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平成２９年度淀川区区政会議 

第１回コミュニティ力向上部会 

 

日 時：平成２９年８月１日（火） 

   午後６時３０分～午後８時３６分 

場 所：淀川区役所５階 

    ５０４会議室 

 

○西政策企画課長 

 それでは定刻となりましたので、ただいまより淀川区区政会議コミュニティ力向上

部会を始めさせていただきます。 

 私は、本日の進行役を務めさせていただきます、淀川区役所政策企画課長の西と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。 

 それでは、まず、お手元の資料の御確認をお願いいたします。 

 まず、「次第」とあるもの、あと「配付資料一覧」とあるもの、「資料１ 部会名

簿」と「資料２ 座席表」、これが裏表になっているもの、「資料３ 新たな淀川区

将来ビジョンの策定について」「資料４ 淀川区将来ビジョン（素案たたき台）」と

あるものです。「資料５ 淀川区将来ビジョン総括（平成２５～２８年度）」先般の

区政会議全体会で使ったものです。「資料６ いただいたご意見について」、こちら

も前回の区政会議全体会で使わせていただいたものでございます。あと「よどマ

ガ！」の８月号と「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」の３８号。お手元のほう、不足はございま

せんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、私より本日の出席委員につきまして、ご紹介させていただきます。 

 議長の小澤委員でございます。副議長の西尾委員でございます。続きまして、田中

委員でございます。久本委員でございます。牧委員でございます。角本委員でござい
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ます。板谷委員でございます。 

 なお、本日、浅野委員におかれましては、御欠席とお伺いしております。  

 ただいま、区政会議コミュニティ力向上部会委員８名中７名の御出席をいただいて

おります。定数の２分の１以上の委員の出席をいただいておりますので、この会議が

有効に開催されていることを御報告申し上げます。 

 なお、区役所の職員につきましては、お手元の座席表をごらんいただきますようお

願いいたします。 

 それでは、次第に沿いまして、議題に移らせていただきます。 

 今回は、淀川区将来ビジョンの素案について、簡単に御説明させていただいた上で、

委員の皆様方に、自由に御意見をいただきたいと考えております。 

 この部会は、区政会議の議論を効率的かつ効果的なものにするために、それぞれ所

掌事項について意見交換を行う場として位置づけられているものでございます。この

コミュニティ力向上部会で取り扱うのは、コミュニティづくり、地域活動、にぎわい

づくりに関する事項となっております。 

 少人数の会議でございますので、よりテーマを深く掘り下げた意見交換をしていた

だくことも可能かと存じます。区役所への御意見・御質問だけでなく、この機会に他

の委員の方々にお伺いしたいようなことなどがございましたら、遠慮なく御発言いた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 また、本日の会議は、現行委員での最後の部会となります。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 会議の時間は２時間ほどを見込んでおり、午後８時１５分ごろをめどに、遅くとも

午後８時３０分までには終わってまいりたいと考えておりますので、御協力いただき

ますようお願いいたします。 

 ここからは小澤議長に進行をお願いいたします。 

○小澤議長 
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 こんばんは。コミュニティ力向上部会も本日で最後ということでございます。私も

この区政会議で、いろんなことを教えられて、それを、地域に生かせて、非常に意義

のある会議かなという印象を持っております。 

 きょうは最後ということで、我々の目的であるコミュニティづくりですか、そうい

う部分で今日、来年度に向けての方向づけ、についての提案があるかと思いますので、

区役所がどういう方向を向いていったらいいのか、また、我々地域とどう連携してい

ったらいいのか。そういう大きな枠で議論をしながら、次につなげていければと思い

ますので、その辺のところよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の案件を事務局のほうからよろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 改めまして、政策企画課長の西でございます。私より、今回お示ししております

「新たな淀川区将来ビジョンの策定」に関しまして、その概略のほうを説明いたしま

す。 

 さきの区政会議全体会で御案内いたしましたように、平成２４年に定めた現在の淀

川区将来ビジョンが今年度で最終年度を迎えておることから、平成３０年度から、向

こう５年間を見据えたスタート展開の方向性を示した将来ビジョンを新たに策定しよ

うとするものでございます。 

 本日の会議では、新しい将来ビジョン策定までのスケジュールや考え方などについ

て御説明いたします。 

 また、将来ビジョンのたたき台となるものを御用意しております。このたたき台を

起点といたしまして、さまざまな検討を積み重ねて、素案から案というふうにブラッ

シュアップし、今年度末にはビジョンとして正式にお示しする予定にしております。  

 後ほどその内容についても御説明いたしますが、本日、コミュニティ力向上部会の

委員の皆様には、経営課題の「つながるまちの実現」、その中身は「地域コミュニテ

ィの活性化」と、あと「多様な協働の推進」、あともう一つの経営課題であります、
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「区民のための区役所づくり」、中身といたしましては、「区民ニーズの的確な把

握」、「区民の立場に立った情報発信」、「窓口サービスの向上」、「効率的な区行

政運営」、これらについて御意見を頂戴したいと考えております。  

 この将来ビジョンは、区長が区内の基礎自治行政を総合的に推進していく上で、地

域として区がめざすべき将来像や、その実現に向けた施策展開の方向を取りまとめ、

区民の方々に明らかにしようとするものでございます。 

 委員の皆様方におかれましても、将来ビジョンはおおむね５年後の淀川区のあるべ

き姿を見せるためのものであるという御認識をいただきまして、御議論いただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の「資料３ 淀川区将来ビジョン策定について」をご覧いただき

ますようお願いいたします。 

 １ページ目の１番上の段落、８行に記載されている内容は、私が申し上げましたこ

ととほぼ重複いたしますので、説明のほうを割愛させていただきます。 

 その中段にあります、平成２９年度における新将来ビジョン策定スケジュール案に

つきましてでございますが、一番上のところにあります７月下旬から８月上旬にかけ

て、第１回区政会議の部会で素案についての意見聴取とありますが、まさに本日のこ

の会議がこれに当たるものでございます。 

 去る７月２６日には、安全・安心なまち部会を、また、８月７日には、教育・子育

て部会を開催する予定にしておりまして、それぞれ御意見をお聞きすることとなって

おります。 

 ９月には、それぞれの部会の意見を区政会議全体会で共有するとともに、委員意見

を踏まえまして、ビジョンの素案を確定させて、１０月には公表してまいりたいと考

えております。 

 １０月、１１月には、次期区政会議委員によります区政会議全体会、あるいは部会

で御討議いただいた後に、１１月ないし１２月にはパブリックコメントを実施し、そ
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のパブリックコメントの結果を踏まえて、再度、区政会議の部会、全体会で御意見を

お聞きした上で、最終的に将来ビジョンとして策定してまいる予定にしております。  

 めくっていただきまして２ページ目に、将来ビジョンと運営方針の関係について記

載しております。 

 先ほども触れましたけれども、将来ビジョンは、区長が区内の基礎自治行政を総合

的に推進していく上で、地域としての区がめざすべき将来像や、その実現に向けた施

策展開の方向性等を取りまとめ、区民の方々に明らかにしようとするものでございま

す。 

 一方、運営方針は、将来ビジョンで示された施策展開の方向性に沿って、年度ごと

の施策や事業の取り組みを明らかにする単年度ごとのアクションプランとなっており

ます。 

 将来ビジョンは中期的な区政運営の理念や大きな方向性を定めるもので、個別・具

体的な施策は、毎年行います運営方針の策定過程において議論することとなります。  

 後ほど、将来ビジョンのたたき台についても個別に説明いたしますが、今回は５年

後を見据えた概念的なものをお示ししております。個別・具体的な取り組みを盛り込

むものじゃないということを御認識いただきますようお願いいたします。  

 続きまして、３ページでございます。 

 新しい将来ビジョンの策定方針について記載しております。 

 これにつきましても、先日の区政会議の全体会で御説明しており、繰り返しになり

ますが、新たな将来ビジョンの策定に当たりましては、現在の将来ビジョンに掲げた

主要施策を引き継ぎつつ、淀川区の現状や、大阪市全体の施策などを踏まえて修正す

るようにしております。 

 策定方針につきましては、その下の枠の部分をご覧いただきたいのですけども、仮

称として「淀川区将来ビジョン２０２２ ―みんなの笑顔をつなげるまち―」という

ふうにしております。期間は、来年度から２０２２年度末までの５年間としておりま
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す。 

 「みんな」、「笑顔」、「つなげる」、これらをキーワードに２０２２年度末の将

来像を示すこととしており、主な施策は、現在の将来ビジョンと同様に、「安全・安

心」、「教育・子育て」、「地域コミュニティの活性化」、「区民サービス向上」を

テーマに掲げる予定としております。 

 このページの後段では、現在の将来ビジョンと新しい将来ビジョンの関連性につい

て、平成２９年度の運営方針と対比する形でお示ししております。  

 一番下の対比表を見ていただきたいんですが、向かって左側、平成２９年度運営方

針の部分でございますが、５つの経営課題と戦略で構成されております。向かって右

側の新しいビジョンでは、この２９年度の運営方針で掲げた経営課題のうち、「安

全・安心に暮らせるまち」、「子育て世帯が住み続けたいと思うまち」につきまして

は、戦略レベルでの変更はなくそのまま踏襲させていただいております。 

 ２９年度の３つ目、「住民が主体となって運営されるまち」、４つ目、「区民との

協働による快適で魅力あふれるまち」、この２つにつきましては、右側の新しいビジ

ョンでは、「つながるまちの実現」という名称の経営課題に集約させていただいてお

ります。 

 ２９年度運営方針の一番下にあります「区民のお役に立つ区役所」は、右側の新し

い将来ビジョンでは、「区民のための区役所づくり」という名称で、戦略により具体

化を図っております。 

 なお、２９年度運営方針、下から２つ目のとこにある、大きな段落にあるＬＧＢＴ

支援事業というのがあろうかと思います。これが新しい将来ビジョンでは、戦略の項

目からなくなっておりますが、今後、淀川区がＬＧＢＴ支援事業につきましては、独

自に取り組むものではなく、大阪市全体で展開する事業として位置づけられることに

なっておりますことから、この将来ビジョンの項目から外しております。このＬＧＢ

Ｔ支援事業につきましては、淀川区が先駆的に展開してきた事業でありまして、また



7 

全国的な注目を集めるなど、一定の成果を上げております。今後もあらゆる区民の多

様性を受け入れるまちをめざす一環として、このＬＧＢＴ支援事業というのは淀川区

では引き続き取り組んでいくこととしておりますが、将来ビジョンの項目からは外し

ているということでございます。よろしくお願いします。 

 この資料の説明は終わりまして、続きまして、「資料４ 淀川区将来ビジョン（素

案たたき台）」をご覧いただきたいと思います。 

 まず、１枚めくっていただきまして、次ページのとこに目次があろうかと思います。

私のほうからひとまず、この目次で言いますと２ページから７ページにかけて、この

総論に当たる部分につきまして説明させていただきますが、先ほど資料３の説明の中

で、新しい将来ビジョンの考え方を一通り御説明申し上げましたので、詳細な内容の

紹介は割愛させていただきたいと思います。 

 まず、２ページではございますけども、ここは区の概況といたしまして、さまざま

なデータに基づいて、現在の淀川区の状況を示しておるページになっております。  

 １ページくっていただきまして、３ページから４ページでは、現在の将来ビジョン

の方針及びこれまでの取り組み状況について記載しております。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、５ページでは、区の概況、あと特性を

踏まえたまちづくりの課題を示しております。 

 ここに４点ほど課題として掲げておりますけども、これも先ほど御説明申し上げま

した、新しい将来ビジョンに掲げる経営課題に対応しているものでございます。  

 ６ページでは、５年後になります２０２２年にめざす淀川区の将来像について示し

ておりますが、資料３の最終ページで説明した内容と重複いたしますが、テーマを

「みんなの笑顔をつなげるまち」としておりまして、「みんなが笑顔になれるための

取組」といたしまして、「防犯・防災対策」、「教育・子育て支援」、「地域福祉の

推進」、「笑顔をつなげるための取組」として、「地域コミュニティの活性化」、

「多様な協働の推進」、「住民主体の自治の実現」というものを掲げております。そ
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して、これらを実現していくために、「区民満足度を高めるための区役所づくり」に

取り組むこととしておりまして、このキーワードが「みんな・笑顔・つなげる」とい

うふうに掲げております。 

 続きまして、７ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ２０２２年度末までの施策展開の方向性について示しております。主な経営課題と

いたしまして、先ほどの説明と重複いたしますが、「安全・安心なまちづくり」、

「教育・子育て支援の充実」、「つながるまちの実現」、「区民のための区役所づく

り」、この４点を掲げております。それぞれの個別施策、具体的な取り組みは、各年

度の運営方針で詳細に説明していくこととなります。 

 私からの説明は非常に簡単、雑駁ではございますけれども、以上でございます。  

○小澤議長 

 ありがとうございます。今、御説明がありました、将来ビジョン策定について、何

かお気づきのところ、御意見等ありましたら、御発言、よろしくお願いいたします。 

 将来ビジョンは非常に抽象的で、いつも一つ一つはもっともなことなんです。多分、

そんなに区民要望はないと思うんですけども、ただ、問題はそこから具体的にしてい

くため、どういう手段をとって、具体的にどういう活動をしていくかということが、

一番、我々としても気になるところで、その辺はまだここでは見えてきてないんで、

先ほど「住民が主体となって運営されるまち」と、「区民との協働による快適で魅力

あふれるまち」、この２つを「つながるまちの実現」ということにされたポイントと

いうのは何なんでしょうかね。 

○西政策企画課長 

 それぞれ概念が非常によく似たものも含まれておりますので、一つ大きくまとめた

ほうがいいだろうなということで、一つにさせていただいたということです。 

○小澤議長 

 これからつながるという言葉の中味が解かりにくいんだけど、これからいろんな話
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をされていったら、具体的に見えてくるとは思うんですけれども、より具体的な形で

今後、進めていただいたほうがみんなもわかりやすいし、理解もしやすいと思います

ので、余り抽象的に走ると、非常にしんどい部分が出ますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○板谷委員 

 ちょっといいですか。６ページに来て、２０２２年の区の将来像ということがあっ

たんですけども、ここの中にあるのは、「みんなが笑顔になるための取り組み」の部

分と、「笑顔をつなげるための取り組み」の部分があって、その「笑顔をつなげるた

めの取り組み」の部分に「住民主体の自治の実現」というのがありますけども、これ

はその前段階からのずうっと展開してくる中で、こういう形で出てきたのかなという

話と、次の７ページの経営課題のところでも、この「住民主体の自治の実現」という

それについての課題は別に何か取り上げられたと思うんですが、どういう関係のとこ

ろですか。この「住民主体の自治の実現」とこの指標のビジョンの前後関係、方向性

とかの中で、この言葉だけが出てくるような感じになってるんですけど、どんなもん

なんですか、それは。 

○西政策企画課長 

 ４ページのところが、今の将来ビジョンのところで、３番の「住民が主体となって

運営されるまち」とあります。それと、あと「区民のお役に立つ区役所」のところで、

地域認定コミュニティを区政に反映して、区民が区政に参画する区民づくり、これま

さしくこの区政会議のことです。 

○板谷委員 

 区役所の話ですね。それと、この住民主体の自治と区政がつながっているんですか。 

○西政策企画課長 

 ここら辺のとこがつながっているので。 

○板谷委員 
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 これは区役所の満足度を高めるための区役所づくりということですか。 

○中園総務課長 

 そうですね、区役所の仕組みの中に、そういう区民の皆さん方の御意見等を取り入

れるというところ、これがいわゆる新たな考え方というような、新たに取り込んだと

いうことになっておるんですね。 

○板谷委員 

 そしたら、その「住民参加の実現」というのが、次の展開で何処に行くのですか。

経営課題のところには、別に何も出てこないね。それに対する住民参加の実現に対し

て、次のページの経営課題のところでも、このことについては出てこない。 

○西政策企画課長 

 ７ページのところに書いているかと思うんですけども、この左の下とこで「多様な

協働の推進」、あるいはその右のところの「区民のための区役所づくり」での「区民

ニーズの的確な把握と反映」、ここら辺のところにつながっていると思うんです。 

○板谷委員 

 「笑顔をつなげるための取組」のこの３つの話が、経営課題では「地域コミュニテ

ィの活性化」、「多様な協働の推進」、そこを見ているわけですか。 

○中園総務課長 

 そうですね、何と言いますか、こちらのキーワードをもとにした、この「笑顔をつ

なげるための取組」という、このコンセプトの中に、いわゆるこれから掘り下げてい

く経営課題ですね、それをどのように分けていったかというのが主になっているとこ

ろです。 

 ですから、ここで「住民主体の自治の実現」というのは、前回のところで行けば、

この３番の住民主体というところが一つテーマがあります。「区民のお役に立つ区役

所」の中に、文字どおり区政会議で区民の皆さんの御意見をいただくというところが

ございました。この２つをこれから掘り下げていくところに行けば、この「つながる
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まちの実現」と「区民のための区役所づくり」の中で、それぞれ経営課題として取り

上げてまいりたいというような取りつけになっておるところです。  

 大きな考え方はこの２つ、「みんなが笑顔になれる」と、「笑顔をつなげる」、こ

れが基本的なコンセプトでございます。それを細かくこれから経営課題に掘り下げて

いくのは、次のページの４つということになるところです。 

○小澤議長 

 先ほども言うように、非常に抽象的につくられたイメージですので、なかなか共有

が難しいけど、住民主体の自治というのは、例えば、地元、我々地域が自主的に運営

するということをイメージしているのか、逆に区役所が住民の主体性を大事にして、

そういう部分で区役所自体が活動していくのか、イメージとしてはどっちなんですか。  

○中園総務課長 

 これは両面かと思います。いわゆる昨年までの将来ビジョンで持ち続けてまいりま

した地活協を中心とします住民が主体となるまち、これはもう一つ、絶対テーマです

ね、これは。 

 それとともに、私どもがこれからの区の運営方針とか、そういうところを毎回こう

いう形で、区政会議という形で御意見を聞きながら、これも本当にこれまでの将来ビ

ジョンと全く変わらないところではございます。でも、これは強化しつつ、継続して

いくべきと判断しているところでございます。 

○小澤議長 

 ほか何か。どうぞ。 

○牧委員 

 このいろいろ資料全般にわたるかと思うんですけど、基本的には淀川区の住民の状

態というんでしょうか、５年先のビジョンを組まれるんだったら、これから先は高齢

者はどないなっていくんや、人口もちろんふえていくと思うんですけれども、子育て

の関係でしたら、子どもがどうなっていくんねやということがどうなんか。 
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 それと、メディアなんか通じて皆さんも御存じかと思うんですが、都心に住民が回

帰してきているということで、例えば、大阪市内の中心部なんかでしたら、学校が不

足するということで、えらい慌ててはるとこがあるということもちらっと聞いたこと

があるんですけれども、この淀川区については、２４区の中でのそういった、中心に

残っておるような問題とか、そんなものが何か淀川区でも、別の問題であっても、考

えられているのか。 

 それには住民がよその区とも比べて、どのように今後されていく、どう言うんです

か、高齢化がふえていく割合とか、よその区に比べて多くなるんか少なくなるんか、

また、いろいろと子どもについてもどうなっていくんかという、そのビジョンみたい

なものですね。それをきっちりつかんでおかんと、このここにある中身の課題が、た

だ単にこういうことをやったらええわ、ええわということだけでなしに、もっと、よ

り的確にこの課題が進めて行けるんかなというふうに思いますので、今、区役所で大

体つかんではったら、これから先の淀川区の住民の移り変わりというんですか、その

辺はどんなような状況として把握してはるのか聞かせてもらえたらと思うんですけど。  

○中園総務課長 

 的確につかんでいるかというと、そこはちょっと申しわけないところなんですけれ

ども、これまでの淀川区の将来ビジョンをつくる上において語ってまいったことを、

また改めて語らせていただくことにはなるんですが、少子・高齢化、これはもう進展

はとめられないです。もう十分認識しております。淀川区で、この冒頭のところでの

数字情報を若干触れさせていただいているところなんですけれども、マンションなん

かが建設されて人がふえていく、人口がふえていく、これはもう明らかでございます。

これからも悲しい話ではございますが、企業が出ていって、そこがマンションになっ

てということで、人がふえるであろうという想定はしております。  

 ただ、前回の将来ビジョンを作ったときと傾向的に変わってないのが、淀川で子ど

もさんを生んで、ちっちゃいころは何とか便利やから育てます。ただ、小学生とかに
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なってきて、活動的になったときには、ちょっと淀川では余りにも町中過ぎるよねっ

ていうことで出ていかれている。それがまだいまだに、先ほど申し上げましたとおり

に、子どもの転入が８０１人で、転出が１，１７７人、３７６人減っておると、これ

がまだ続いていると。ですから、そういう将来的な展望というところは変わりはない

のではないかなと思っておるところです。 

 ただ、一部の学校さんなんかで、マンションができたので、宮原でしたか、中学校

が５クラスになったとかいうような話は聞いております。だから、一部の学校さんの

ほうで、そういう変動はあるやとは思いますけれども、そこはちょっとこれからそれ

に対してどう対策するかは、ちょっと本当に、これはどちらかと言うと教育のほうの

場合になっちゃいますので、私どもではちょっと認識は、この場では言いがたいとこ

ろがあるんですけれども、そういうふうに前回の将来ビジョンから大きく変動はしな

い。ただ、そのままは継続は絶対していくだろう。そして、その差は大きくなってい

くだろうという認識は持ってございます。 

 以上でございます。 

○牧委員 

 もう１点だけ最後に言わせてください。 

 これから先、大阪市全体として、いろいろ多くの問題、ＩＲの問題とか、万博の問

題とか、多くのイベント、まだ実現するかどうかは別として、計画しているわけなん

ですけれども、それに伴いまして、新大阪駅を中心に、日本国中の方はもちろんです

けど、外国の方も利用して、たくさん、これからあそこの乗降客が増えるんじゃない

かなというように思います。 

 それに伴いまして、区内のいわゆるビジネスホテルなんかも含めまして、いろいろ

たくさんホテルがあるんですけれども、そこらが恐らく繁盛していくんじゃないかな

というふうに思います。 

 これは住んでいるものだけでなしに、やはりそういった、淀川区にちょっとでも身
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を置かれる方なんかに対するいろいろのことも行政として出てくるん違うかなという

ふうに思うんですが、その辺何か、頭には入れておられますか、おられませんか、将

来ビジョンとしても。 

○中園総務課長 

 まあ、外国の方がというところは、現状、目に見えて淀川区はふえておるところで

はございます。ただ、こう言っちゃなんですけども、では淀川区でその方々がどれだ

け立ちどまるかというと、やはり宿泊的程度で立ちどまることはあったとしても、こ

こに定着いうたらおかしいですかね、いっときの一定期間おって、観光の場になるか

というと、申しわけないですけども、淀川区にそれだけの魅力が今ないと思っており

ます。 

 ですので、これからもそういう外国の方が起点とするような、ビジネスホテルだと

かというのはどんどんできていって、そこにそういう人達が集まってくるとは認識し

ております。ただ、それ以上に文化ができるかというと、そこはちょっと違うのかな

と、そういう認識を持っております。 

○小澤議長 

 今お聞きしてたら、何かあったときの受け身の部分のまちというイメージが強いん

やけど、それよりも淀川区として具体的なまちづくりにおいて住民が共通認識を持た

ないと、具体的な部分、今ここに出ているのは思いやね。思いはみんな持っているけ

ど、やっぱり思いを共有というのは、イメージが非常に難しいんです。 

 だから、何か具体的な部分での共通のものを持てたら、例えば、新大阪周辺をどう

いうまちにするんやとか、十三駅周辺をどうするんやとかいうのも一つの大きなテー

マとして、具体的に、淀川区の将来がイメージできる、それをみんなが共有できれば、

住民もまとまっていけるんかなと思うけれども。 

 言っておられることは全て、大事なんですよ、こういう子育てとかいろんな思いは

みんな持っているんですけれども、やっぱり具体的な部分で示していかないと、なか
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なかまとめていくというのは難しいかなと思います。 

 この議論はこのぐらいにしまして、次のテーマに入っていきたいと思います。 

 それでは「つながるまちの実現」について、新井課長のほうからよろしくお願いし

ます。 

○新井市民協働課長 

 皆さんこんばんは。市民協働課長の新井です。お世話になります。ちょっと掛けて

説明させていただきます。 

 この資料の１３ページをごらんください。 

 ２０２２年度末までの施策展開の方向性として、（３）つながるまちの実現（地域

コミュニティの活性化）。 

 現状と課題、各地域ではさまざまな活動を行っていますが、地域活動に参画しやす

い環境にあると感じている区民の割合は低い状況にあり、参加のきっかけとなる地域

活動に関する情報発信のさらなる強化が求められております。 

 右の円グラフを見ますと、２８年度第２回淀川区民アンケートなんですが、お住ま

いの地域で、日ごろから、御近所同士で「声かけ」、「見守り」、「支え合い」が行

われていると感じている区民の割合が、「感じる」が１０．６％、「ある程度感じ

る」が３５．６％で、合計４６．２％となっております。 

 それから、転入・転出が多い淀川区では、新しい住民の地域への参画を促す取り組

みが必要です。御近所同士のつながりを感じる区民の割合が半数以下と低いため、誰

もが気軽に参加できる地域コミュニティの実現に向けて、地縁型団体（自治会、町内

会や子供会といった地域の団体）の支援に取り組んでいきます。 

 課題解決に向けた主な施策、１番、市民活動の理解促進と担い手確保に取り組みま

す。２番、地域の状況に応じたきめ細かな支援を行います。 

 ２０２２年度末における数値目標。対象、お住まいの地域で、日ごろから、御近所

同士で「声かけ」、「見守り」、「支え合い」が行われていると感じる区民の割合、
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２０１７年度１２月ごろ公表予定ですけど、秋に調査しまして、その数値目標から２

０２０年度末には中間目標として、今年度の実績より７％アップ、それから２０２２

年度末には、今年度の数値から１０％アップを目指しております。 

 続きまして、１４ページ、（３）つながるまちの実現（多様な協働）の推進。 

 現状と課題、地域活動にかかわる約６割の方が「中間支援組織から支援を受け、地

域活動や課題について話し合うことが活発になっている」と回答しており、活動に対

する意識は高まっています。 

 ちょっと右の円グラフを見ていただきますと、これも平成２８年度淀川区まちづく

りセンターに関するアンケートなんですが、中間支援組織から支援を受け、地域活動

や課題について話し合うことが活発になっていると思う区民の割合、「そう思う」が

２９．５％、「ややそう思う」が３０．８％で、合計６０．３％となっております。 

 地域が自律的、持続的な組織運営を行うためには、自主財源の確保が重要です。  

 地域が一体となった運営がされていると感じている区民の割合は低いですが、企業

やＮＰＯ等と連携した取り組みが展開されつつあります。マルチパートナーシップ

（多様な協働）の拡充や地域ボランティアの活動を支援できる仕組みづくりが必要で

す。 

 駅周辺の放置自転車台数は、協議会による取り組みにより大幅に減少しており、引

き続き地域特性に応じた放置自転車対策を地域住民とともに取り組みます。  

 課題解決に向けた主な施策。 

 ①地域や地域ボランティアの活動に役立つ情報提供により、住民の理解促進に努め

ます。 

 ②さまざまな活動団体の連携・協働に向けた、交流・コーディネートの場づくりを

行います。 

 ③ＣＢ／ＳＢ化、社会的ビジネス化、民間助成金活用の支援を行います。  

 ④地域特性に応じた放置自転車対策に取り組みます。 
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 ２０２２年度末における数値目標。対象、新たに地域活動協議会とＮＰＯ及び企業

等とが連携した取り組みを行った件数。数値目標としまして、２０１７年度は年度末

３月ごろに公表予定ですが、２０２０年度中間目標として今年度より１５件プラス、

２０２２年度末は今年度より２５件プラスを目標としております。  

 説明は以上です。 

○小澤議長 

 今、説明について、何か御意見ありましたら、よろしくお願いします。 

 はい、どうぞ。 

○角本委員 

 先ほどちょっと話戻るんですけども、６ページのつながるまちの住民主体の自治の

実現がどこにあるかという話がさっき出たんですけども、この資料３のところに、平

成２９年度のところの区民のお役に立つ区役所というのがある。そこの１行目が、区

における住民主体の自治の実現ということで、その新しい将来ビジョンの中に、この

文言は抜けているので、この最後、今、新井課長が説明していただいたところも全部

そうなんですけども、この上から全部、これ入りますよね、防犯から始まって区民の

ニーズ、全て入っているんですけども、この新しい将来ビジョンの中に、「住民主体

の自治の実現」というのは入っていないので、ここにこの項目を使うというのは、こ

れ要らないんじゃないですか、全体に対して。 

 ほかの「防犯対策」とか「地域のコミュニティの活性化」、「多様な協働の推進」

とか、今の「区民ニーズの的確な」という全てがここに入っていて、２９年度の方針

の中の「住民主体の自治の実現」というのは、これに一体化されて、この言葉という

のは新しい中には出てこないですよね。なので、この項目が逆に要らないんじゃない

かな。 

○板谷委員 

 逆に要らないですね。そういうことになるな、論理的にはね。 
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○角本委員 

 もしこの項目を入れるんでしたら、この資料３のところにも、ここにこれをもう１

行足さないと、説明が、先ほどなぜかなとおっしゃっていたので、これ最後まで見て

も、「区民のための区役所づくり」の中に、「住民主体の自治の実現」という項目は

説明が出てこないので、逆に要らないんじゃないかなと思いますけども。 

 この言葉自体が、２９年度の説明ですよね。それがこっちに変わっているので。 

○西政策企画課長 

資料の整理が不十分、あるいはちょっと概念も不十分やったかもしれないという

ことかもしれませんので、本日いただいたこのご意見、私、ちょっとこの辺の資料も、

これまた本当に、言いわけするわけじゃないですけど、たたき台でございますので、

こういった意見をいただきながら、修正するものは修正していきたいと思います。  

○田中委員 

 ちょっといいですか。今おっしゃった「住民主体の自治の実現」というのは、やは

り各地域で自分たちが今までこうやってまちづくりを担当するということをすること

によって、やっぱりつながりもできるし笑顔も広がるし、できる、私はそういう意味

に取ったんですけども、だから、これイコール「地域コミュニティの活性化」の中に

入れようと思えばもっと本当わかりますよね。 

 活性化するためには、「住民主体の自治の実現」が必要だと思うし、だから、笑顔

とかつながるということは、まず、自分たちの地域の中で、何かいろんなことを考え

て、市民の皆さん、住民の皆さんで一緒にすることによって、例えば、北中島ですけ

ど、お祭りいうのをさせていただいて、それで、もう本当に全然会費がなかった時分

に一緒にボランティアしてもらったおかげで、地域活動協議会というのがわかっても

らえたし、前も言ったんですけど、連合会長することによって、貼っているからこれ

何とかいう人が増えてきて、だから、当初に比べたらある意味、地域活動協議会が、

全部じゃないですよ、前よりは広がってきていると思うんです。だから、この「地域
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住民主体の自治の実現」は非常に大切なことだと私は思います。 

 だから、やっぱり自分たちが、まず地域住民がいろんなことを考えて、漠然的に区

がどうのこうのじゃなくて、自分らですることによって、それがつながっていて、区

のほうにも広がっていくんじゃないかなと私は思いますけど。 

○角本委員 

 これはその新しいほうのどこかに入る、具体化されて、この４つのうちのどこかに

入ると仮定されて外したのかというところです。 

○中園総務課長 

 資料３と４がまだまだ一致してないところがありますね。 

○西尾副議長 

 これは、これをつくるたたき台ですのでね、これ。 

○田中委員 

 これは意見なんで、次の段階で入れることは何なのかですね。必要なこと、すごく

大切なことやと思うんですよ。 

○中園総務課長 

 ただ、これから経営課題をおろしていくと、それは一つの事業、それぞれにぶら下

がる事業になってきますので、その事業は何の事業なのというところをまとめていく

ためには、やっぱり大きなコンセプトがあって、そこに課題があって、そして事業が

あって、そういうやっぱりツリー型になっていきますので、どうしても何かをつくっ

ていかないといけない。その御意見をよろしくお願いします。 

○久本委員 

 いいですか。今、言いはった６ページに書いていたものは、私はこれでええと思う

んです。５年サイクルでいっているんだからね。ただ、その５年という周期が長いの

か短いのかという話の中で、ここでどういう形でやりましょうかというのは、みんな

で考えると決めたんですから。だから、牧さんからもお話があった新大阪の対応とか
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いう形でいくと、多分、十三の地域で言うと、十三の駅前の問題が出てくるのが、こ

の５年サイクルの中で取っていくとか、もう手をつけていかなあかんとこかなと。そ

の辺が見えんと、あと一つ、区役所跡地の問題、また５年間たってそのまま行くんか。

あれが動いたら、この中身もどっど変わってしもて、十三だけの話をするとね。だか

ら、その辺も含めた形のものを成果品として図れるのかどうか。ここが一番気になる

ところです。 

 だから、言うたら十三の駅前に関しても、言うてた阪急電車、新大阪から梅田まで

の乗り込みの問題も出て、駅舎も将来的に変わらないかんという話が出ているでしょ

う。だから、それに合わせた、例えば駅前の商店街のどこかに、率直にかかってくる

話なんで、それをこうなりましたとぽんと出されて、写真でいけるかと出して、じゃ

あ、地域をそれに合わせるという話になると、ちょっと待ちいなと。今回、住民主体

のという話で行くんやったら、それは逆になっていると大ゲンカせなあかんのです。

その辺のスタンスはどうなるんですか。 

 あと、区役所さんも大方そういう情報はつかんでいるはずやと思うけど、駅前のほ

うの協議会も、自転車における協議会という形のも通っている。そこには、例えば阪

急さんも入ってるはずやから。今年度で４００万か３００万、去年度で６００万かな、

十三の駅前だけで２年間で１，０００万かのお金使うわけでしょう、この協議会で。

そのお金を無駄にしてほしくない。だから、この５年の最終年になって、この先どう

なるんか、ハード面も含めて。そこらははっきりさせた形で、次の１回目進んでほし

いと思います。それは地域の私の意見ですけどね。 

 それを細かく突っ込んでいくと、小澤さんがおっしゃったみたいに、物すごい奥へ

広がってしまうけど、その中身の、そうなったときの進め方として、つかんでいる情

報はある程度オープンにしたほうがええん違うかなと。 

○小澤議長 

 こういう思いを持って、まちをどうしていくかなんやけどね。今、たまたま十三の
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話が出たけど、十三から新大阪、なにわ新線の北側の工事が一応思いとして出ている

けど、まだまだハードルが非常に高い。大阪駅までは来るけど、大阪駅から新大阪ま

では、いろんな事がまことしやかに伝わっているけど、実現するにはまだまだハード

ルが高いと思います。 

 十三駅周辺の将来ビジョンを地元と区役所が共有できてない。具体的なビジョンが

全くない。だから、火事がいったとき、あそこは都市計画道路もあるんですよね、も

ともと。それも全部ないがしろにして、今の道路幅員を認めて、もともとの狭い道に

したりとか、結果、十三の開発って進まないんですよ。 

 火事はほんまに大変やけど、それを一つの将来に向けたきっかけにする必要がある。

大阪市が６０％以上土地を持っているわけだから、そこで具体的なビジョンを示して

やっていれば、今度の今出てきているなにわ新線の話も含め、これを機に十三駅を再

開発しましょうという機運みたいなものも出てくるように私は思うんです。 

 大阪市も十三駅の将来ビジョンを持たないと、持っていればもうちょっと違う展開

になったと思います。 

 また、新大阪駅にも玄関前に貨物線の土手があり、まちづくりの障害になっており

ます。 

 北側エリアは建物も建ち開発が進んでおります。今まさに、三国東土地区画整理に

より千数百世帯が移動しております。ただ広い道ができたで終わらないよう、具体的

なまちづくりの議論を進めていく必要があると思いますが、今日のテーマではござい

ませんので、これぐらいにしたいと思います。 

○板谷委員 

 小澤さんが言われたとおりなんやけど、僕だってこれ、淀川の将来ビジョンって書

いてあるけど、このビジョンなんて入れ物というか、そういうようなハード的なもの

は一切なしで、既に住んでいる人間だけの世界と何かビジョンという言葉を使ってや

っているんやけども、今言われたように、十三周辺をどうするかとか、本当、淀川区
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としての施設の利用の形、形態がこれでいいんだろうかとか、いっぱいあるんやけど、

そんなことは置いといて、そこに住んでいる人間だけの世界で取り扱ってやっていて、

何かそのビジョンというふうに捉えられているんですけど、そういう議論をしなさい

という話になっているんやけど、何かそういう都市計画的な話は、大阪市がやるんや

ということになっているのか、そこは知りませんけども、ずっとそういう形で来てい

るんで、僕らもそこは口出しせんと、黙ってやっているんやけど、どうなんですか、

これ。 

○中園総務課長 

 一言だけちょこっと言わせていただくと、区役所にそこら辺のところの権限はござ

いませんというのが正しい話です。 

○久本委員 

 権限はないけど、要望は入っているでしょう。 

○中園総務課長 

 いわゆるそこのまちづくりとかいうところで、区役所に何かあるとすれば、それは

住民の皆さんと協働したというここのまちづくりであって、都市計画的なまちづくり

というのは、今、区役所の中、その情報があるとかないとかは置いといて、その情報

をどう活用するかに至るまでの権限というものは、区役所には与えられていません。  

○久本委員 

 それはないよね。逆に地域にもないよな。 

○中園総務課長 

 ないかもしれませんね。 

○久本委員 

 ないよな。ただ言うてる、地域にもない、それはわかるよ。ただ、そう言っている

５年間の計画を立てる中で、間違いなしに動くものを見ればいいというのが結論。だ

から、それを含めた計画というと、物を建てていかないこと、それが実現するかしな
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いかと、まあ言うたらこの区政会議が始まった２４年から２９年の中でも実現できて

いるもの、できてないものあるんやから。そこは一緒ですやん。 

 だけど、目の前にある、じゃあ、この区役所の旧跡地に、開発を行える、例えば来

年再来年に決まりましたよというたときに、その建物だけの話になるのは、確かにそ

うです。その敷地の中でしか建物が建たないけども、けど、動線の一つと考えて、例

えば、十三の駅前の協議会も立ち上げてしもて、駅前が今度、駅がステーション化さ

れるよと、何年か先には、いうたら、またそれでつくり方も変わってくるわけでしょ

う。そこにかかわってくる地域の例えばショッピング街が変わると、全てにおいてつ

ながってくるわけでしょう、その計画が一つあれば。 

 そこにその地域が口出されへんところもあるんやろうし、もちろんお金持っている

のかという話になってくるやろから、ただそれはあるけども、ある程度地域の言うこ

とが入った形のもので進めれるものなのか、そうなると今度、何とかの話になってく

るんやろね。それも踏まえた５年間計画と言う形の物にしていかんと、途中で頓挫し

てしまうんと違うかな。 

○小澤議長 

 それぞれの権限がないとかいう話がよく出るんやけど、権限はないかもしれないけ

ども、動かすことはできます、権限のある人をね。だから、そこをどう連携していく

かなんですよ。 

 区役所だけでやれいうたらしんどいんよ。けど、地域と住民と一緒になって、大阪

市へ働きかけていけばできるんです。 

 だから、区役所がどこまでビジョンを持って、主体性を持って訴えていくかなんで

すよね。そういう意味で、やっぱり住民のいろんな意見を聞きながら、区民が共有で

きるような淀川区の将来ビジョンを、より具体的な形で持っていかないと。 

○田中委員 

 誰か率先する人がいないと無理ですよね。 
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○小澤議長 

 阪急も大阪駅から十三を通って新大阪、淡路を結ぶ計画をずっと言っておりました。

私もそれは絶対してほしいと思っておりましたし、十三再開発協議会が中心になり一

つにまとめていければ、必ずできると思っておりました。残念ながら地元をまとめる

人がいてなくて頓挫しました。地元をまとめる人が絶対いります。それを誰がやるか

ということですね。 

○田中委員 

 率先して動かさないと動かないです。 

○中園総務課長 

 今おっしゃったお話を受けて、これが中期ビジョンという形になっているんですけ

ども、それの上にやっぱり長期のまちづくりというビジョンをより深くせなあかんな

と。 

○久本委員 

 確かにそうやけど、ただ、それが見えへんでしょう。 

○中園総務課長 

 何を取り上げていいのかよくわからんという話ですね。 

○久本委員 

 大阪市全体で見たら、さっきもお話のあったＩＲの問題だとか、万博の話やとか、

淀川区としては、上の話で、つかみどころのないような話やから、それはいいとして

も、目の前に見えている淀川区の問題があるんやからね。 

○中園総務課長 

 正直なところ言いますと、万博なんて新大阪という起点を持ってますから、戦う材

料にはなると思うんですよ。ただ、いかんせん、あんなもん突然ぽこんと出てきた話

で、私らも万博？立候補するような話聞いてたよね、本当にしたんやみたいなとこが

ある。 



25 

○久本委員 

 取れるか取れないかわからへん。 

○中園総務課長 

 万博なんて、来年の１１月にＢＩＥという世界の組織があるんですけども、そちら

で決まるようになっているんですが、今年の２月、３月が勝負なんです、委員さんが

視察に来るというところで。現状でどれだけの盛り上がりがあるんでしょうねという

と、これがよっぽどねじ巻いていかないと盛り上がらない。今度の本当に、もう４月

に出すんであれば、その前に決まっていたんで、ゆっくりした話であるんですが、こ

れもこんなんが冗談みたいな話なんですけど、万博音頭でもつくって、全部に流して、

踊りつけて、みんな踊れたら、見る人が、おお、何やかんや、万博やるんか的な、そ

ういう地道なところからでもできたと思うんですけど。 

○久本委員 

 万博を必要としているかどうかですね。 

○中園総務課長 

 その万博でさえも、ちょっとどこまで僕らが本当に手を挙げてやったらええのかと

いうのが、本当、わからないんです。 

○久本委員 

 経済界からも何も入ってないやろし、思ってる以上に、多分どういう形になるかわ

からんから。 

○小澤議長 

 そういうことよりも、大阪発の企業ってたくさんありましたよね。そういう企業が

大阪から出て行かないような施策を行政はする必要があったと思います。我々とした

らタケダが向こうへ行く、信じられない。松下だって、工場があり多くの人が働いて

おり活気がありました。企業が出て行くのをいたし方がないと言うのは、私は論外や

と思います。というのは、京都の企業って出て行ってないんですよね。村田製作所、
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島津、それからワコール、本社を移してないと思います。 

 そこは何でそうなのかということをもっとやっぱり調べて、そういう部分を参考に

して、もう今からそれは遅いかもしれへんけど、やっぱり商業活性があって文化があ

るんですわ、恐らく。文化先ありきではないと私は思っているから、大阪には芸術的

な資産もいっぱい残っているけど、やっぱり商業活性が盛んであったからこそ残って

いると思う。 

 ちょっとテーマが大きく何か外れてしまったみたいで申しわけない。 

 今、新井課長から御説明していただいた部分ですね、何かそれに沿った部分で。  

○板谷委員 

 今の説明で、現状分析との関連ですけど、要は、２ページにある未就学児が３５４

人減、全体の位置からいうとこれはすごく大きかったということなんですけど、この

世代というのは、保育所に行けないとか、保育所に行くとか、そういう世代になって

くるんで、その人たちが、そういう施設がないとかいうことで淀川区から他地域へ流

れていくとか、そういうふうな分析になるんですか、解釈は。 

 だから、そういうことであれば、施策としては、そういうところの充実をという話

になってくるんですけど、流れないようにしていくには、出ていかないようにするに

はという話になってくるけど、それについてのデータと子育て支援のところの何かつ

ながりがあるんですか。 

○西政策企画課長 

 この未就学児、淀川区は子どもがよく生まれると言われるんです。ただ、それが学

校へ行くまでに出ていっちゃうと、それもよく言われている。その子どもたち、子ど

もを持つ親なんですけど、それが淀川区で子育てしやすいと思ってもらうまちをつく

らないかんというのは、それは前のビジョンからも掲げてきた話、それがこれで言う

と、きょうの個別テーマとは、違う次の教育・子育て部会の話になるんですが、例え

ば、１１ページか１２ページのここら辺のあたりですね。 
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○板谷委員 

 そこはどうなるんですか。 

○西政策企画課長 

 例えば、１２ページでいうところの病児保育の関係です。これ全国の自治体で先駆

的に淀川区が取り組んで、共済型モデル事業の大阪市の中でもトップを走るような形

でやっています。 

 こういったことを今まで先駆的に取り組んできましたので、今後もこれについては

引き続き、こういったことに取り組んでいって、子育てしやすいと、より思っていた

だくような、今まで取り組んできたのを、引き続き拡充していくというようなつくり

になっております。 

○板谷委員 

 すごく何か先端的なことを、ある意味先端的というようなことをやっているんでし

ょうけど、その基本的な、もっと出ていかない基本的なところの分はどうなっている

んですか。 

○西政策企画課長 

 保育園が足りるか足りないか、そっちの待機児童、淀川区は多いのは多いんだと思

います。それが、転出していく理由になっているんかというのは、そこまでアンケー

トを取るわけではないので、それは仮説でそういうのもあるのかもしれないですけど

も、ただ、先ほどちょっとまちづくりの話をいろいろいただいたんですけども、我々

区役所としてできることが中心となっておりますので。 

○板谷委員 

 言いたいことは、現状分析とどこでつながっているのかなということで申し上げた

わけです。 

○西政策企画課長 

 区役所としてできること、例えば、未就学児が転出していくような、それをいかに
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親御さんが子育てしやすいまちをつくれるんかというところで、１１ページ、１２ペ

ージあたり、今まで取り組んできたことを引き続きやっていくということの記載には

なっておるんですけども。 

○田中委員 

 未就学児が転出するに当たって、どうしてかという理由はわからないんですか。そ

れがわかれば一番で、何が原因がわかれば、無理ですか。 

○久本委員 

 私、聞いている話やったら、確かに東三国の辺に住んでいた人なんか、ほとんど吹

田とか豊中に引っ越しするんです。その引っ越しはる人が何人か吹田、豊中の友達の

とこへ行ってニュータウン何かに行ったらええから、こっちに引っ越すとは言うてん

ねんけど、私は逆に、子どもがこの未就学児が減るんですと、絶対的にそれが原因じ

ゃないとは思うんです。 

○田中委員 

 だから、その原因がわかるほうが。 

○久本委員 

 この未就学児を持つ親が住みにくいまちにもなってん違うかなと思う。 

 だから、この子らを持つような親の年代、例えば、３０代、４０代の子が地域の担

い手としておらんというのも、これ一番の原因で、だから、本当言うと、地域で育っ

た子が、このまちがええとなると、絶対そこにおるはずなんです。 

○小澤議長 

 それぞれが持つイメージが大きいと思います。 

 淀川区は今、森友学園でイメージが非常に悪いんやけど、それを逆に切り返してい

く必要がある。これで何もせえへんかったら、イメージの悪いままで終わってしまう。

ここで何をするかやね。そこを考えていかないと、何かあった時に攻めに転じないと、

状況は変わらない。 
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 それと、区役所の２階に保育園ができると聞いておりますが、内容はどんなんです

か。 

○中園総務課長 

 今、業者の応募で、６業者が手を挙げた。 

○小澤議長 

 まだ決まってないの。 

○中園総務課長 

 まだ決まってないです。ただ、できたとしても、いわゆる１６人までの小規模保育

施設と。 

○田中委員 

 マイナス面のことを、どうしてそれをプラスにしようかというのは、基本的な、一

番の基本のところをしっかりと見きわめないと、ただ漠然とこうやから少ないのどう

しようかというんじゃなくて。 

○小澤議長 

 マイナスをマイナスで終わったらいかんのであって。逆に言うたらチャンスなんで

す。だから、森友さんのこの問題があるやないですか。全国が淀川区の保育園を見て

るんですよ、逆に言うたら。そこで、淀川区の保育園はこんなんですよという、いい

部分を見せられたら、イメージ逆転しちゃうんですよね、みんな見ているから。  

 済みません、こういう話ししたら、私も止まりませんので、ちょっと元に戻したい

と思います。 

 先ほどから比較で５％増、１０％増とかいろいろ出ているんですけど、肝心の基準

となる２０１７年の基準が全くないから、ちょっとイメージしにくいんだけど、その

辺の実数が出ないにしても、何か想定の数字とか出せないんですか。 

○新井市民協働課長 

 例えば、１３ページですと、２８年度で４６．２％なので、今年度はそれよりアッ
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プ、過半数を超えて５５から６０ぐらいはイメージは持っているんです。そこから少

しずつアップというふうには思っております。 

 アンケート内容が２８年と２７年、同じ内容のアンケートを取ろうとしているので、

最低でも過半数以上はめざそうと思っております。 

○小澤議長 

 そこが未測定で、１２月ごろ公表予定というのはわかるんですが、ただ、現状での

想定としての数字でもあればわかりやすいなと思ったわけです。 

○新井市民協働課長 

 自分だけの想定ですけど、最低５５から６０は、今年度、前年度よりアップをめざ

しています。 

 これ区民アンケートなんで、本当に無作為抽出なので、日ごろからそういう御近所

のおつき合いない方も含めて、幅広く全般に取っているアンケートですので、なかな

か無作為ですと、過半数超えるのは難しいとは思うんですけれど、そこはもう少し数

値のアップはめざしたいと思っております。 

 そして、１４ページのほうは、ＮＰＯと企業の連携した取り組みを行った数値なん

ですけれども、この春時点では、最低１９件と思っていたんですけど、この前、ブロ

ック会議を６月に各地域やりまして、そしたら、結構意外な、皆さんあっちこっち、

最初ありません、ありませんっておっしゃってたんですけれど、かなりの数の連携数

が数値出てきております。 

 自分の春の直近では、１９件だったんです。ただ、ブロック会議で各地域選定して

いくと、もっとかなりの数、それぞれ意外と出てきたんです。 

 ３ブロックあるんですけど、１ブロックで１５件から２０件ぐらい出てきておりま

すので。 

 ある程度、その地域独自で何かお寺さんと連携してたり、あるいは幅広く専門学校

さんと連携してたら、その専門学校さんが、例えば西中島だけではなく、十三と連携
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したり、ほかの東三国さんと連携したりとか、専門学校さんも地域を越えてあちこち

連携したり、紹介してもらって、介護事業者さんが例えば認知症の方の講座をすると

言うたら、ほかの地域からも呼ばれたり、そういう情報共有していくと、その連携団

体さんもほかの地域にちょっと入っていけて、雰囲気もわかるということもありまし

たし。 

○小澤議長 

 言われるようなＮＰＯとか企業が身近にないし、出会う機会がない。 

○新井市民協働課長 

 なので、とりあえずブロック会議では、このようなＡ３のような形で、自分とこの

身近なブロック会議は、連携しているお知らせはしておりまして、また、地活協の全

体会では、この結果報告もさせていただきたいと思いますし、三津屋地域で、会長と

かが、きょうの情報交流関係を、いい事例共有として地域の方も参考にしていただき

たいというふうな挨拶もいただいていまして、だから、いい連携している地域があっ

たら、自分たちからもお声かけして、また連携が広がっていけばいいなと思っている

ところです。 

○小澤議長 

 それぞれ自分の地域の中しかわからへんからね。 

○新井市民協働課長 

 はい、そうなんですよ。 

○辻市民協働課長代理 

 ですから、昨年は、２８年度は１９件だったんですけれども、今、課長が申し上げ

ましたとおり、さらに実際には連携のほうが広がっているというものです。  

○久本委員 

 ここに書いてるＮＰＯというのは、別に淀川区在住のＮＰＯではないのね。 

○新井市民協働課長 
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 淀川区外もあったかと思います。 

○久本委員 

 淀川区の中でのＮＰＯ連絡協議会というのがあるけども、その団体なんかと区役所

との関係というのはいかがですか。 

○新井市民協働課長 

 ＮＰＯの連絡協議会は名前入ってますかね。区内の淀川区の連絡協議会はうちの係

長が、山崎のほうが参加しているんですけど、大阪市全体の協議会というと、ちょっ

と私はまだ参加事例を聞いていないので。 

○久本委員 

 そんな大阪市全体の会議というよりも、淀川区だけでできているのかどうか。ＮＰ

Ｏの団体が聞いたときには、淀川区の連絡協議会から１００ぐらいの加盟だと聞いて

いるんで、ただ、この１００ほどあるＮＰＯの団体さんがどういう活動をしているの

か、どんなことをしているのか、どういう内容の話をしているのか、どこに事業所を

置いてますということを把握してますかどうか。 

○新井市民協働課長 

 全部ではないんですけれど、そういう例えば認知症の高齢者を支援する福祉関係の

団体であるとか、三津屋ですと三津屋交流亭さんとかがいらっしゃったり、定期的に

情報交換会をしているとは聞いております。 

○久本委員 

 それは区役所等がやってはるのか。 

○新井市民協働課長 

 区役所が入って、例えば社会福祉協議会さんが主体でやっているところに、うちの

職員が入っていったりとか、やっていったり、向こうのほうからそういう冊子をつく

ったので、区役所にも配架してほしいというて冊子をもらったりとか、やはり自分た

ちの活動をもっと知ってほしいというようなこともおっしゃられるので、ちょっと取
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材に取り上げてもらったりとか、そのようなことはやっております。 

○西尾副議長 

 そういうのをチラシを例えば地域に配られると、だから、ない地域もあるじゃない

ですか、ＮＰＯが。そういうのを活用できるけど、今、何もなくて、ＮＰＯとやりな

さいとかって、よく地活協で言われるんですが、なかなか難しいですよね。うちは特

にないのでね。 

○久本委員 

 実際、このＮＰＯの話ですと、地活協なんかと２５年のときに、ＮＰＯの連絡協議

会の方が、地域の会合を見たいという話の中でうちに相談に来て、じゃあ、一回話聞

こうかというて、ＮＰＯの連絡協議会さんと、そこに私だけ行って話ししたことがあ

ったんです。そのときに、連絡協議会さんのことで懇談するようになって、いろんな

コーヒーの研究してる人とか、星がどうのとかいうて、地域に関係ないやんという人

がいてるのも確かやけどね。 

 ただ、そのＮＰＯの団体さんが何でその地域に入ってこられへんか。例えば、学校、

ほかの地域の学校を借りようと思っても貸してもらわれへん。会館も貸してもらわれ

へんと言うてる中で、うちはある程度、ＮＰＯの活動してる人も中に入ったらええや

ん、議決権もあげたらいいやんということで、ただこの人は条件をつけてというか、

まず一番に事業所の登録を、十三東に置いてくれてはるから、まず応じたんでという

中で、どういう活動をしはるのかはっきりしてたから、それやったらうちが支援して

あげると。 

 だから、ＮＰＯいうのは魔法の言葉で、わけがわからん団体ようけおるからね、何

でもかんでも来なさいではないんです。だから、それをはき違えて、２５年のときに

ＮＰＯの連絡協議会の会長さんやってはった人が、ちょっと先走ったことがあったら、

一回怒り倒して、それが今回でけえへんようになったんやけど、そのときに、俺らは

わかっているよと、ＮＰＯでいろんな形でやっているから、地域の問題事があったら、
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俺が行って話してくるよというから、そこに地域の名前が後ろについて、地域で問題

が起きたら、会長が言ったからやということが出てくるやないか。そないなったとき

に、おまえ出て話済むんかいと、そう言ってたんですね。 

 だから、ＮＰＯさんの意識の中でも、そういう意識を持たれて来られるんやったら、

うちは要らん。そうじゃなくて、純粋にその地域の中で、地域のためになることをや

りましょうと言うんだったら、受け入れはできるけど、だから、その辺を一番に言う

たら、どんだけの団体がおってどういうことができると。その名簿をつくってこいと

いうて、いまだに出てけえへん。そやから、もう出す気がないんやったら来るなよと。 

 だから、ここに書かれているＮＰＯとの連携、確かにわかるけど、このＮＰＯの見

きわめも必要なんや。 

○新井市民協働課長 

 そうですね、玉石混淆で１００幾つありますので。 

○久本委員 

 淀川フェスティバルの中でもＮＰＯさんでやってはるけど、そのＮＰＯさんらが全

てにおいてええか悪いかというのを各自で測る話であって。だから、その辺をＮＰＯ

さんはどう思われているか。話をしないといけないのなら、いつでもするよ。だから、

ＮＰＯの団体が来ても、するんやったらいつでも聞いたるやんと言うてるけど、その

会長出てけえへんようになっとるから。 

○小澤議長 

 それは話し合いの中で見きわめせないかん。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。 

○小澤議長 

 ただ、いずれにしても、その団体と地域が、少なくともある程度、目的を一にしな

いと、そこが利害に走られると困るんで、そこのところが非常に難しいと思われます。 
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○新井市民協働課長 

 この前、ブロック会議されたときに、久本会長がＮＰＯの方を紹介されて、ブロッ

ク会議のメンバーにも連れてきてくださって、その方とお話ししたんですけど、最初、

本当に時間がかかったと。何でこんなに地域内のがすごくハードルが高いのかという

のも、お話ししていてだんだんだんだんわかってきたというふうなこともおっしゃっ

て、それで、ちゃんと参画されていると、地活協の会議にも。だから、やっぱり参加

してよかったということはおっしゃっていたので、そういういい面もまた御紹介した

いなとは思っています。 

 ただ、本当に玉石混淆なので、もしも何か情報発信の仕方、ちょっと気をつけなけ

ればいけないなと。区役所が紹介しているから何でもいいということにもならないで

しょうから。 

○久本委員 

 そうなるでしょう。だから、同じことを地域が取り上げたってことになる。その意

識がＮＰＯさんにはないんでしょう。ＮＰＯの団体さんの中で、そういう意識を持っ

てない人が多いのは確かなんですね。 

○小澤議長 

 だから、ＮＰＯにこだわることなく、私の地域では、ヤクルトと連携して独居老人

の見守りしているでしょう。それは、吹田本社へ行って、やっぱり向こうは営業やか

らね、だけど、福祉というのも念頭に置いてやってほしいということを理解していた

だいて、だから、営業活動は一切しない。 

○新井市民協働課長 

 そうですね、少なくとも営利目的ではない。 

○小澤議長 

 企業も最近そういう意識が強いからね、伊藤忠でも財団を創って、地域福祉活動を

支援しておられます。私も最近、市民協働課から情報をいただいて申請したことがあ
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ります。市民活動を支援する団体とか制度は、地域も積極的に取りに行く姿勢と、区

役所・まちセンから情報を得、協働していかないと。 

 テーマが大きく、話はいろんな方向に行きがちなんですけど、まだ案件もあります

ので、次の案件に入りたいと思います。 

 区民のための区役所づくりについて、説明よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 改めまして、政策企画課長の西でございます。 

 １５ページをごらんください。 

 区民のための区役所づくり「区民ニーズの的確な把握と反映」という部分でござい

ます。 

 現状と課題といたしまして、区民による区政の評価の仕組みとして、まさに皆様方

が今、御参加いただいている区政会議を我々は運営しておるところでございますけど

も、この区政会議、部会の設定であるとか事前の説明会を開くなど、意見が出やすい

ような環境づくりにさまざまな工夫を凝らしておりますが、まだまだ区民の方々にこ

の区政会議というものが浸透していないというのが現状であります。また、それが課

題であるというふうに考えております。 

 区民ニーズや意見を把握するためには、先ほどからもちょっと話題出ておりました

が、１，５００人を無作為抽出した区民アンケートを実施しております。ただ、区民

の方々の意見が区役所に届いていると感じる区民の割合が非常に少ない状況にありま

す。これも課題であるかなと考えております。 

 区民個人の意見だけではなく、地域団体などの意見も的確に把握するために、意見

聴取の方法をさまざま検討していく必要があるのかなというふうに考えておるところ

でございます。 

 それら課題解決に向けた主な施策でございます。 

 ３つほど上げておりますが、区政会議とその位置づけを区民に広く認識していただ



37 

くために、活発な議事運営に努めるとともに、会議の内容や区政への反映状況を効果

的に周知してまいりたいと考えております。 

 また、２番目として、区民アンケートを計画的・効果的に実施しまして、区民の意

見・ニーズを的確に把握して、それぞれの施策のＰＤＣＡに活用していきたいと考え

ております。 

 ３つ目としまして、さまざまな層の区民の意見・ニーズを的確に把握するために意

見の聴取の仕方に何らかの工夫を凝らしていきたいと考えております。 

 そこの下の右側のところでございます。５年間の数値目標といたしまして、区政に

区民の意見が伝わり、反映させる体制ができていると感じている区民の割合、これを

２０２０年度末で２０１７年度の１０％分を、最終年度の２０２２年度末には、２０

２０年度比で２０％ほど多く達成することを掲げておるところでございます。  

 続きまして、１６ページ、区民の立場に立った情報発信についてでございます。  

 現状と課題といたしまして、区政情報を確実に区民の皆様に届けるために、広報誌

の「よどマガ！」の全戸・全事業所配布を実施するなど、広報事業の拡充を図ってま

いったところでございます。今後も引き続き、区民ニーズを把握しながら、きめ細か

な情報発信を行う必要があると考えておるところです。 

 また、情報発信ツールとして、いわゆるＳＮＳと言われるＦａｃｅｂｏｏｋやＴｗ

ｉｔｔｅｒを活用しております。現在それらのフォロワー数は、大阪市のほかの区に

比べましても非常に高水準を保っているという状況でございますので、今後もこのＳ

ＮＳを活用しながら、効果的な情報発信を行いながら、フォロワー数の拡大などにも

取り組んでいきたいと考えています。 

 さらには、「伝える広報」ではなく、「伝わる広報」への展開を図るために、人材

育成を図っていきたいと考えております。 

 課題解決の主な施策を３つ掲げております。 

 １つ目が広報誌の内容を区民ニーズに合わせるべく、随時見直しを行っていくこと。  
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 ２つ目が、ＳＮＳのフォロワー数の拡充に取り組んでいくこと。 

 ３つ目としまして、職員の広報マインドやスキルを向上させて、広報人材を育成し

ていく、情報発信力の底上げを図っていくこととしております。 

 ５年間の数値目標としまして、区政に関する必要な情報が届いていると感じている

区民の割合が、２０２０年度末で１７年度のプラス１０％、２０２０年度末で２０１

７年度と比べ２０％増を達成したいと考えておるところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○中園総務課長 

 総務課の中園でございます。座らせていただきます。 

 私のほうからは区民のための区役所づくりということで、窓口サービスの向上、こ

ちらについてを目標にしてございます。 

 現状と課題なんですけれども、やはり民間事業者などに職員研修をしていただいて、

やっぱり接遇力の向上というものが必要であるというのはよくわかったところです。

何かと申しますと、一昨年なんですけれども、窓口サービスについては、窓口ミシュ

ランと申しまして、２４区全部に星がつくという取組をしております。淀川区、残念

なことに、そのミシュランが始まってからずっと星１つの状況です。一昨年、本当に

危機でした。星１つって３．０がいろいろな課題の平均なんですけれども、３．０で

した。どれか一つが２．９になっていたら、もう星がないという状況がございました。  

 昨年、それではあかんということで、やはり事業者の力を借りようと、そういうよ

うな接遇のですね、接遇研修を行って、３．４まで戻すことができました。この３．

４と申しますのは、あと０．１、３．５になりますと、星２つがもらえます。そこま

で現状でございます。 

 それだけで行くと、私どもの職員の接遇力向上のみになってしまうんですけども、

接遇力の向上が図れますと、やはり余裕が出てまいります。余裕が出てまいると、窓

口で今、来られた方に対しては、窓口での業務しか提供できない。いや、その方にも
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っとこれが必要であれば、これを提供できるというところまで行きたいなというのが、

今回の窓口サービスの向上に含まれている内容でございます。ここの来庁者の立場に

立ったきめ細やかな窓口サービス、そちらがそこら辺のところでございます。 

 窓口ミシュランにつきましては、窓口サービスの平均的なレベルを上回る星２つ以

上になるというところで、目標と掲げておるところでございます。 

 数値目標といたしましては、この窓口ミシュラン、星をいただく仕組みなんですけ

れども、２０年度末で４．０、星２つの最高点ぐらいになるんですかね、あともうち

ょっとで星３つがもらえるところになります。２０２２年度になりますと、４．５を

めざして、そうなると星３つがもらえるというようなところを目標とさせていただい

ておるところです。 

 続きまして、「効率的な区行政運営」ということで、これは本当に内部にとどまる

施策ではございます。 

 現状行っておりますのが、区役所ダイエットということで、区職員一人一人が、自

分がやっている業務のどこかを軽減できるんじゃないかな。軽減することによって、

コスト、時間が短縮することができる。その短縮する効果というのは、お客様に対す

るサービスの待ち時間の縮小に何とかつなげれるんじゃないかということで、区役所

ダイエットという業務ダイエットの提案を職員からさせる。やはりやっている職員が

提案するのが一番強いということで、私ども察してきたところでございます。 

 そういうことをやった上で、現状を、この数値目標がそこの提案による改善指数と

なっております。今までは提案を出させるだけやったんですね。提案が何件というこ

とやったんですけど、その提案によってどれだけの経費が削減を図れたかというのを

見える化を去年から始めました。 

 去年は非常に荒い見える化やったんですけども、ことしはもう少し精度を上げて、

このダイエットの数字に上げたいと。そして、その数字の中を２０２０年、毎月５０

万ずつはふやしていきたいなと思っておりまして、２０１７年度のプラス１５０万、
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そして、２０２２年度は５年ですからプラス２５０万というようなことを目標にやっ

てまいりたいと。 

 それと、ここの主な施策の中に５Ｓという言葉が出てございます。これは整理、整

頓、清掃、それと清潔、習慣化と、５Ｓ活動、これはトヨタさんなんかが推奨した活

動らしいんですけれども、それを大阪市でも、まずは自分らの身の回りを清潔にする、

整理、整頓する、そうすることによって、間違った書類をほったりとか、間違った広

報をしたり、間違った送付をしたりというのを極力減らしていこう、そういうことか

らの改善という形で目標に掲げて、今、全職員で取り組んでおるところでございます。

そういったところを今後も継続してまいって、効率的な区行政運営に努めたいと考え

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○小澤議長 

 ありがとうございます。区役所の窓口業務において、どれだけ満足して帰れるかと

いう所で、皆様も淀川区役所へはしょっちゅう来られているんで、身をもって体験さ

れている部分で、御意見、ありましたらおっしゃっていただければありがたいと思い

ます。 

○西尾副議長 

 よろしいですか。この１８ページなんですけど、右側の下のプラス１５０万円と、

これは職員１人当たりとかじゃなくて。 

○中園総務課長 

 職員の提案したものを１件１件、いわゆる秒単位で改善しますと。職員の人件費で

また割り足して、１秒何ぼ掛けて、どれぐらい改善が出たかを見える化する。これま

ででしたらイメージだけでこんな改善しましただけだったんですけども、それをちょ

っと見える、金額に置きかえることでやっていこうと。そのトータルになっちゃうわ

けですね。 
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○西尾副議長 

 これはあれですね、正式な職員さんだけのあれですか。派遣さんも全部。  

○中園総務課長 

 派遣さんでもどなたでも、問わず。それをトータルで金額がされて、これぐらいず

つ上げていくと。 

○小澤議長 

 ほか何かございますか。 

 ところで、星３つの区ってどこなんですか。 

○中園総務課長 

 ないです。 

○小澤議長 

 ２つは。 

○中園総務課長 

 ２つは今半分、１２区やったかな。半分近くが星２つになっていると思います。 

○小澤議長 

 １２区が２つ。淀川区は真ん中より下やね。 

○中園総務課長 

 おっしゃるとおりです。反省しております。 

○久本委員 

 採点の基準ってわかるんですか。見て何点とか。 

○中園総務課長 

 一応、結果はもらいますし、全区の分も見られます。やっぱり淀川区、ことし３．

４やったのは、私の戦略が悪かったんです。淀川区はやはり電話とか、最初の挨拶が

どうしても。第一印象で勝負しますんで、挨拶が悪いと、あとどんだけ頑張っても、

やっぱり点が上がらないというとこがございました。 
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○久本委員 

 そういう指摘があるんやったら、それ変えてくれはったらいいわけですね。  

○中園総務課長 

 そうです。ですから、今回、そこも含めてちょっと改善したところで３．４まで来

ましたので。 

○西尾副議長 

 惜しかったんですよね。もう本当に惜しかったんですよね。教えてもらったときに

思ったんですけど、本当に惜しかったです。 

○中園総務課長 

 星２つをもらえてない区で、全ての評価で平均以上、まあ言うたら平均点じゃ３．

４平均やったんで、平均３．４までずうっともらっているのは淀川区だけだったんで

すよ。どれか一つがぽんとアップしとけば星２つやったんですけど、その前がどれか

１つがアウトやったら星ゼロになっていたことを考えたら、余り欲言ったらいかんな

と。 

○小澤議長 

 言いわけはともかくとして、頑張ってください。 

○中園総務課長 

 はい。ありがとうございます。 

○板谷委員 

 全職員になるわけ、あそこにいる１階のフロアの人という意味じゃなくて。 

○中園総務課長 

 全部の階の窓口応対する職員を、覆面調査員がチェックすると、点数つけると。  

○板谷委員 

 窓口のカウンターにいてはる人いうことですね。 

○中園総務課長 
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 そうですね。 

○板谷委員 

 後ろにいてはる人は別で。 

○中園総務課長 

 だから、全体的な雰囲気とかそんなんは見られますんで。余り後ろでこんなんして

いるとか人がおったら。 

○小澤議長 

 それより職員よりもお客さんのほうが悪いのも、ちょくちょく見るよ。逆に職員が

困っているような。もっと毅然としたらいいのになと思います。 

○西尾副議長 

 それの対応一つにしても、向こうが怒ったら、もう点数下がりますか。そういうの

も反映しますよね。 

○中園総務課長 

 いやいや、それは大丈夫やと思います。ただ、やはりそこら辺のところはクレーム

対応ということで、私どももやっぱりそういうクレームに対する接遇力はやっぱり上

げていかなあかんなと。できることをするのと、昔やったら、まあねとできたことが

あるかもしれないですけど、今はもうはっきりしてますんで、そこは余り長引いて、

本当にクレーマー的な発言が出るようであれば、切れと、そこはもう立ち去ってええ

から。それで何かがあれば、警察呼びましょうというような毅然としたところは一応

方針としては出しているんですけど、なかなかできないんですけどね、実際、そこま

では。 

○板谷委員 

 １６ページに「伝える広報」ではなく「伝わる広報」なんですけど、伝える広報や

ったなという反省があるわけですか。伝わってなかったなという反省があったわけで

すか。 
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○西政策企画課長 

 例えば、昨年の実施した区民アンケートで、うちがつくっている広報なんかを見て、

例えばどこか具体的に、どこかイベントで参加したとか、教室に参加したとか、講演

を聞きにいったとか、そういった割合が２割ぐらいの方にとどまっていたんで、まだ

ちょっと我々必要な情報を十分伝えきれてない部分はあったのは、アンケート調査の

中から見える部分であるんですけども、そこら辺はおのずと我々のこの広報を見て、

実際にちょっと行動を起こしていただきたいな、そういう広報にしていきたいなとは

思っております。 

○西尾副議長 

 このアンケートというのは、ＳＮＳとか、そういう人のだけじゃないんですね。そ

ういうことをやってない方にもアンケートはやってもらったんですか。 

○西政策企画課長 

 無作為で１，５００人の方にも送ってますので、その中からサンプルとして６００

ほど返ってきてますかね。ただ、その２割ぐらいの方が、広報紙とかホームページと

か見て、具体的な行動を起こしたというお答えだったので、残りの８割近い方は、特

段、広報を見て何かされたということもされなかったというようなお答えをいただい

ているんです。 

○板谷委員 

 要は、これ広報の仕方をもっと伝わるように、心に伝わるように工夫するという意

味で書いてあるのですか。 

○西政策企画課長 

 そういうことです。ちょっと抽象的かもしれへんですけど。 

○板谷委員 

 効果が上がるようにすると。 

○西政策企画課長 
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 そういうことですね。 

○小澤議長 

 なかなかこの区別が非常につきにくいんやけど、多分、読もうとしない、見ようと

しない人にも見えるようにという意味かもわかりませんけど。 

 ３月頃かな、固定資産税の縦覧をしてると思うけど、今でも２ビルに行かなあかん

の。 

○中園総務課長 

 うちではやってないです。もう今は、税の関係は税証明の発行しかやっていません

ので。 

○小澤議長 

 地主さんは、年寄りが多く区役所までは来られても、２ビルまではと言う人が多い。

縦覧だけでも区役所でできないのか。 

○中園総務課長 

 一度税事務所のほうに聞いてみます。 

○小澤議長 

 ほか何かございますか。 

 きょうの案件は以上ですが、非常に具体的な部分に欠けているというのか、そうい

う意味では、大事なことなんですけど、なかなか難しい。一応、いろんな部分でお話

ししていただいて、その思いというのは、区役所の思いというふうに取っていただい

たと思いますので、それを踏まえて頑張っていただきたいなと思います。  

 我々は、きょうが最後で、何人かは多分退任になるかと、私も退任ということにな

りますけど、最後に、まだ若干時間がありますので、最後に一言ずつ、きょうの全体

を含めて、何か御意見、お考えをお話ししていただけるとありがたいと思いますので、

済みませんが、そしたら、牧さんのほうからよろしくお願いします。 

○牧委員 
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 きょうの分に限ってですか。 

○小澤議長 

 いや、それはもう自由です。区政会議そのものでも構わないし。  

○牧委員 

 私はまだ次のときも何か、何も地域で聞いておりませんけれども、確かにこの会議

は、地域を代表して集まっておられる方ばっかりですので、地元に相当精通しておら

れる方が集まっての会議になっていると思います。ですから、一つ区役所のほうには

お願いしておきたいんですが、区役所で全部もう原案できてもてから、こうばあっと

やってくるんじゃなしに、私たちが言うたことが組み入れられるような、それがもっ

と比率的に組み入れられるような会議の方法にしていただけたらなと思います。  

 ただ、今見てましたら、例えばもう予算も、これももちろんいいですよ、提案して

もらうのに、何かもとになる資料がなかったらだめですから、それはいいんですけれ

ども、あてがいぶちで何かこう私たちがそれを追認してお返しして、それがまた市役

所のほうへ出ていきよるというような感じが若干するところがありますので、もっと

前に私らの意見が反映できるような会議の形にしていただいたらということが、私、

この１期やってきて感じたことなんです。 

○小澤議長 

 本当に大事なことなので。 

○牧委員 

 そのために地域の代表して来てるんですから。 

○小澤議長 

 こういう案ができても、やっぱり座っている我々が、自分もかかわった案やという

意識が持てたらいいんですよね、一番。だから、そこを意識して、つくっていくべき

だと思うんです。大事なことなんで、よろしくお願いします。 

 そしたら、久本さん。 
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○久本委員 

 私も牧さんがおっしゃったのと同じ意見です。やっぱり一番最初に言わせてもろた、

まだ発表会じみた話になっていたなというのがあるんで、前回の全体の会議より大分

ましになってきたなと気はしましたけれども。ただ、やっぱり案件として考えること

が多いから、限られた時間の中でやるとなると、どうしてもこんな風になるんかなと

は思います。 

 こういう部会でのあった話、それがちゃんと反映できて、みんなの意見でいただけ

たら一番で、きょうもお話ししていたように、ある程度の情報を共有して前に進んで

いかなあかんということになるでしょうけど。その辺が大事なんやろうと思う。 

 来期いうか、うち十三はまだ未定で、どうなるかわかりません。今回みたいに私が

来るか、違う人が来た時はまたお願いします。 

○小澤議長 

 未定という、確か４日までと違うか。余計な話か。 

○久本委員 

 余計な話なんですけど、１個だけ、ちょっとほかの部会の話なんですけど、以前、

ある小学校で工事が実施されている時に、子どもが誰か大人に声をかけられて、Ｔシ

ャツに何かされたと聞いたんですけど。工事を発注した業者に対して、外部からの侵

入者対策なんかの安全確認の体制をどんなふうに指示しているのか確認してほしいん

です。 

○小澤議長 

 そしたら、田中さん、お願いします。 

○田中委員 

 私は、もう本当に初めから区政会議に出させていただいて、小澤議長と一緒で、私

きょうで本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 私は何と言っても主婦観が強くて、主婦的な感覚の意見が多かったように思うんで
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すけど、やっぱり区政会議をやっていただいて、いろんな資料を見させていただいて、

区役所の職務とか役割、それと職員の皆様方の本当に、お世辞じゃないけど、御苦労

というのは、本当に肌で感じて、いい勉強をさせていただいたと思っています。  

 それと、各地域からの皆さんの意見を聞かせていただいて、すごくよかったと思い

ますし、地活でいろいろ教わったから、エコ回収にしろ、宿題広場にしろ、ここで教

わったことを実現できてよかったなと思っております。皆さんありがとうございまし

た。 

○小澤議長 

 西尾さん。 

○西尾副議長 

 私はいつも区政会議に来て、もどかしいなと、自分の意見とかが余り反映してない

というか、質問とかも余りできないなって、いつもそればっかり考えていましたね。

何か質問をしても、そういうのを話し合うとこじゃないんだなというのをわかってい

るんだけど、何かもどかしいなというのをずうっと、条例になる前のときもやってま

したけど、今またそういうような感じで、常に区政会議って、行政さんのことを聞い

て、私たちはそれをはあって聞いているだけなのかなという、本当に自分たちがせっ

かく地域から来ているのに、地域からのことをお話ができないし、もっと詳しくいろ

んなことが聞きたいと思ってもそれができない、もう本当に区政会議ってもどかしい

なって、いつも常々考えています。これからもまだやっていきますけど、これから少

しずつ、またそういう意見を聞いていただきたいと思っています。ありがとうござい

ます。 

○小澤議長 

 そしたら、板谷さん、お願いします。 

○板谷委員 

 私、１年させてもらって、次回もまた継続というふうに聞いていますので、またよ
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ろしくお願いします。 

 区政会議についてわかってきたのは、要はテリトリーというか所掌範囲が決まって

いる中で、区役所ができる範囲の中での対応でのことを、ビジョンなり何なりつくっ

ていくというところですので、非常に何というか、歯がゆい部分も多々あるわけです

けど、その中で作ってもらった資料に対して、できるだけその資料に対して真面目に

発言していくというスタンスでやってきたつもりです。変なことも言ってたと思いま

すが、お許しいただきたいと思います。引き続きまた、よろしくお願いします。  

 そういう中で、やっぱり区役所のできる領域と大阪市の領域というのは、我々住ん

でいる立場からすると、その両域の部分のところを言うと、いや、これは市の施策の

分でございますのでという話があるわけですね。そんな話をここでしてもしゃあない

話になってしまうと、そこはすごい歯がゆい部分があって、それはほぼ個別に、それ

なりに奮闘していくしか解決できないという部分があるんですけども、そういう部分

もここでしゃべらせてもらって、共通の認識を持ってもらって、共有してもらって、

気持ちも伝えてもらってというか、何かそんなこともできたらいいのかなというふう

に思っています。 

 直近の東三国で私が感じている部分は、公園の清掃、雑草ですね、除草をどうする

かという話なんですけども、これは市の所掌でありまして、その辺を市は予算がない

ので、年１回しかできないという中でどうやっていくかというようなことが課題とし

てあります。 

 以上でございます。 

○小澤議長 

 ありがとうございました。角本さん、どうぞ。 

○角本委員 

 私もきょうで最後なんですね。第１回目にさせていただいて、２期目はほかの方が

されて、３回目で交代させていただいたので、ちょっと次に新しい人にかわってもら
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おうと思っています。 

 私は区政会議、１回目のときに、すごい重いというか、すごい大きな役職といいま

すか、ポジションもわからなくて、すごい重い区政会議という硬いイメージで最初受

けさせてもらったんですけど、部会が分かれて、今日もそうですけど、コミュニティ

力向上部会ということで、部会に分かれてからは、いろんな発言、本会議のときって、

なかなか、本当に大きな問題で自分の地域がどうとか、そういう場でもないですし、

かなり難しいイメージがいろいろあったんですけど、この部会になってからは、いろ

んな意見が、田中さんとも言ってたんですけど、いろんな意見が言えるというのが部

会だったなということで、今回、３回目にさせていただいた最後が、一番、自分にと

ってよかったかなと思っています。 

 本当にありがとうございました。 

○小澤議長 

 最後に、苦言を言うとしたら、区役所がビジョンつくって説明すると。区役所が、

どない苦労しても与えられたビジョンなんですよ。自分たちでつくったビジョンじゃ

ないんですね、意識の上で。先ほど牧さんが言われたように、それをどうしていくか

と、私もそれで苦労したときがあります。だから、私はビジョンは先に出さないで、

議論を先にしてもらって、その上でビジョンを出すと。そしたら、聞いてはる人は、

ああ、自分の意見はここにあるなとか、そういう物の見方をするんで、自分たちが仕

上げたという気持ちが芽生え共有できると思います。委員の意識を考え、もっとどこ

かで工夫して進めていただきたいなと思います。 

 私、区政会議にかかわって、いろんな意見を聞いて、いろいろ意見も言わせてもら

いましたけど、本当に自分にとって勉強にもなって、地域でもそれを生かすことがで

きました。それと、何よりもやっぱり皆さんとの出会いですね。出会いがあって、そ

こではまた個々に会っていろんな情報を聞いて、また一緒に活動することも多々あり

ました。そういうことは自分にとって成長につながったなと思っています。  
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 これで卒業ということは非常に寂しいですけど、今お聞きしたら田中さんと角本さ

んと私と３人が退任と言うことですが、今後とも頑張っていい方向に淀川区役所を導

いていただきたいなと思います。 

 本日はどうも、本当に長時間ありがとうございました。 

○西政策企画課長 

 どうも小澤議長、ありがとうございました。委員の皆様方も長時間にわたりまして

御審議を賜りましてありがとうございました。 

 本日のこの御討議をいただきました内容につきましては、第２回の区政会議全体会

において議長より御報告いただきたいと思いますので、小澤議長さん、またよろしく

お願いいたします。 

 第２回の区政会議は、９月２２日（金曜日）の午後６時３０分開会予定をしており

ます。 

 それでは、本日は時間も参っております。このあたりで、淀川区区政会議 コミュ

ニティ力向上部会を終了いたしたいと思います。 

 本日は長時間にわたりましてありがとうございました。どうぞお忘れ物のないよう

にお気をつけてお帰りいただきますようお願いします。 

―了― 


