
 

 

第３９回北区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時 

   令和４年６月２１日（火） 午後３時００分から午後５時０８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）、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） 

   高山 美佳（市会議員）、くらもと隆之（市会議員） 

   山本 智子（市会議員） 

   前田 昌則（区長）、木戸 信成（副区長）、片岡 賢一（政策推進課長）、 

   小林 靖子（地域課長）、中野 義宣（福祉課長） 

   奥中 理恵（政策推進課係長） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

   令和３年度北区運営方針（自己評価）等について 

 

５ 議事内容 

 

 



 

 

○奥中政策推進課係長 

 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３９回北区区政会

議を開会いたします。 

 本日は、お忙しい中御出席賜り、誠にありがとうございます。 

 北区役所政策推進課の奥中でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の議事についてですが、勝委員が御欠席でございますが、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。 

 また、前田議員、久谷議員につきましては、本日所用のため御欠席でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、区長の前田から御挨拶申し上げます。 

○前田区長 

 皆さん、こんにちは。 

 御多忙のところ、また足元の悪いところ、区政会議に御出席いただき誠にありがと

うございます。今日もよろしくお願いします。 

 昨日、某住宅メーカーが大阪府民に聞く住みたい街ランキングを発表されていまし

て、３位が西宮北口、２位が天王寺界隈、今回トップが北区梅田エリアということで、

これからうめきたも街がどんどん変わっていくふうになるのかなと。人に憧れられる

街というのはいい街やなと思っております。またいろんな意味で、ハードだけじゃな

くてソフトも充実させながら、皆さんの意見を反映しながらいい街にしていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 この１週間ぐらいの動きなんですけれども、先週ぐらいから学校で芸術鑑賞会がス

タートしております。ザ・シンフォニーホールとか。学校の保護者の方に会うと、よ

かったみたいと、子どもが帰ってきてすごく喜んでいて、前日の晩から興奮していた

と。確かに、私も現場に行ってみますと、ザ・シンフォニーホールで子どもが揺れる

んですよ。そういう意味では、いい機会になったのかなと思っています。 



 

 

 先週ぐらいから、４回目のコロナワクチン接種の接種券が、早い方にはもう配られ

ております。８５歳以上の方が多いような気がします。今週は昨日ぐらいで８０歳以

上の方に到着していっています。ただ、今接種会場はがらがらです。区内の診療所で

も、我々毎日フォローしていますが、４０件ぐらい。今日でも予約が取れる状態です

ね。６５歳以上の方は、お盆休み前ぐらいまでには順番が回ってきます。今、夏休み

のリバウンドということが非常に警戒されている状況なので、お盆休みぐらいまでに

６５歳以上の方が４回目を打って、利便性を図っていただきたいと思っています。い

ろんな啓発活動を少し強化していかないといけないかなと思っております。 

 また、今週はいよいよ選挙が始まり、ここの区役所の１階も期日前投票が２３日か

らスタートして、また熱い夏が始まるかなと思っております。 

 いろんな意味で、皆さんも普段の日常の中で見聞きされているような課題を今日提

案いただいて、それをどう生かしていったらいいかという会議にしたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○奥中政策推進課係長 

 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 

 皆さん、こんにちは。議長を務めます山田でございます。 

 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、本日の区政会議ですが、令和３年度北区運営方針の自己評価等につきまして

区役所のほうから御説明をいただき、その後、委員の皆さんからご意見を頂戴したい

と思います。 

 それでは、前田区長、よろしくお願いします。 

○前田区長 



 

 

 今日は、説明は私のこのスライドだけです。いつも委員の皆さんの質疑応答の時間

がなくなっちゃって、途中で終わりますというので、この話も長くなっていますけれ

ども、そういう時間を取りたいと思っていますので、ご協力のほうをお願いいたしま

す。 

 それでは、議長から御指名いただきまして、今から、昨年度の反省と、今年度はこ

んなことをしたいと、その２つについて御説明をさせていただきます。 

 ちょっと時代が遡りますが、今から２年前の出来事です。２年前のこの区政会議、

替わっておられる委員の方もいらっしゃると思うんですけれども、北区の将来ビジョ

ンを「人が集い、ともに支えあい、絆をはぐくむまち」と定めて、いろんな３か年の

項目を抽出して、それぞれの３年後、令和５年度の達成基準の数値を決めました。 

 そのときの決め方としては、マーケットシェアの原理に基づいて、７４％、４２％

２０％、７％。ほとんど人口比でいくんですけれども、それぐらいの比率で数値を決

めて、それに基づいた毎年の計画の達成具合を今から説明します。 

 例えば、防災はもともと防災訓練に参加したり、ジシン本講座を聞いてくれたりし

ている人数というのは、令和元年度で５，０００人ぐらいなんです。これは人口の 

３．５％なんです。３．５％ぐらいの人が知ったところで、いざ災害が起こるとみん

な慌てるという数字なんですと。少なくとも７までいくということで今取り組んでい

ます。７でも多いとは思いませんよ。まずは７までいかないといけないと、こういう

ことです。そういうことで目標を決めてまいりました。それを３年、４年、５年とい

うことで、階段状に各年度の目標に落としました。 

 今日御説明させていただくのは、昨年度、令和３年度の遂行状況の説明、それと今

年度の目標に対する説明、そういうことを説明させていただくという予定でございま

す。 

 そのときにも戦略的なことを申し上げたんですけれども、７％にいくまでは１つの

ことに徹しますと。これは企業の経営戦略です。いろんなことを知らせようとして慌



 

 

てふためいて、結局物事はなし得ないと。７％を超えたらいろんなことをしていけば

いいと思っていまして、そういう戦術でやってまいりますということをこの場で申し

上げています。 

 今回の指針というのは、学校を軸に展開をいたしますと。これは、我々はいろんな

部署があるんですけれども、すべからく学校に還元しているということ。学校という

ところは、町会に入っているとか入っていないは関係ないので、そこでいろんな情報

を落としていくというメリットもあると。 

 北区という都会、こういうことを考えると、企業との連携を模索していきますとい

うことを申し上げました。初めは教育で入って、あとは福祉に展開して、防犯に展開

して、だんだんこれを上げていきます。こういうことをその次に申し上げました。 

 １例で言いますと、これは専門学校さんの取組ですけれども、大阪アニメさんとい

って堀川にある学校ですけれども、昨年度、ワクチン接種の啓発ビデオをつくってい

ただきました。後で紹介しますが、梅田の歩道、阪急百貨店の壁にデジタルサイネー

ジがありまして、そこで１５秒間の放置自転車の動画が流れています。これもここに

作ってもらいました。後で、教育で出てきますダンスコンテスト、これは実はこの学

校が全部、照明、司会、音響、ダンスコンテストの評価、全部この学校がやってくれ

ます。 

 「地震がキタ！」という、先日漫画の本を出して各地域に配っているんですけれど

も、この間、地域活動協議会のほうから、いや、高齢者はこれじゃ駄目なんだと。本

を見られないと、音で聞かせろということで、今その絵に音をかぶせて、いわゆる紙

芝居風に集会所でビデオが見られると、そういうものを今整備しております。間もな

く完成する予定でございます。 

 大阪工業大学との連携につきましては、放置自転車の調査みたいなものをしてもら

っています。具体的に堂島のビルの中で、どう駐輪場を整備していくかということの

設計をしてもらっています。 



 

 

 それと、避難行動３Ｄ解析というのは、災害時にこのまちはどれぐらいの建物が倒

壊して、どれぐらいの人がそこへ動いていくかというのを、一応解析できるソフトが

あるんです。今、天神橋筋六丁目あたりをターゲットにこれを整理いただくと。これ

は北天満小学校跡地利用のときに、その避難所がどれぐらい要るかということを裏づ

けるためのエビデンスになります。 

 それと、集会所の基本計画案の作成というのは、これはいわゆる豊崎東にあります

大淀寮は間もなく解体をして売却されます。そのときに、一部敷地を集会所用地とし

て大阪市から地域に貸与されるということが決まりました。万博が開催される年ぐら

いです。それまで待っておくのもあれなので、今、資金を一方で集めながら、この大

阪工業大学の建築学科に対して集会所案の作成に着手いただいて、この間から地元の

人と何回もヒアリングをしながら、秋には案ができるというところをやっております。

そういうところの連携を進めていっています。 

 あと、ファミリーマートさん、区役所を出たすぐにファミリーマートの天満駅前店

がありますが、そこにフードドライブをスタートしていただきました。これは月に段

ボールが５、６箱たまるんです。区役所でやったところで１ヶ月に段ボール１箱もた

まりません。でも、やっぱり２４時間のコンビニチェーンが動き出すとそれぐらいの

量がたまりだしております。社会福祉協議会さんに渡して、今配分をいただいている

状態でございます。これをもったいないので全市展開しようということで、今準備を

しています。私は今年度、北区長でもあるんですけれども、２４区の区長会議の会長

職を命じられましたので、いろんなこういう企業連携のことは、北区でやった先行モ

デルはほかにも落とすと、大阪市の全体のレベルを上げると、そういうことをやって

まいりたいと考えてございます。生命保険会社とかいろんな会社が支援をいただいて

いますので、これは後々のページで御紹介をさせていただきたいと思います。多分、

こんなことやっているのは北区だけです。でも、これだけ企業があればできないこと

はないなと思っていますので。 



 

 

 もう一個、新たに登場したキーワード、これは２年前に言っていません。デジタ

ル・トランス・フォーメーション。最近デジタル庁という言葉がある。デジタルの力

でもっと生活を便利にしていくと。役所もデジタル化が遅れているんですけれども、

それを進めていかないといけないということがあって、全市は全市でやるんですけれ

ども、区役所は区役所で頑張ろうということで、北区役所では、駐輪場デジタルマッ

プというのをつくりまして、このデジタルマップのいいところは、北区内の駐輪場が

全部表示されています。かつ優れている点は、それの空き状況が表示されます。これ

は駐輪場管理会社から５分に１回、満車・空車の情報を飛ばしてもらっているんです。

行政がここまでできているものというのは、日本で初めての事例です。北区でつくっ

たので、これを大阪市が中央区に展開すると。中央区の予算は持ってくれるらしいの

で、中央区にとってはよかったかなと思っております。 

 このいいところは、北区には駐輪場管理会社が３社あるんです。その３社は公的駐

輪場以外に、企業の駐輪場の管理もしているんです。例えばヨドバシカメラに入って

いる管理会社はこの中におるんです。だから、そこの満車・空車も飛ばせることがで

きるので、まず公的駐輪場をやれば、今度はいわゆる民間の駐輪場の満車・空車を展

開するというのが来年度の話かなと思っています。そういうことを着手いたします。 

 ３か年計画の令和３年度の目標に対する実績なんですけれども、この表の評価のと

ころの縦を見ていただくと、基本的にほぼ丸なんです。全部クリアはしているんです。 

 まず言い訳から入りますが、バツのところが２つあります。親子絆づくりプログラ

ムの受講者数が目標１００人に対して３０人ということの実績であります。それと、

保育所での待機児童、これが１名ということでフラグが立ちました。０じゃないとい

うことで×ということでございます。 

 この親子絆づくりプログラムというのは、第１子を産んだお母さん、近所に親御さ

んがいなくてサポートいただけない方、北区には大体２００人ぐらいいらっしゃるん

です。その方の、最終的には７割ぐらいをここに呼んで、いわゆる親子教室をしたり、



 

 

同じ悩みを持つお母さん同士をつなげたりというプログラム、そういうものを去年は

２０名を５回、１００名やろうと思っていましたが、１０名を３回しかできなかった

ということです。 

 この理由は、いわゆるこれをやっているのが保健師なので、保健師は昨年度コロナ

の自宅待機者のサポートに入るということがあり、いろんなところでクラスターが発

生したら調査に行ったりとか、どうしても専門職ということで、それを最優先せざる

を得なかったということで回数が達成できなかった。あるいはここに呼んでも、２０

人、やっぱり密になっても困るので、１０名しか呼べなかったというところが一番の

要因です。 

 今年度は少し落ち着いてきたので、今、軌道に乗せながら進めておるということと、

万が一またそういうことで出動しないといけない場合は、電話でサポートをし、取り

あえずつないでいくということでフォローをしたいと考えております。 

 それと待機児童問題でございます。１名フラグが立ちました。実は、北区の０歳児

から４歳児というのは徐々に減ってきました。人口は増えてきているんです。北区は

毎年１万３，０００人が転出して、１万５，０００人が入ってくる街なんです。とい

うことは毎年２，０００人ずつ増えるんです。５年たつと１万人増えて、今１４万人

なんです。どうも０～４歳児の年齢層の子どもたちは減少傾向に転じる。これはよそ

の区はもう既に減ってきているんですけれども、北区とて減ってきたという状況です。

５～９歳児は若干まだプラス傾向にあると。 

 今年度、４月に開校したのが３園で、開園はやはりニーズに基づいてどんどん増や

させまして、３園保育所を開園させて、定員２１１名を昨年度より上積んで対応しま

したけれども１名待機児童が出たと。どの年齢層かということでもう一回見てみます

と、ここに１００と書いていますよね。０歳と４歳と５歳は募集人数に満たないです。

希望どおり入れます。空いてきているからです。今、足りないのは１、２、３歳児。

来年になったらこれが１歳ずれますけれども、そのあたりがまだ不足を生じているの



 

 

で、この子たちは認可外保育所に行くんでしょうけれども、来年度は３園希望を出し

て、今１園と書いていますが２園決まりました。１３０名ぐらいの入所枠を確定しま

したので、あと一園ぐらい来ていただくと大体このあたりはカバーできるかなと思っ

ています。大体ここら辺で、北区の人数的な配分的には充足が、保育所はされてくる

かなと思われます。 

 それでは各項目のテーマに入ってまいります。 

 昨年度の防災施策についてなんですけれども、コロナで苦戦しました。皆さんの地

域がそうだったとおり、避難訓練、災害訓練ができていないんです。人を集められな

かったんです。その中だったので、昨年度は７，０００人計画をしまして、何とか 

７，６００人ぐらいで終えてございます。小学生の訓練はできていなかったので、Ｎ

ＨＫにお願いをして、ＮＨＫ防災サバイバルみたいなこともやりました。避難所開設

訓練もできたのは６地域でした。半分です。６地域３００人。これは大体１２地域ぐ

らい展開しています。半分ぐらいしかできていません。結構頑張ったのは笠井委員の

ところ、５６回ジシン本講座をされて、この７，０００人の中の２，０００人はここ

で底上げされています。延べ２，０００人ぐらいやってはります。こういう活動があ

るのは２４区の中で北区だけです。なかなかしんどいと思いますね。なかなかそうい

う人が集まらないとできてこないと思います。 

 要支援者の安否確認の訓練も２地域でされています。 

 今、昨年のバックで動きましたのは、実は北区の９割はマンション在住で町会に入

っていない人が多いので、マンション管理会社とのパイプをつくりまして、今２５社

９０棟、管理戸数１万６，０００戸のお宅には直接情報を落としていけるようなルー

トをつくりました。そのルートで、今年度もいろんな防災情報を落としていこうかな

と。北区だけしかできていないので、これを今年度、中央区と西区と天王寺区と浪速

区に同じことを落とします。そういうことの横展開をしていきながら全体をやってい

こうと。 



 

 

 それと、各地域に災害用スマホを配付しました。普通のスマホは、皆さんのお持ち

のスマホは災害時に全く役に立ちません。通話できません。このスマホは、災害と書

いているのは特殊電波帯なんです。普通の人がかける電波帯にないものを、ソフトバ

ンクさんから電波帯を譲り受けまして、３０台だけそういうスマホがあります。我々

は各地域に無線を配置しているんですけれども、ここから堂島に無線が飛ぶわけがな

いんです。中津も飛ばないです、梅田でブロックされて。だから、このスマホが無線

の補完をしてくれる。ソフトバンクさんも大量に使用権を渡すわけにいかないので、

取りあえず各地域には１台、必ずこの特殊電波体が使えるスマホが提供されている状

態でございます。 

 今年度は学校もいよいよちゃんと動き出したので、いわゆるコンセプト型というか、

この地域だったらこれが一番危ないなというものは大体決まっていると思うんですよ。

大淀だったら津波を警戒しないといけないし、駅周辺だったら帰宅困難者対策を考え

ないといけない、木造密集地やったら火に巻かれることを考えないといけないという

コンセプトに基づいた訓練を進めていこうと。これはこの間西天満で、児童と保護者

と地域の方が合同の訓練をしました。そのときに私と大阪公立大学の先生が言ったの

は、この学校の課題は帰宅困難者対策ですと。地域の方が、え、何でという話でした。

大手の会社は自分のところで何か頑張ってはりますけれども、本当に近くの食堂の従

業員とか、そういう方が当然逃げてくる。そのときに住民も住民でない方も区別つか

ずに避難所に現れてくる。それをさばかないといけないということで、結構な数があ

るはずだという話をお願いして、そういうことに対する作戦もいろいろ考えていきま

しょうかという、だから訓練をやっていけば新しい気づきが出てくるということだと

思います。 

 それと、皆さん言っていましたのは、訓練といってもだんだん飽きてきたと。水消

火器をやるのばかりだからと。ちょっと今、去年は試しでつくってもらったんですけ

れども、ウォークスルーのようなものも今年リニューアルしながらつくっていこうと



 

 

思っています。 

 それで、さすが北区やな思ったのは、民間でも一時避難所になるところを持っては

るんですよ。大淀にセレッソパークというフットサル場があって、これが１，０００

坪あるんですよ。屋根があって、壁があって、エアコンがあって、そのエアコンは太

陽光発電で動くんです。ここ、平常時であれば３，０００人収容できるんです。そう

いうところと協定を結んだので、大淀の方はここに一時避難所として使えるようにな

りますということも成果としてございました。 

 こども１１０ばん運動。北区はこども１１０番の家という言い方をしていないんで

す。家が少ないからです。９割マンション。家ということにこだわると守れないので、

こども１１０ばん運動ということで、普段車に乗っている人、自転車に乗っている人、

歩いている人に、いわゆる子どもに限らず、そういう事件・事故に巻き込まれたこと

があったら警察に電話してもらうとか、そういう活動。あるいは高齢者の皆さんもそ

うなので、最近認知症の方がふらっと歩いておられるというようなことも含めて気づ

きがある、それと差し伸べる温かい手があるまちにしたいので、そういうことを皆さ

んで頑張っていこうと。 

 令和３年度は１万５，０００人を目標にして、年度は１万６，０００人で目標の人

数を達成しています。今年度目標は２万人です。今日現在で２万人になりました。目

標達成がしんどいのはギネスだけです。後は順調にいっております。 

 去年は地域の方に皆さんつけてくださいとお願いしたんです。今年、同じことをや

っても同じ人に渡すだけなので、今年は例えば生保レディ、日本生命とかのああいう

方、専門学校の学生、スーパーマーケットの方に配布して２万になりました。今から

学校へ、特に１年生が出てきましたから、保育所には頼んでいませんので、学校にお

願いに行くので、２万から上積みされると思います。２万２～３０００になって、来

年度目標の２万７，０００に着陸すれば、そこそこ北区内にこのこども１１０ばん運

動が目についてくるかなと。２万７，０００で人口の２割です。 



 

 

 放置自転車は、これは今、梅田のデジタルサイネージ、梅田の阪急百貨店の壁、Ｊ

Ｒから阪急に渡る歩道がありますよね、１分待つ。あそこが一番広告料が高いんです

よ。そこを無料で、１分待つから間に見られるんですよね。これで、今１５秒の動画

を流していただいています。これをつくったのは先ほどの大阪アニメさん。だからつ

くるのもただ、流すのもただということで、いろんな資源を使いながらやっています。 

 放置率は、分母を北区に入ってくる自転車の数、一応定期的に数えているので、分

子を放置されている数でおいて、もともとは令和元年度１７％だったものを、令和５

年度に８％まで半減させようと思っていました。昨年度実績で１２％、大体目標どお

りに着地をしております。駐輪場を南森町、堂島辺りに設置したというのが１つ。そ

れと、今シェアサイクルを徹底的に展開しまして、この区役所にも置いてもらってい

ます。もう歩道に置く場所がなくなってきているんですよ。だから自己所有じゃなく

てシェアを考えていかないと駄目な時代に入っちゃったので、シェアサイクル会社と

結構仲よく付き合っています。今、北区内に３２０台ぐらいあるようです。 

 それとマスメディアも使います。北区の人が放置自転車で止めている人は少ないん

ですよ。やっぱり外から来るから、２区ぐらい先から来るから、北区でがんがん言っ

ても仕方ないので、いろんなマスメディアを使ったり、そういうことをしています。 

 駐輪場デジタルマップも整備して展開をしました。これ、なぜそういうことをした

かと言うと、啓発に行くと、どこに駐輪場があるか分からないと必ず言われるんです

よ。ビラを配るわけにもいけへんし、だからスマホで見られるようにしたいと。それ

と、例えば北新地は、梅田駅前第３ビルは昼間満車なんです。５時から空き出すんで

すよ。新地は５時から埋まり出すんですよ。それを同じ駐輪場の稼働率を上げて引っ

張ってこないと、駐輪場を幾らつくっても足りないので、そういうユーザーを移動さ

せると。だから、これから、止めたらあきませんよという警告札にこのマップのＱＲ

コードを全部印刷して渡していきます。そういうふうにしたいと思っています。 

 それと、議会でも議論されていますけれども、御堂筋の大川から以北の駐輪場の計



 

 

画が、今建設局のほうで進んでおるという状態でございます。 

 今年度は放置率１０％に向けて、駐輪場整備をまず進めていかなあかんということ

で、何とか３００台ぐらい、３００というけれども、ここ数年０だったんですよ、ず

っと。ここに造ろうというところがもうないんです。３００台ぐらいやりたいなと思

っています。１つは、三島委員が見つけてきたエストの北、ここに建設局の敷地がち

ょっとあったんですよ。ただ、この敷地は公道に面していないんですよね。公道に面

するところの道を地主に借りて、やっとつなぐことができたので、今年、ここに駐輪

場を整備するということでございます。 

 区として設計工事、管理委託、一括公募してやろうと思っています。というのは、

ここに駐輪場をつくるとすると、当該年度は設計するんですって。設計公募をするん

です。２年目に工事の公募をするんです。３年目に管理会社さんを公募するんですよ。

すみません、私の寿命のあるうちに、今見つけても終わりません。だから梅田という

特性、もうかるはずなんですよね。だから設計と工事と管理、一括で公募してやろう

と思って。３年かかるものを１年でできないかなと思って。この夏に公募をかけます

ので、初めてのトライをしてみたいなと思っています。 

 来年度に向けた準備は、ヨドバシカメラ周辺に少し整備をしたいと思っているので、

三島委員にご協力いただきながら整備を進めていきたいなと思っています。 

 それと、電動キックボードの会社と仲よくしようかなと思っています。緑色のＬＵ

ＵＰというやつ。皆さん、あれヘルメットかぶらない人は危ないやないかと思ってい

るはず。あのＬＵＵＰというやつは時速１５キロ以上出ないんです。自転車より遅い

んですよ。あれ、ヘルメットをかぶらなくてもいいらしくて、１㎡あれば２台止めら

れるので、梅田ターミナルの中にはほとんどシェアサイクルが入れていないんですけ

れども、ＬＵＵＰならば、ミニの自転車もあって、何とかターミナルで突っ込んでい

けたらこの駐輪場問題に寄与できんかなということで考えています。 

 もう一個は、これは建築上のテクニックを介しますが、大きなビルというのは公開



 

 

空地という庭を持っているんです。そういうオープンスペースがあるから容積率の大

きいビルを建てていいよという制度なんです。ここが狙い目で、例えば曽根崎小学校

跡地に建った、住友不動産がマンションとすると公開空地ありましたよね。あれに面

して歩道があるんです。歩道に面して角度３０度で駐輪場が並んでいるんです。あま

り取れないんですよ。これを合わせ技で見ると直角に並ぶので、駐輪台数が増えるん

です。そういうのをたくさんしようと思っています。 

 それと、公開空地は条例改正がされているので、今、昔ほど面積要らなくなったん

です。だから大きなビルだったら１００平米ぐらい公開空地を外せるんですよ。外し

たところにシェアサイクルを置く交渉をしたいなと思って。そういうことを探してい

かないと、この梅田地区にはもう場所がなくなってきているということで、そういう

ことを今年度トライしていきたいと思っています。 

 ここから教育の話にいきます。 

 教育は、我々は学校現場でやっているわけではないので、夢づくり事業ということ

で、子どもたちに夢を、あるいは目標を持たすきっかけづくりをしようと。 

 北区の子は総体的には学力が高いんです。だから、もっとそれを伸ばしてやるため

には、何かこんなことやりたいな、私こうなりたいなと思う、何か出来事、目標を持

たすことによって、さらに加速させようと思っています。 

 そのための一つが職業出前授業ということで、いろんな企業の方に、これは中学校

です、来ていただいて仕事の話をしていただくと。実は仕事だけじゃなくて、仕事の

話は会社の概要を話しするんですけれども、私が企業にお願いしているのは、あなた

がどういう夢を持ってこの会社に入ったか、あるいはその夢を実現するためにどんな

苦労をしているのかを子どもたちの前で説明してあげてほしいと、というテーマでや

っています。 

 子どもたちのこの事業の評価は９２％なんです。この事業を聞いて将来に夢が持て

たと答える人は９２％なんですよ、１００というのはないので。そういう意味では軌



 

 

道に乗ってきたかなと思っています。あとはコロナが終われば、去年はなかなかでき

ない学校も実はあったので、コロナが終わればいける。 

 もう企業の数は１００社を超えました。全部区長室からメールか電話か、突然訪問

かどっちかしています。必ず先発は私が切っています。 

 今年度ラインナップに加えたのは、ヨドバシにありますアメリカ領事館。アマゾン。 

 ＮＥＣスペーステクノロジーというのはネットで見つけたんですが、これは日本に

５社あるロケットの会社です。いわゆるパソコンのＮＥＣのロケット事業をやってい

る会社です。 

 格闘家というのは、これは天満の駅前にある正道会館。あそこへわざわざ、僕、プ

ロの格闘家と１時間スパーリングに行ってきたんですよ。１時間頑張ってスパーリン

グした帰りに、ごめん、これで来てなと言ったら、分かりましたと言ってこれなんで

すよ。体を張っています。 

 それと東映・東宝。映画会社です。東京から来ます。 

 日本郵船さんには一等航海士がいるんですけれども、船の運行をしているから、イ

ンド洋と大西洋と太平洋とラインでつないで、世界観を見せてくれとお願いしました。 

 三菱マテリアルって日本で一番金鉱山多く持っているところです。レアメタルの開

発とか、そういうものが非常に強い会社です。 

 半年前に、イタリアのルイ・ヴィトンにメールしたんです。ぐるぐる回って、この

前、ルイ・ヴィトン・ジャパンから頑張りますと連絡くれたので、ルイ・ヴィトンも

入る。これはブランドということじゃなくて、ブランドというのはのれん、信用なん

ですけれども、信用を守るというのはどういうことなんだということをちゃんと子ど

もたちに教えてほしいということで参加してくれます。 

 そういうことのラインナップをやって、今、ほかの区も羨ましながら追随しようと

していますが、なかなか難しさがあるようです。これを今年度、中学校にぶつけます。 

 芸術鑑賞です。中学校３年生と２年生は劇団四季へ行って、今年はオペラ座の怪人



 

 

をもう既に見ております。 

 中学校１年生は繁昌亭で落語を、早い学校は見ております。 

 ６年生全員、ザ・シンフォニーホールでコンサートを聴き終えました。昨年は延期。

１学期にできなくて２学期延期、３学期延期、休止でしたと。もったいなかったなと

思っていましたが、子どもたち揺れていました、保護者の皆さんからとても感謝され

ました。 

 ５年生、大槻能楽堂に、もう早いところは来週から行き出します。 

 １年生から４年生は、今年は音楽会。講堂でミニオーケストラが来てくれたり、あ

るいはソプラノ歌手が来てくれたりしながら、体験的に音を楽しむという音楽会をし

ています。 

 去年、中之島美術館に行ってはどうかという話があって、実は今年度はないんです

よ。まだ美術館ができていなかったので、予算組みできていないんです。今年度、学

校に来るかなというアンケートをしています。僕はガイドが必須と言っているんです。

入場料以外にガイドをつけると、これがないと意味がないと。やっぱりその絵ができ

た時代背景、社会状況をセットで説明していかないと、絵を見る意味が分からない、

絵の見方が分からないでは困るんですと。だからこの分を投資しますということで、

今年度予算計上しますので、来年からは、中之島の端っこなのでちょっと遠いので、

希望されたところには見に行かそうかなと思っています。ただ、必ずやりたいなと思

っています。 

 ゆめきたフェス、これは聞きに行くんじゃなくて演奏しに行くという話。菅北小学

校のジュニアバンド、それから中学校の吹奏楽部が全部で６つあります。それが７月

２８日にザ・シンフォニーホールで自分たちの演奏会をした。１５分ずつ。去年よか

ったみたいです。去年は無観客でやったんです。できたら今年は保護者の皆さんが入

って拍手喝采にしてくれたら、子どもたちがもっとやれるかなと思っています。北区

にある金蘭会高校と桜和高校に声をかけています。中学校からしたらお兄ちゃん、お



 

 

姉ちゃんが出ている。レベルの高さも見えるでしょうし、そういう会にしたいと思っ

ています。北区の保護司会の方々も、社会を明るくする運動の一環で一緒に応援して

くれると。 

 ちなみにこの楽器は、地域活性化事業基金から購入いただいて、学校に貸与されて

いる。それの延長線の政策でこういう演奏会ができると、こういうことでございます。 

 これは去年言ってなかったんですけれども、中学校の部活動の支援も大分していま

す。吹奏楽部は日本センチュリー交響楽団が教えに行っています。年１回だけですけ

どね。バレーボールはＪＴマーヴェラスというプロのリーグが来てくれます。この間、

バスケットボール部はエヴェッサが来てくれて、５中学全部集めて午前と午後で練習

しました。今年は、此花区にあります舞洲にセレッソ大阪の練習場があるんですよ。

芝生のピッチが２面あります。できたら、練習させてくれとは言いません。プロの人

の練習を見学させてほしいと。ただ、相手はプロなので、もしコロナの感染があると

まずいので、これからの状況と空き日程次第で決まっていくということになろうかな

と。日本生命さんには野球を教えに来てと言ったんですよ。今、それは調整中です。 

 今年の新しい事業としては、夢づくり事業としては、ダンス大会を８月９日に行い

ます。先ほど申し上げたように、某専門学校が全部バックアップしてくれるので、区

役所が払うお金は、ほとんど会場を借りるお金だけです。大阪城公園内にあるＴＴホ

ールでやります。すごく新しいホールで１，０００人入ります。今、２６チームがエ

ントリーしています。これは体育厚生協会とスポーツ推進協議会が一緒にご協力をい

ただいて、運営するということになっています。 

 その翌日は、ｅスポーツ大会といって、今、ネット対戦型ゲームという、これはス

ポーツなんですね。専門学校には結構あります。通信制高校にもほとんど入っていま

す。そこで中学生以上を集めてやろうかなと。 

 実はこれはもう一個の狙いがあって、中学校だけじゃなくて高校とつながりたいん

ですよ。いろんなフォローをしていくために、我々は公立小・中まではつながってい



 

 

るんです。高校になった瞬間につながらないんです。せめて北区にある２校プラス通

信制の学校、梅田東の辺りに１０校ぐらいあるんですよ。そことつないでいって、夢

を頑張って追いかけられる子はいいんです。そこに追いかけられなくてつまずいた子

がいれば助けに行けるようなことをしたいので、そのためには高校とつながらないと

いけないと思って、その目的を半分持たせています。今年の初めての事業になります。 

 それと、心の授業も今展開しています。 

 腰塚さんという人は中学校の元教師で、体育の先生で、スキーで転倒して脊髄損傷

して全身麻痺になって、手と足が動かない。今、ほぼ普通の生活に復活しているんで

すけれども、そのときにいろんな支援してくれた人の気持ちというものを題材に授業

をする。これを５中学それぞれに行ってもらって、講演会を半日かけて、午前、午後、

５回公演を今年やります。 

 この前、マダムシンコさんという方、梅田中通り商店街の発足式がありまして、そ

こで知り合ったんですよ、ゲストで来ていたので。派手ですけれども、苦労している

からむちゃくちゃ腰が低いです。非常に丁寧です。 

 そのマダムシンコさんが中学校で講演してくれた、「止まない雨はない」という。

大阪市には親から隔離して、全寮制で学校に行かさないと駄目な中学校があるんです。

それが北区の管轄なんです。大阪市内にはないです。その子たちは、ひょっとしたら

大半が中卒で社会に出ます。高校までは寮におれます。大学になったら確実に放り出

される。だからそのときに、ここを乗り越えていかないといけないという話をしてい

ただいて、隣の関テレのアナウンサーさんも来てくれて、うまくつないでいただいて、

どうもよかったみたいです。マダムシンコさんが言い出した、私、ずっとこの学校を

支援しますと。自分が苦労した場所の学校であるということが非常に心に引っかかっ

たみたいで、講演の最後は泣いていました。学校もすごくいい心に刺さる授業であっ

たということをおっしゃっていました。頼んでみるものですね。 

 今年は絵画コンテントをやります。去年はムービーをやったんですけどね、今年は



 

 

絵画なんです。というのは、絵画であれば子どもから大人までみんなみんな参加でき

るだろうなと。北区の未来というテーマでやろうと。優秀作品はここら辺の壁に貼り

ます、ちゃんと額に入れて。殺風景な区役所が殺風景でなくなるというメリット。 

 表彰式は、中之島美術館を借りました。そのときに、ほかの絵も見ていただこうと

思っています。これらは北区民全員を対象にやりたいと思っています。 

 さて、後で三島委員からの話があるかもしれませんが、ギネスでございます。 

 今日朝の８時現在、２万７，８０２枚の投稿が行われています。まだこれに学校は

入っていません。学校は写真を取ったり取らなかったりの状況で、学校は入っていま

せん。地域で撮っている写真もまだデータがこっちに来ていないので、もう３万は超

えていると思います。ただ、大体月２万ペース。１日６７７枚のペースでいくと、見

事ギネス記録の１０万枚が達成されると。この辺の人はみんなやっていることを知っ

ていまして、今日も入場代わりに２枚撮らないと入場できないと。 

 結構マスコミも反応してくれていまして、朝日新聞とか朝日放送とかＭＢＳなんか、

結構取材に来て放映されています。ラジオでもＦＭキタ、ＦＭｃｏｃｏｌｏ、ｃｏｃ

ｏｌｏって南森町にある、ＦＭ大阪でも放送されます。 

 このポスターはＯｓａｋａ Ｍｅｔｒｏの全駅に貼っています。京阪とＪＲの主要

駅に貼っています。阪急・阪神は、先ほどの放置自転車の次の次ぐらいに動画で放送

されていっています。セレッソは桜スタジアム、オリックスは京セラドームの中にポ

スターが展示されて、いろんなところで応援をいただいているという状況で、三島委

員に調整していただいたイベントはセレッソ大阪が来ていただいて、ヨドバシカメラ

前でキックオフイベントでスタートしたということでございます。 

 これから梅田のゆかた祭りとか、ああいうところに出展していきます。区役所の隣

のキッズプラザはギネスコーナーが設置されています。地域は、今年は夏祭りが結構

復活していきますので、それも対象になるので、この夏が一つの勝負どころかなと思

っています。 



 

 

 いろんな私が出ていくセミナーなんかは、全部今ギネス色に染めています。来週、

大阪工業大学で講演会をするんですよ。ウォーターフロントの未来とかいう、中身ギ

ネスなんです。５００名来るので５００枚撮ろうと思っています。 

 でもね、皆さん、集まってくる写真はみんな笑顔ですよ。僕ね、苦虫かみ潰したよ

うな写真やったらこんなこと言わない。送られてくる写真は間違いなく笑顔なんです。

だからありがとうに笑顔がセットされるんですよ。だから皆さんも、また撮るのとい

いながら笑いながら撮ってくれたでしょう、そういうものなんですよ。だからこれは

笑顔のギネスなんです。そういう意味で、またいろんなところでご参加をよろしくお

願い申し上げます。 

 それと、３か年ではないですけれども、豊崎東に大淀寮という寮がある。ここが豊

崎東の方は集会所として今使っておられる。これが間もなく売却されます。解体して

売却される。ということは、豊崎東の方が集会所がなくなると。実は豊崎東ってＵＲ

の下に１個あるんですけれども、あそこも借りているので。市長に何回かトライして、

売るけれども１００坪ぐらいやるわということになって、１００坪もらうと。そこに

集会所を立てるということになっていて、今、大阪市はその旨の手続、地域はそれに

向けた、お金を集めないといけないなという動きが今あると。豊崎東で初めて借家じ

ゃない場所に入れる、我が家が建つということで、地域の皆さんはこぞって喜んでお

られるので、あとはいかに、大阪市の補助金だけでは少し足りないと思うので、原資

を地域がどう集めていくかということになろうかなと思っています。だから先ほどの

とおり、せめて私が在任中にこの設計だけでも地域に下ろしてあげたらなということ

で、大学が無償で設計活動を今行ってくれているという状況でございます。 

 大学のほうから、去年は庁舎の改善の提案もいただきました。これも進めていきま

す。今年度やるのは、実はこの会議室の壁をどけたいんです。あの向こうに選挙管理

委員会というのがあって、年に３か月しか使えへんのですけれども、ずっと９か月占

用するんです。ちょっと整理しながら、民生委員会議なんてこの会議室が目いっぱい



 

 

入るので、やっぱりもうちょっと密じゃないようにするためにあの壁を９ｍほど奥に

寄せて、やっぱり会議スペースをきちんと確保して、３か月しか使わない部屋は３か

月だけ使えるようにすればいいというふうにしたり、そのためには、役所というのは

やっぱり物をため込む体質があって、昔の議事録とか、読まないけれども、そういう

のも整理していかないといけないなと、そういうのもしながら庁舎改善を進めていき

たいなと思っています。 

 マイナンバーカードも今から頑張っていきます。マイナンバーカードの申請取得の

拡大を進めていこうとしているんですが、隣の関テレさんが音源を提供してくれまし

て、新実アナウンサーが吹き込んだ物を今提供してくれて、青パトとか庁舎の中で流

していっています。せっかくなので北区だけじゃなくて、これを２４区全部に渡しま

した。そういうものをやりながら、今、北区で大体４５％ぐらいの取得率なんですけ

れども、７６％ぐらいまで何とか持っていきたいなと。 

 今、マイナポイントで最大２万円ぐらいはポイントを付与できるのと、区役所に来

てもらうだけじゃなくて、区役所がいろんなとこへ出ていって、区民センターとか梅

田地下街とかに出ていって、そこで申請受付をするということを今から進めてまいり

ます。もう既に始まっていまして、１００名ぐらい既に出前申請のところに申込みが

あるので、そういうことで少し加速をしていきたい。これは北区だけじゃなくて、ほ

かの区も取組をスタートさせていますので、ぜひこういうものをやりながら、皆さん

が便利になり、行政も少しコンパクトになるように協力しながら進んでいきたいなと

思っています。 

 最後のページです。ちょっとお詫びしておかないといけないことがありまして、議

会で議論になりまして、実はこの６月から中学校の学校体育施設開放事業、体育館を

使っている団体も多いんです。実は中学校を使っているのは３９団体で、運動場は 

１１団体、大半、２８団体は屋内、体育館でバレーとかバスケットとか卓球とかバド

ミントンをやっています。 



 

 

 実は６月、今月から、中学校の体育館にエアコンがついたので、エアコン代を取ろ

うとしたんです。北区の運営委員会の皆さんはしょうがないなと、一部団体使うから、

そこだけ無料というわけにもいかないから５００円ぐらいしょうがないなと。団体も

エアコンを使えるにこしたことない、ありがとうということで北区は無難に着地して

いたんですけれども、一部の区で反対が起きまして、６月から同時にスタートできな

くなりました。 

 それもまずいので、エアコン使用料を有料制に考えたんですけれども、今年度は試

行期間の無料、この夏は無料で使うということに方向性を変えました。来年度に向け

てどうするかはこの秋までに方向性を決めます。無料かもしれないし、有料かもしれ

ない。予算措置が要るので早急に動いています。 

 私、区長会の会長として、この間の市政改革委員会で、くらもと先生が入っている

委員会で１時間答弁に立たされまして、非常にかわいそうにという目でこっちを見て

くれていまして、１人だけ味方がおるなと。少し御迷惑をかけたんですけれども、方

針を変えながら、きちっと整理をしながら、２４区の皆さんが同時に同じような利用

の仕方ができるように今から再検討すると。今年度は暑い日が続くので、無料で使っ

ていただくということで決着をしましたので、ちょっと運営委員会の皆さんにしてみ

たら、取ると言っていたのに急に取らなくなったのかみたいな話になるんですけれど

も、丁寧に説明して経緯を了解いただいていますので、これで今年はスタートしてい

ますということの御報告でございます。 

 以上で私の説明を終わらせていただきます。どうも御清聴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。 

 今のつながりと、いろんなご質問・ご意見あると思いますので、徐々に聞いてまい

りたいと思いますが、テーマ１に入ります前に、先ほど申し上げましたように、三島

委員から区民側に立って、ギネスの取組みをどうしたら具体的に実行してくれるかと



 

 

いうことを一言お願いしたいと思います。 

○三島委員 

 もともとギネスを持ち出したのは私かな、これを１０万にしようと言ったのも。何

で１０万人かというのは、区長は５万ぐらいでいいんじゃないかという話をしていた

んですけれども、北区の人口１４万や、１０万いこうということで、そうなって。 

私がポスターをつくってきて、これでいこうと言ったのがそもそもの発端だと思

って、私の責任でもあるんですけれども。 

 区長が４月からやろうかなといって、僕は２月頃からされたらと、そういう意見を

していたんですけれども、１０万人いくかなというのは正直クエスチョンマークです。

だけど、区長は頑張ろうとしているので、私もそれなりに１０万というハードルが高

いなと思っているんですけれども、頑張っていきたいので、皆さん方もよろしくお願

いをしたいと思います。私もそれなりに頑張って集めるようにはしているんですけれ

ども、皆さん方もこれにご協力をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○山田議長 

 実演してもらわないと。どうやって撮ったらいいか、みんな分からないので。 

○三島委員 

 今、山田議長そうおっしゃっているんですけれども、もう何回も撮られていると思

うんですけれども、今月の２４日にこれをテーマにした、ＮＨＫで取材がありました。

２４日１８時に一応出る予定になっております。ニュースの中の５分か１０分ぐらい

の間らしいですけれども、それでみんなで、関西だけしか一応出ないんですけれども、

それでも応援していきたいと思いますので、皆さん方もそれなりに頑張っていただい

て１０万人をいこうと。これを取っておいたら当分は超されないだろうと。区長は１

０年ぐらいは大丈夫じゃないかという話なんかをしておりまして、そういうのを私が

火をつけたのかなというのは、今後悔をしておりまして、申し訳ありません。 



 

 

 以上です。 

○山田議長 

 ありがとうございます。何かご質問、ご意見ありませんか。 

 それでは、委員の皆さんのご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、こちらの希望としては全員の方でござ

いますが、時間の関係もございますので、その辺は考えてこちらから指名させていた

だきたいということで御了承願いたいと思います。 

 円滑な議事進行にご協力のほどをよろしくお願いしまして、始めさせていただきま

す。 

 なお、会議は順不同で、今申し上げましたように私のほうから指名させていただき

ますので、御了承願います。また答えるほうも、区役所の答弁につきましては各担当

課長にお願いしますが、テーマによっては補足及びその他、区長にも発言をお願いい

たします。 

 それではまず、テーマ①「防災・防犯」につきまして、ご意見を頂戴したいと思い

ます。 

 恐縮でございますが、笠井委員、お願いしたいと思います。 

○笠井委員 

 笠井です。たくさんお話を聞かせていただいてありがとうございます。 

 ちょっと子育て支援とまたがりながらの話にいつもどおりなってしまうんですけれ

ども、子育て支援連携会議のほうに参加しましたら、北区の保健師さんの中に健康危

機管理担当保健師というのが配備されたということで、先日お話しする機会も得まし

て、今まででしたら地域課と政策推進課とジシン本事務局として連携させていただい

ていたんですけれども、いよいよ保健師という立場から災害の支援が入るんだなとい



 

 

うことをお聞きして、今後も連携できればなというふうに思っています。 

 現場で防災講座等々をしていますと、やはり市民の意識というのはもっともっと低

いところにありまして、もしものために何かするということはとてもハードルが高い

なというのを日々感じています。その中でジシン本サポーター、南埜委員もご協力を

いただいているんですけれども、各地で元気アップサポーターだったり、絵本の読み

聞かせだったり、様々な立場で区民とのファシリテーター役を日々活躍されている方

がジシン本のほうに御尽力いただいていまして、ある種ニーズと専門的なファシリテ

ート能力が現場に必要になっているなというのを日々感じています。 

 先ほど区長が学校を軸にいろいろなつながりをということをおっしゃっていたんで

すけれども、私ども日々、０、１、２歳、未就園児の親子と関わっているんですけれ

ども、そういった方たちというのは本当に関係が希薄で、どなたとの接点もない、コ

ロナ禍でどんな付き合いもないというようなこと、日々孤独な育児をされていて、ま

さに防災なんて程遠い、我が子を育てるので必死という方たちがたくさんいらっしゃ

るなというふうにも思っていまして、そんな中で今度、６月３０日に子育て支援連絡

会が、民生委員、各保育所、子育て支援施設が連携する会議というのがやっとコロナ

禍で再稼働するということですので、そういった出張イベントという、従来区役所

等々が地域に出向いて子育ての方たちをフォローアップするというところにも、ぜひ

防災の視点で関わり合いながら地域の方たちと連携できるような取組が、保健師さん

も入られたので、非常に期待しているということで、長くなりましたけれども、お願

いします。 

○山田議長 

 防災と子育てですけれども、取りあえず、防災のほうからお願いします。 

○小林地域課長 

 地域課長の小林でございます。皆様はじめましてで、この４月から地域課のほうに

まいりましたので、よろしくお願いいたします。 



 

 

 今、笠井委員からありました防災のところにということで、今年、危機管理保健師

さんが配置されてということもあったかと思います。 

 ようやく学校ですとか、地域のほうで防災訓練とかが始まってまいりました。その

中で、やはり子どもさんを抱えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、地域課

の視点としては、いざというときに避難所を開設したりとか、そういったときにどう

いったところに注意してやっていけばいいのかというところで、新しい視点というこ

とで、健康課さんのほうにもご協力いただきながら、そういった新しく配置された各

保健師さんのほうにもできるだけ参加していただいて、そういった視点で地域の皆さ

んにもお話をいただいたり、地域課としてもそういった避難所運営といったところの

視点というのを新しく学んでいって一緒に取り組んでいきたいなということで、今年、

災害訓練とかを進めているところです。 

○山田議長 

 福祉課長、お願いします。 

○中野福祉課長 

 福祉課長の中野です。 

 引き取っての話になりますけれども、今、委員からも御指摘あった子育て支援連絡

会も、コロナ禍にあってなかなか開けない中で、ようやくちょっと今下火にもなって

きて、再開のめども立ってという中で、今、まさに新しい災害支援であるとかという

ことも出てきましたので、そこは地域課、それから実際に保健師を配置されています

健康課とともに、そういった幅広い視点も入れた子育て支援あるいは災害対策という

ものに、区の各課が連携しながら取り組んでいきたいと思いますので、またご意見と

か、逆にご協力とかよろしくお願いしたいなと思います。ありがとうございます。 

○山田議長 

 区長、お願いします。 

○前田区長 



 

 

 これから行われる小学校の防災訓練には保健師が出ていくことになります。それと、

乳幼児健診等の機会で、保健師のフィールドの中で防災ノウハウを落としていくと、

そういうことも行われると。 

 それと、保健師のもう一つの役目は、女性の視点で避難所開設ということを、もう

一回フィルターを通してチェックしておくということが大事かなということをミッシ

ョンとして考えております。 

 以上です。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次、三島委員、お願いします。 

○三島委員 

 すみません。防犯といっても自転車のことについてお尋ねということになるんです

けれども、区長とも相談しながらいろいろと施策を練ってきたんですけれども、この

間、私の名前を使って大阪市の土地を見つけてきてやったんですけれども、もっと早

くから言っているんですけれども、なかなか出来上がらないのは何でかなと思ってい

たんです。それを質問しようかなと思ったら、区長はこれは３年かかるんだと、それ

を１年にする施策はこれやということで、先に言っていただいたので、私ちょっと何

を質問したらいいのか分からないけれども、この間、実は梅田のほうで、ターゲット

に場所を４か所設定して調査をしたんですけれども、そうすると梅田では放置自転車

はこれから減ることはないと、増えることはあっても減ることはないと、そういうデ

ータが出てきたんです。区長ともこの間、それをどうして７％とか８％とかいう基準

に持っていくというということは、これがどんどん増えますよと言っているんですけ

れども、多分、それに対応するだけの駐輪場が多分できないのかなというのと、私、

時々なんですけれども、大阪市の建設局のほうで実施している夜間撤去に立ち会って

いるんですけれども、やっぱり平均大体８０から１００ぐらいは常にあります。それ



 

 

がどんどん増えてくるんじゃないかなというのが１つで、この間も区長とも話して、

ここと、こことまた駐輪場をこしらえようなというようなことは話をしているんです

けれども、なかなか行政の中の建設局との問題もいろいろあると思うんですけれども、

その考えで、区長はやっぱり１年ということを言われているんですけれども、もう少

し速くスピードを持ったような施策をやってもらえば、区役所で決める問題ではない

と思うんですけれども、大阪市のほうだと、建設局ということになると思うんですけ

れども、そこを何とかスムーズにしてもらえればもう少し緩和されるんじゃないかな

と思われます。けれども、正直言ってデータを見る限りでは年々増えていくというデ

ータが出ておりましたので、それをちょっと説明してほしいんですけれども、よろし

くお願いします。 

○山田議長 

 区長、よろしくお願いします。 

○前田区長 

 特に梅田のターミナルというのはどんどん膨らんできているということで、梅田も

これから阪急が全部建て替わっていきますから、新しく建てるオフィスは附置義務と

いうのがあって、一定規模の駐輪場の整備を義務づけされております。そこへ乗って

いくということは当然あるんですけれども、それはそれとして、やっぱり日々の流入

が激しくなってきているということも確かかなと。 

 これは各地各様の点の世界での話になるので、三島委員とはここと、ここと、ここ

はいけそうだなというところは、私のほうからも建設局が造るものですから最短で動

かすと。さっきの３年を１年と言ったところ、実は区役所が奪い取ったんです。建設

局を待っていたら３年かかるので、区役所が主体で公募をかけると、それによって１

年でしようとすると。この夏にいきます。ということは、そういうやり方をスタンダ

ードにしないといけないということなんです。今までは設計、施工、管理というのは

１年ずつやっていたものをいかに圧縮できるか。特に梅田というのは、恐らく駐輪場



 

 

はもうかるはずなので、設計、施工コースをかけたところで事業者が来るはずやと思

っているので、今年やる３年圧縮スキームというのが、恐らく大阪市の事業加速の回

転を速くする一つのきっかけになるかなと。 

 だから、私が区長会会長と申し上げたのは、この事例を徹底的に追及しながら、特

に北区だけじゃないので、こういう課題を抱えているのは。横に水平展開しながら、

いかに３年を１年に変えていくかと。土地があるところには造っていくというのは最

低限必要なので、スピードを速める動きを加速させていきたいと思いますので、もう

しばらく、この８月の公募というものをきっかけにということで理解いただければ結

構かなと思っています。やろうとして狙っているところは大体我々が把握しています

ので、よろしくお願いします。 

○山田議長 

 それでは、次のテーマ②に移ります。「福祉・子育て・教育」につきましてご意見

を頂戴したいと思います。 

 まずは最初に、木下委員、お願いします。 

○木下委員 

 木下です。 

 すごくこの映像で、区長からいろいろお話あって、すごいなと思いました。 

 ただひとつ、もう多分分かっていると思いますが、達成状況のところには少し書い

てあるんですけれども、区長もあえて知って外したのかなと思うんですけれども、健

康のところの介護予防のための集いの場、あそこらへんはみんなで頑張ってください

なということだと思うんです。逆に、たまたま今日脳活性化教室、体操と午前中して

いたんです。そのときに保健師さんが来て、この教室を始めて１０周年になるので、

今度１０周年のイベントをするという話を初めて聞きました。 

 前、質問させていただいたように、ボランティアでみんな一生懸命、出来はどうか

というのは私ら自身でも苦慮するところなんですけれども、頑張ってやっているとこ



 

 

ろをやっぱり認めてほしいなと。気持ちが前に前に進めるようにと思っているところ

に、多分こういうことを考えてくれたのかなと思うのでよかったかなと思っています。 

 だから、前へ進むにはやっぱり自分たちの勉強もしないといけないし、地域の皆さ

んの理解も増やしていかないといけないなとすごく思います。それから、私は地元の

地域の人間も前へ進めるために、ぜひいろんなことを、逆にここはもうちょっとこう

したほうがいい、こんな点もあるよ、あんな点もあるよという情報を、今までよりも

もっといただけたらうれしいかなというのがちょっと思いました。でも、そういうふ

うに見ていただくというのはありがたいことだし、元気が出るかなと思っています。 

 これからも、高齢者は先がある程度見えて、若い子どもらは先がいっぱい残ってい

るけれども、あんまり残っていませんので、残っているところを有意義に過ごして、

元気に過ごして、いろんな施設であったりとか、介護保険を使わなくても、皆さんの

ためになるように、何とか地域で楽しみながら元気になれるような施策を一緒に考え

ていただけたら、地域性にもよると思いますけれども、ありがたいなと。福祉課長さ

ん、よろしくお願いしたいなと思っています。 

 以上です。 

○山田議長 

 中野課長、よろしくお願いします。 

○中野福祉課長 

 頑張らせていただきます。 

 私、今年の年明けぐらいですかね、老人福祉センターの館長さんと、実際にお伺い

してお話しする機会もあったんですけれども、やはりコロナの影響で活動自体が自粛

を求められている中で、そのときはちょうど第５波か第６波の谷間みたいなところだ

ったんですけれども、活動自体も部分的にというところやったんです。 

 そのときにお聞きしたのは、利用者の会員の戻りがなかなかなくて、やはり１度足

が遠のいてしまうと登録者数が減ってしまうと。だから、通常の利用されていた方の



 

 

７割ぐらいしかまだ利用が戻らないみたいなことをおっしゃっていて、それは１月の

話やったんですけれども、その辺は木下委員おっしゃったように、どこまで地域の高

齢の方とかがそういう活動の中にまた戻ってきていただけるというようなことを、ま

たそれは区役所のほうでもいろいろ協力しながら考えていきたいなと思います。 

 逆に老人福祉センターのほうで、そういうコロナの中でなかなか情報も集まってで

きない中で、スマホの勉強会ですか、来られた方に対してスマホの使い方の講習会み

たいなことをやられたりとか、工夫を凝らしてやっていただいているというお話を私

も聞いて、本当にありがたいなと思った次第ですので、そういったことも、福祉課と

しても自ら我々も知恵を出しながら、地域の皆さんとも協力してやれていけたらなと

思っております。ありがとうございます。今後とも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、髙垣委員、よろしくお願いします。 

○髙垣委員 

 髙垣でございます。よろしくお願いいたします。 

 ９月は敬老月間・週間になりまして、８月に調査があるんですよね。地域では７０

歳以上の住人の調査、民生委員のほうでは独り暮らしの調査と寝たきりと、ほかにも

調査があるんですけれども、地域に根差しているお年寄りとかは割と７０歳以上は分

かるんですけれども、やっぱり地域性の薄い方が、アパートとかマンションに住んで

いらっしゃる方がなかなか目が届かなくて、調査漏れになる場合がかなりあるんです。 

 そんな中で５月でしたかね、初めに、古いアパートなんですけれども、経営者の方

も亡くなられて、まさかこんなところには誰も住んでいないと、本当に分からないと

ころに１人住んでいたんですよね、高齢者の方、女性の方が。それで、経緯はいろい

ろありますけれども、生活支援のほうをやって、それからちょっと認知症も見られま

したので、オレンジチームの方、それから東梅田の相談窓口の方につないで、訪問と



 

 

見守りみたいなものはできたんです。 

 それで、個人情報がかなりあると思うんですけれども、この調査をするのにはやは

り情報が、役所のほうからちょっと気になる方がいるからこの辺をちょっと見てくだ

さいという開示があったらいいんですけれども、なかなか連携が難しいんじゃないか

なと。毎年言うんですけれども、やっぱり個人情報が壁になりまして連携がなかなか

難しいと思うんです。その辺のご意見をお聞かせいただいたらなと思います。ちょっ

と難しいと思いますけれども、お願いします。 

○山田議長 

 再度、中野課長お願いします。 

○中野福祉課長 

 ご意見ありがとうございます。 

 地域の、特に高齢者の方への見守りでいいますと、見守りネットワーク事業という

ことで、これはまた社会福祉協議会のほうに事業をお願いして、いわゆる要援護者の

方の名簿をつくって、一定の、例えば、障がいをお持ちの方であるとか、その方のと

ころにコミュニティーソーシャルワーカーの方ですとかに回っていただいて、その名

簿を民生委員、あるいは地域ごとですけれども、地域のほうにも提供いただいて見守

りをやっていただいているというところがあります。 

 おっしゃるように、やっぱり個人情報ということがあるのと、そういう見守りをし

ていくことを、地域なり民生委員の方にお知らせしてもいいですかと本人の同意を取

るということが必要になってきまして、そこは今のところ区全体では約２，３００人

ぐらいの要援護の方の名簿を地域に提供していただいていると思うんですけれども、

そこの同意を取るところ、特に孤立されている方とか、中には本当にさっきおっしゃ

ったように住んでいるのかどうかというようなこととか、逆に放っておいてほしいん

だというような方もあって、やっぱりそこは個人情報の受渡しのところプラス御本人

の個人情報に対する考え方というんですか、自分の情報、自分の身の在り方を自分で



 

 

決めていくというところ、やはりそこは難しいと思うんです。 

 そこは繰り返しになるんですけれども、日々の地域の見守りの中で少しでも人間関

係をつくりながら、いろんな区役所の見守りもそうですし、民生委員もそうですし、

区役所のいろんな相談窓口が連携して、少しでもそういういろんなネットワークの中

で、１つのチャンネルだけではなくて、地域全体でのネットワークをより強力なもの

にしてカバーをする、地道な取組をこれからも進めていきたいと思います。 

 今のお話、非常に事例として重く思いましたので、今年はまた民生委員さんの一斉

改選もございますので、そういったことも含めて、より一層地域の皆さんとも連携し

て、一人でもそういう方が、孤立したままにならないように福祉課としても取り組ん

でまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございまし

た。 

○山田議長 

 それでは、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。 

 今、髙垣委員さんから高齢者の方のお話をいただきましたけれども、私はやっぱり

学校とか図書館とかで子どもと関わることをいろいろさせていただいている中で、や

はり子どものことが気になりまして、先ほど笠井委員さんのお話がありました小さな

お子さんでの防災のお話、それと同時に小学校の子どもたち、それもいきいき事業に

在籍している子どもたちは大人の目が、放課後といい、平時でもかなり守られている

と思うんですが、やはり中学年、高学年ぐらいの子どもたち、地域の中で放課後にい

る子どもたち、特にこれから夏休みに入っていきますと、１日子どもたちだけで過ご

す家庭もかなり増えてくるように思います。 

 そのときに、笠井委員さんと御一緒にさせていただいていますジシン本のサポータ

ーとして不安に感じるのは、突然のそういう災害があったときに、この子たちは一体



 

 

どこを頼るんだろうと。平時は何とか、今のお子さんたちはかなり１人２人、兄弟だ

けでも過ごせるようにはなっているんですが、地震とかそういうことだけでなくても、

防犯、そういうことに関しても、何か困ったときに子どもが頼れる場所というのが地

域にどこか欲しいなと。 

 それともう一つ、防災のときのお話でも、学校なんかで伺うお話の中に、なかなか

保護者さんに対して、例えば御自分が帰宅困難者になったときに、夜、子どもたちが

どうやってどこを頼ったらいいんだろうと。それぞれ各家庭で違うとは思うんですが、

そこの話し合いをしっかりしてくださいというような喚起がなかなかお聞きできない

ように思えますので、そういう関係機関の方、また育みなどの見守りとか、そして何

より保護者さんにそういうふうなお勉強をしていただけるような場所を多く設けてい

ただけたらなと思っております。よろしくお願いします。 

○山田議長 

 区長、お願いします。 

○前田区長 

 私、東北の大震災のときに帰宅困難者になって、羽田で１泊した人間なんですよ。

ただ、そのときはもう子どもが物心ついていたので、高校生とかの時代だから全然違

和感がないんですけれども、先週、西天満小学校で私が防災のスピーチで言ったのは

まさしくそのことで、私は耐震マンションに住んでいるからと安心していませんかと

いうことなんですよ。確かに建物は大丈夫。だけど、そのときに家にいないかもしれ

ないじゃないですかと。我が子をどういうふうにして救出に行くかということ。すみ

ません、この話は結論がないかもしれないんだけれども、そういうことを今日考える

日にしてほしいんですと、少なくとも。だから、我々が学校の保護者さんに直接この

話ができるのが小学校の防災訓練なんです。できるだけそこに保護者さん、いわゆる

引取り訓練で学校はせざるを得ないので、子どもがいたら保護者が来るというシチュ

エーションはそこしかないんですよ。そういう意味で、そういう学校の場を使えば大



 

 

半の保護者は来てくれるはずなので、そこでそういうことを常に落としていくことを

繰り返すしかないのかなということはよく感じていますので、またフォローしながら、

特に２学期に訓練が多発する予定ですので、そのときにフォロー項目としてきっちり

下ろしていきたいなと思っております。どうもありがとうございます。 

○山田議長 

 それでは、次に松田委員、お願いします。 

○松田委員 

 恐れ入ります。松田と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 私は経営課題６の小学生の学力向上、これについていろいろ質問させていただきた

いと思います。 

 今、区長からも説明ありましたように、学力に関してはすごく取り組んでおられる

と思います。それは、私も今まで放課後の教育とか、それから専門分野に対する教育

とか、そんなのをいろいろ説明いただきまして、その辺は十分理解しているつもりな

んですけれども、教育というのか、学力というのは認知力の問題ですね。だけど、学

力だけができても、学力というのは確かに数字が出てきますから分かります。だけど

学力以外にもっと大事なものがあるんじゃないかなと。それは非認知力というものだ

と私は思うんです。 

 非認知力にはどんなものがあるかと、私もちょっと調べさせていただきましたら、

意欲があるかとか、それから協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、想像力、

コミュニケーション能力。これらは決して数字では現れないことなんですね。だけど

将来において子どもさんが社会人として育っていった場合、学力も大事ですけれども、

今言っている非認知力、これも大事だと思います。だから、今、経営課題６の中で小

学生の学力向上という項目を挙げられておりますけれども、私はそこにできればもう

一つ、非認知力の向上というのも挙げていただければどうかなと思っております。 

 一番手っ取り早いのが、小学生の子どもさんなんかでも、図書館利用率、これは



 

 

前々回のときに私お聞きしたと思うんですけれども、図書館をどのように利用されて

いるか、また何回ぐらい利用されているか。一番手っ取り早いのはその辺だと思うん

です。我々の学生時代には、あなたは１か月に何冊本を読みなさいとよく言われたも

のなんですね。読むという力、それによって非認知力が上がってくると私は思います。 

 ですから、できましたら令和５年度に、小学生の学力向上プラスアルファ非認知力

向上という言葉を上げていただければなと思いますので、よろしくお願いします。 

○山田議長 

 片岡課長、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。 

 松田委員からは、事前に事前質問という形で教育関係の質問をいただいていますの

で、それにもちょっと沿った形でご回答させていただきたいと思っています。資料４

の表紙の裏側になります。 

 こちらの回答欄のほうですけれども、北区では夢や目標を持ち、そこへ向かって取

り組むプロセスを通じて自分で考え行動する人財の育成を教育方針としております。  

北区では、今おっしゃった学力だけでなく、子どもたちが将来の夢や目標を見つ

けるきっかけとなるよう、本物に触れる機会として、先ほど区長からもありました芸

術鑑賞会や職業出前授業等を実施し、小・中学生のキャリア教育の支援に取り組んで

おります。 

 北区には、今委員からもございましたけれども、資料１の６にもありますけれども、

１１の小学校があります。全国学力テストの平均解答率は、対全国比において１以上

なんですけれども、１未満の学校が一定数存在しておりまして、まず、これらの学校

の学力向上支援を行う必要があります。 

 そこで、学校活動における支援が必要な児童・生徒に対する教員の取組を支援する

ため、学校活動有償ボランティアを派遣することにより、子どもたちの学習支援など、



 

 

各学校の課題解決に向けた環境支援を実施しております。また、中学生を対象に、基

礎学力の向上や学習習慣の形成を図ることを目的とした民間事業者を活用した課外学

習事業キタ塾を実施するなど、学力の向上にも取り組んでいるところでございます。 

 今、そのような形で、学力以外の非認知能力といいますか、そういう意欲でありま

すとかコミュニケーション力、そういうものはこれらの事業、芸術鑑賞会とか、そう

いうものを通じても育まれていくものであると考えてございます。 

 今後とも学校との情報共有、意見交換を通じて、課題を抽出して、教育環境の充実

に向けた各種支援を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○山田議長 

 もう一歩踏み込んでというような気持ちがあるかもありませんが、すみませんが、

今日はちょっと時間の関係で、また終わってからでもお尋ねください。 

 それでは、次のテーマ③にまいります。 

 テーマ③「その他区の施策」につきまして、ご意見を頂戴したいと思います。 

 兼光委員、お願いしたいと思います。 

○兼光委員 

 兼光です。よろしくお願いします。 

 いろいろお話聞かしていただいていて、先ほど区長様のお話からもありましたけれ

ども、大阪市の北区は本当に住みたい街ランキング、私もよく見たりするんですけれ

ども、本当に常連のように顔を出すようになってきて、私がマンションを探していた

頃はずっと西宮北口が住みたい街の１位だったのですが、ついに西宮北口を抜いたん

だというところで思うんですけれども、とはいえタワーマンションがどんどん乱立す

る中で、おびただしい数で人が入っていっては出ていくというところがずっと続いて

いると思うので、ハード面は充実してきているのかなとは思うんですけれども、そろ



 

 

そろソフト面の充実というのも図っていかないといけないのかなと思います。 

 その中で、保育所のところ、１歳から３歳に関してはまだ需要に対して供給が完全

に追いついていないというところがあったんですけれども、こちらも令和５年で恐ら

く解消はされると思うんですけれども、やはり人数がそろっているからそれでいいと

いうことでもないのかなと思います。やはりコロナ禍の中で、北区の特性を考えると

共働きの家庭の方が非常に多いのかなと私は推測いたしますので、そうなってくると、

やっぱり突然コロナにかかって、御本人がかかられる、御本人の家庭がかかられる場

合もあると思いますし、保育士の方がかかられて突然通っている保育所が預かっても

らえないという事態も日常的に起きてきていると思いますので、そこの手当というの

をやはりしっかりしていただきたいなというふうに思います。 

 やっぱり長く住んでいただくことによってまちもどんどんよくなっていくというふ

うに思いますので、こちらに関して、私も現役世代ですので非常に関心を持って、そ

ういうところもきちっと手当てしていただける大阪市北区であってほしいなというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

○山田議長 

 区長、お願いします。 

○前田区長 

 どうもありがとうございます。 

 保育所につきましては、今日の話では出していないんですけれども、総体の数とし

ての充足が図られつつあるということが１つ。実は保育事業者からは、もうこれ以上

造るのはやめてくれと、経営がもたないという話も一方で出てくるぐらいの時代にな

ってきていますというのは一方で押さえながら、今、兼光委員がおっしゃったことは、

量の問題じゃなくて質の問題を問うておられると思うので、実は今、認可外保育所を

含め、区内に９３ある保育所に、福祉課のほうで全件訪問をかけているんです。そこ

で起こっている現実、そこが抱えている課題を１対１でフォローするということを進



 

 

めておりまして、結構評判がいいんです、これ。なかなか大阪市のこども青少年局に

は許可官庁なんで言いづらいけれども、区には言えるけれどもこんな課題があるんだ

という関係がこの１年間でかなり進んできているので、来年度もこのあたりの人の充

足をしながら、今保育所が抱えている実際の現場に対して悩みの相談を我々が受け入

れるように、そしてそれが提供する質のレベルアップになるようにサポートを続けて

まいりたいと。今、取りあえず９３ありますので、今年度もう既に９３軒は全部回り

終えましたので、第２回目のトライをこれから進めていきますので、その中で１点ず

つ課題を解決してまいりたいと思いますので、今後ともそのあたり努力してまいりま

す。ありがとうございます。 

○山田議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に渡島委員、お願いします。 

○渡島委員 

 渡島でございます。よろしくお願いいたします。 

 今、本当に２年間ほどのコロナ禍において、活動においていろんな制限があり、小

さな子どもたちから、０歳児から、大人、後期高齢者まで全部制限がかかり、大変な

目に遭ってきたわけですけれども、今、夢づくりという事業をされていることで、本

当に私もうれしいなという気持ちでいっぱいです。子どもたちも意欲を持って学業に

励んでいただけたらなと思います。 

 でも反面、子どもたち、学校協議会でちょっとお聞きしたら、やはり不登校の子が

いてると。その子たちはどういう原因があるのでしょうか。また、それを解決するに

は、やっぱりいろいろとソーシャルワーカーですか、そういう方々がおられて解決さ

れているとは思うんですが、やっぱりこの北区では学校がたくさんあるわけですけれ

ども、小学校、中学、どんな感じでしょうか。義務教育として、不登校の子どもたち

の在り方を皆さんはどのようにお考えなのかなと思います。 



 

 

○山田議長 

 いかがですか。 

○前田区長 

 ありがとうございます。 

 小・中学校における不登校児童・生徒の数は完全に把握しております。何人いるか

というのは各学校が分かっています。それぞれのＡ君、Ｂさん、Ｃさんの要因という

のも、学校が確実にフォローしております。 

 その中でいろいろ、中には軽度な子もおって、朝、家に誰もいないから放っといて

学校に来ないようなことがあって、そのあたりに手を差し伸べるというか、迎えに行

く大人がいれば来てくれる子どもがいて、それが我々が費用を提供した有償ボランテ

ィア事業という、そういう子もおりまして、実は学校って、皆さんイメージすると分

かるんですけれども、小学校って８時半になったら教師は全員授業に突入しないとい

けないのですね。そのときに空いているのは校長と教頭しかいないんです。というこ

とは、校長か教頭しか外へ出られないという事態があって、連れに行けない。 

 誰々さんというのははっきり分かっていて、誰々さんは今日校門を何時に通過した

と確実に把握しています。私、毎週月曜日、絶対学校に行っていますから。そういう

会話が８時２５分から３０分に集中してあります。 

 だから我々は、軽度なものについては有償ボランティアさんを募集して、校門に立

っていただいて、迎えに行っていただくというサポートをしているということと、そ

れと学校のカウンセラーさん、今年採用したカウンセラーさんは非常に学校の評価が

いいみたいです。いわゆる親身になって、家庭の視点でいろんなものを、逆に我々側

に物申すというふうなものもあって、そういうサポート事業もバックでは動いていま

す。 

 確実に、なかなかゼロに持っていけていないという歯がゆさはあるんですけれども、

放ったらかしている状態にはなくて、いろんな児童のケースに応じてサポートしてい



 

 

る最中であるということでございまして、その件は我々と学校サイドに信頼して委ね

ていただけないかなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは次に、岸本委員、お願いします。 

○岸本委員 

 岸本です。よろしくお願いいたします。 

 毎回、いつも福祉に関する話をしていたんですけれども、今回は地域活動について、

地域活動協議会についてお話しさせていただこうと思っています。 

 先ほど、木下委員からもお話ありましたけれども、北区、西側にも目を向けていた

だきまして、住み方とか地域の人の流れとかが違うので、そちらのほうもできたら見

ていただけたらと思っております。 

 それはちょっと余談といたしまして、実は地域活動協議会を始めるというか、この

北区の地域活動を始められて、一番最後にされた地域でも多分１０年過ぎるぐらいに

なってくると思うんですけれども、そんな中で、当初、私の地域では結構早く始めた

ほうだと思うんですが、その頃に地域活動協議会というのはＮＰＯ法人化をしていく

という話が出ていたと思うんですけれども、そんな話が今の中では全然ないような状

況になっていたりとかして、地域活動協議会をどういうふうに続けていくのかという

ところを今考えないといけない時期に来ているのではないかなというところやと思っ

ております。 

 いろんな活動を皆さん一生懸命されているんですけれども、そんな中で、今後この

地域活動協議会というのをどういうふうにしていきたい、いかれるのかなというとこ

ろをちょっとお聞かせいただきたいなと思って意見させていただきました。 

○山田議長 



 

 

 これは地域課長、小林課長、お願いします。 

○小林地域課長 

 小林でございます。岸本委員、どうもありがとうございます。 

 この間、地域活動協議会の場でも、今年度に入ってからもそろそろ１０年たつし、

今後どうしていくのかというようなお話もあったかと思います。そういったお話もい

ただいている中で、前回も会議でお話もさせていただいているんですけれども、大阪

市全体の中でそういう地域活動協議会の在り方というようなとこは、市民局が主導し

て各区でやっていっているというところもありまして、市民局にも、北区ではこうい

う、１０年たってそろそろどうしていくのかという話が出てきていますよということ

も投げかけさせていただいています。 

 その中で、具体的にＮＰＯ法人化というような話はまだ出してはおりませんのでし

たけれども、そろそろ本当に在り方どうするかということを考えていかないといけな

いのかなと私も思っていますし、今後、毎年アンケートをさせてもらうような中身も

一緒に考えていこうということでは動いていますので、そういった中で、北区だけで

はないかとは思うんですけれども、各区でもやっぱり１０年たって、そろそろ皆どう

なっていくんだろうかとか、このままでうまいこと進むんだろうかというそれぞれの

課題も出てくるかと思いますので、そういったところにまた意見を出していきたいと

も思っておりますので、また今後とも、地域活動協議会の場でも結構ですし、そうい

ったお話をどんどん投げかけていただいて広げていきたい、今後の検討を進めていき

たいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それではＤＸ推進など、岩本委員、お願いしたいと思います。 

○岩本委員 

 岩本でございます。 



 

 

 ＤＸということで、この目標を聞いたときに、これは大変なところにいっているな

という気がしまして、なぜかというと、弊社はどちらかというとＤＸに関して、アプ

リとかツールとか、そういったものを提供する立場なんですね。でも、実は社内の管

理部門の体制というのは、ＤＸとは程遠いことをやっています。 

 このＤＸというのはすごく大変で、ツールを導入したりとか、ハードウエアを変え

たりとか、ＡＩを導入してみたりとか、そういったところはどこでもやるんですが、

一番欠けるのが質問で書かせていただいていた意識改革ということで、これ、私のほ

うはＨＭＸと呼んでいるんですね。ヒューマン・マインド・トランスフォーメーショ

ンということで呼んでいるんですけれども、辞書を引いても出てきません。私が勝手

に言っている言葉なんです。 

 実はデジタル・トランス・フォーメーションとヒューマン・マインド・トランスフ

ォーメーションが一緒になってうまく動くと、今ある業務のしがらみみたいなものが

つながりに変化しますというのがＤＸの成功事例なんですよね。今まで見たのは１つ、

２つぐらいしかない、なかなか皆さんツールを入れたところで終わってしまうので、

いかに皆さんが悩んでいる大きな課題というのを推進していくかというのは、これか

らすごく大変だと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいというか、デジタル庁もで

きましたし、そのあたりは多分いろいろ方針は出てくると思いますが、よろしくお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

○山田議長 

 区長、お願いします。 

○前田区長 

 私も前職で１０万人おる会社におりましたので、会社のシステムを変えるというの

は、相当な覚悟を持っていてやるんだけれども、いつも失敗していますよね。 

 ただ、今大阪市が一番頭を抱えて、国の政策の中で取り組もうとしているのが、い



 

 

わゆる住民情報のところなんです。これはソフトを１本にするということをテーマに、

今、大阪市でも検討が進んでおるんですけれども、実は２４区で２４通り、仕事が若

干細かく違うんですよ。大阪市と堺市では絶対違うはずですよね。それを１本のソフ

トでどう賄えるかという、非常に理想と現実の中で今動いていまして、一旦ここを整

理していかないと、業務の標準というものが１万通りあってしまうと、やっぱり前へ

進まないわけであって、要は多分システムありきで、既製服に体をなじませていかな

いといけないという、この意識の改革が、今までオーダーメイド服を着てきたんです

よね、大阪市は。自分の身の丈に合った服を作ってきたんですよ。でもこれからは市

販で売っている服にちょっとダイエットして痩せないといけないとか、そういうこと

があって、これが乗り切る一番の肝になってくるということなので、ちょっとこれか

ら重たい荷物を背負いながら坂道を登っていくと、言葉はきれいですけれども、ここ

の登り方はかなりハードだなということを覚悟して、区長会一同頑張ってまいりたい

と思います。ありがとうございます。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

○岩本委員 

 よろしくお願いします。 

○山田議長 

 委員の皆さん、本当にありがとうございました。時間が足りなくて大変申し訳あり

ませんでした。 

 大変長らくお待たせいたしました。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。 

 それでは、くらもと先生、お願いします。 

○くらもと議員 

 くらもとでございます。皆様、２時間どうもお疲れさまでございました。 



 

 

 さて、今日の区長による３か年計画の達成状況、ちょっと聞かせていただいていて、

どの項目ももちろん重要なものばかりなんですけれども、とりわけ強いて言うと私の

関心が高いのが放置自転車の放置率、それから重大な児童虐待ゼロといったところで

ございます。 

 私自身、毎日いつも自転車に乗ってずっとうろうろしているんですけれども、本当

に放置自転車というのはすごい気になるところでありまして、この実績を見ていると

１７％ですか、放置率が。それが１２％にきちんと減らせたということで、本当によ

かったなと思います。 

 それから、この放置自転車に関しましては、いつも区長のお話を聞いていると、

度々三島委員のお名前が出てくるんですけれども、本当にいろいろと放置自転車の放

置率に関しまして御尽力いただきまして、この場を借りてお礼申し上げます。 

 それから、あと重大な児童虐待ゼロですね。大阪市、それから北区、共に重大な虐

待ゼロというのは重点施策に掲げているところだと認識しております。北区は幸い、

この３か年計画が始まった頃から虐待数はゼロということで続いていて、今日の区長

の報告の中でも特に取り上げられてもいなかったというか、そんな感じだったんです

けれども、引き続き取組をしっかりとやっていただいて、この児童虐待ゼロというの

をきちんと維持していただければなと思う次第であります。 

 私からのお話は以上です。皆様、どうもお疲れさまでございました。 

○山田議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、山本先生、お願いします。 

○山本議員 

 いつもありがとうございます。今日も大変参考になるお話をいただきました。今年

度、私は教育こども委員会の委員になりましたので、今日のお話をたくさん今後の質

疑に生かせるかなと思って感謝しております。 



 

 

 私からは１つ、地域の心配事と、それからあとお願い事があります。 

 １つは、この８月の末に淀川の花火大会が久しぶりに行われるということで、大淀

地域のオートロックじゃないマンションの皆さんが大変心配されておりまして、多く

の方が押し寄せてくる心配があると。それで、堤防が全部閉鎖されておりまして、こ

れまで左岸線の工事がある前はあそこから皆さんが眺めていたそうなんですが、それ

でもマンションに勝手に入ってきて、上で酒を飲んだり、ごみを散らかしたり、駐車

場で騒いだり、どこにもお願いするところがないということで、今、一生懸命何かな

いかと考えているところですが、区役所としても何かお知恵を貸していただけないか

なと思っております。 

 もう一点、マイナンバーカードの取得促進についてお話があったんですが、今、高

齢者で自宅から外出できない方が、マイナンバーカードを取っても何の意味があるん

やと、また取りに行くのも本人が行かなきゃいけなかったり、暗証番号があったり、

そのまま何もされていない方が随分いらっしゃいまして、お独り暮らしの方なんか特

に、ヘルパーさんに頼むにもなかなかそれも言えないような形の方もいます。北区だ

けの問題じゃないかもしれませんが、何か応援してちょっと手を差し伸べてあげると、

せっかく２万円分のポイントもついてお買物に生かせるのにという、大変もったいな

く思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山田議長 

 ありがとうございました。両先生には貴重なご発言、本当にありがとうございまし

た。 

 以上をもちまして、本日御出席の委員の皆さん、そして議員の先生方、本日は多く

の貴重なご意見ありがとうございました。 

 それでは最後に、小玉副議長よりよろしくお願いいたします。 

○小玉副議長 



 

 

 小玉でございます。 

 冒頭に、前回の第３８回区政会議、リモートにて出席とさせて頂きました。誠に恐

縮でございます。 

 さて、本日は皆様方におかれましては、コロナ禍並びに梅雨が本格的に入ってきた

状況の足元の悪い中、ご出席いただきまして本当にありがとうございます。 

 前田区長が３か年の計画の達成状況ということで、種々の事業が展開されていると

ころでございます。１点だけ、この場を借りましてお願いがございます。 

 達成状況の最後のところでございますが、学校体育施設開放事業の関係で、中学校

５校にエアコンが設置されたということでございます。本当にありがとうございます。 

 誠に申し訳ございませんが、小学校１１校がまだ残っておりますので、来年度から

の設置に向けて予算化を要望させて頂きますので、宜しくお願い申し上げます。 

 次に、先ほどより各委員さんから種々のご意見が出されたことにつきまして、本当

にありがとうございます。 

 特に、令和４年度につきましては２つの大きな事業があり、１つはオンデマンド交

通の社会実験が４月１日から１年間実施されていると聞いております。 

 ２つ目については、先ほど前田区長をはじめ、三島委員からのお話があり、ギネス

世界記録に挑戦「１０万人の感謝状」でございますが、１０月１６日の日曜日に３年

ぶりに区民カーニバルが開催されると聞いております。区民の方々が一番楽しみにし

ておられるカーニバル開催時に、ギネス認定書の授与式が行われることを期待してお

ります。 

 終わりに当たりまして、今朝のテレビによると今年の夏は猛暑のようでございます。

特に、熱中症とコロナ等の対応については、くれぐれもご注意願いますようお願い申

し上げまして挨拶とさせて頂きます。本日は本当に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。 



 

 

 御出席の皆様、円滑な議事進行にご協力、本当にありがとうございました。 

 本日、委員の皆様方から、そして先生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、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よ

ろしくお願いしておきたいと思います。 

 最後に前田区長から一言お願いします。 

○前田区長 

 ２時間お疲れさまでございました。いつものごとくいろんな観点でアドバイスを賜

りまして、ありがとうございます。 

 １点だけ思ったことは、多分、去年、おととしと、コロナの影響で区政会議もちょ

っと回数を少なくしているんです。そういうこともあって、福祉制度の部分の仕組み

とか、虐待ゼロに対するいろんな施策が動いたりしたりするものを、全部、過去には

あったのかもしれませんが、省略している部分があって、１回、区政会議のどこかの

バージョンは福祉の部分を濃くして、状況を、言える部分と言えない部分があるとは

思うんですけれども、そういう会を設けたほうがいいのかなと思って聞いてございま

した。 

 それと、区民カーニバルは１０月１６日日曜日に開催、その場のステージでギネス

が達成できておりましたら、東京からギネスの委員が来てギネスの認定書を交付する

と、くす玉が割れると、こういうイメージを持って取り組んでいただいて。実はギネ

スの認定書って２種類ありまして、区民カーニバルのときにくれるのは仮認定書なん

ですよ。私も以前もらったことあるので。枚数は入っていないんです。ギネス記録が

達成できました、はいと認定書を１枚くれる。その後に、ワールドレコードが何枚と

書いたものを後でくれます。それを各集会所、各小・中学校におきたいと思っており

ます。まずはイメージトレーニングから、くす玉が割れて授与されると、それを目指

した活動を皆さんよろしくお願い申し上げまして、本日は本当に２時間ありがとうご



 

 

ざいました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

○山田議長 

 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３９回北区区政会議を終了いたします。ありがとうございま

した。 
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