そこら辺をどう情報を地域に

落としていこうかなということに少し知恵が要るかな。 

 このあたりは、今日の場じゃなくて、３月８日の地活協会議に、本当に地活の連長

さんも含めて、どう地域に細かく落としていけるかということを少し知恵を絞りなが

ら活動していこうかな、結局使わなければ実現できないということになるので、ちょ

っとそこら辺は作戦練りながら考えてまいりたいと思っています。 

 最後に、お手元にワクチンのコピーを１枚入れました。コロナ禍で我々が重点的に

職員を配置しておりますのが、１つは先ほどの健康観察の分野。これ命預かりますか

ら、何止めてもそこへ人が行く。 

 もう一個はワクチンの接種推進。特に予約の促進という、３回目予約の促進。今、

北区の高齢者、６５歳以上だけを例に取りますと、９１％の方が２回目までの接種を

終えています。３回目の接種は間もなく４割。これは断トツ、大阪市内でトップを走

っています。なぜならば北区には診療所が多いからです。 

今週の３月３日で８月に２回目の接種を終えた人には接種券が届きます。となり

ますと大分混み出しまして、扇町プールも大体いっぱいになってきているし、診療所

のファイザーワクチンも大体いっぱいになってきている。そこに我々２４区の中で一
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番多くの布陣を予約支援に割いていますので、今日帰り見ていただければ結構です、

１階入ってすぐ右手のところに予約支援コーナーがあります、そこが予約のコントロ

ールをしていますので、毎日のように診療所に電話して、今日予約取れますかという

のを全部サポートしながら分かっていますので、そこに聞いてもらって空いていると

ころを紹介しているし、大阪市内の集団接種会場の予約支援もしています。ここにか

なりの人員を投入していますので、来れない方は電話でも結構ですので、予約できる

ところを紹介してほしいんですという声があれば可能な限り、空いているところを見

つけ次第サポートさせていただきますので、皆さんにもう一度チラシをお配りさせて

いただきます。 

 これ、全区民に、１月１７日、２月７日、２回に分けてポスティングを行っており

ますが、できるだけ早くこの緊急事態を脱したいということなので、できる限り接種

の推進のほうをよろしくお願い申し上げます。 

 最後に、皆さん、お疲れのことと思いますが、先ほど申しましたとおりギネスへの

参加ありがとうということで。 

 くらもと先生、何回も出られます。これはこの紙１枚じゃなくて感謝する相手に１

枚なので。奥さんにありがとうで１枚、お子さんに生まれてきてくれてありがとうで

１枚でしょう、２人で例えばまた別の１枚、１人で１００枚ぐらいやっておいてもら

っても全然構いませんから。 

 楽しみながら家庭内コミュニケーションも取っていただければ結構ですので、この

後、撮影してお帰りいただけますようによろしくお願いします。 

 今日は、皆さん、ありがとうございました。失礼いたします。 

○山田議長 

 長時間にわたり本当にありがとうございました。 

 この後、引き続きギネスの撮影会があるようですが、第３８回区政会議につきまし

ては、これをもちまして終了いたします。 
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 ありがとうございました。 

 

６ 配布資料 

  別添のとおり 


