
 

 

令和３年度第１回西淀川区区政会議 

 

１ 開催日時：令和３年７月27日（火）午後６時29分～午後８時24分 

２ 開催場所：西淀川区役所５階 会議室 

３ 出席者の氏名： 

（委員：敬称略、50音順） 

伊藤、井上、伊原、植木、上原、岡崎、岡本、小西、眞田、柴崎、砂川、竹本、

中田、西川、原、日高、福田、堀越、三宅、山本、鎗山 

（事務局：西淀川区役所） 

中島区長、山本副区長、中谷総務課長、西尾総合企画担当課長、上村地域支援課

長、木村安全まちづくり担当課長、中嶋窓口サービス課長、貴志保健福祉課長、

横内こども福祉担当課長、吉田保健主幹 

（府議会・市会議員） 

中川府議会議員、荒木市会議員、佐々木市会議員、山田市会議員 

４ 議題 

 （１）令和２年度西淀川区運営方針の振り返りについて 

 （２）事前質問についての質疑応答 

 （３）「大野川緑陰道路の活用」について【グループ討議】 

５ 議事内容 

【全体会議・前半】 

○小西議長 

 こんばんは。ただ今から、令和３年度第１回区政会議を開催いたします。 

 本日の議長を仰せつかりました、議長の小西です。また、福田副議長と一緒に議事

を進めていきますので、どうぞよろしくお願いします。座らせていただきます。事務

局である区役所から、本日の議事進行について説明をお願いします。 



 

 

○西尾課長 

 皆さん、こんばんは。それでは、私のほうから議事について説明させていただきま

す。 

 まず、本日の議題でございますが、本日の会議は現時点で19名の参加であり、定員

26名の過半数を超えていますから、会議が成立していることをご報告させていただき

ます。 

 次に、議事進行についてですが、議題は、１令和２年度西淀川区運営方針の振り返

りについて、そして、２事前質問についての質疑応答、そして、３「大野川緑陰道路

の活用」について【グループ討議】の３つを予定しております。 

 それでは開会に当たりまして、区長の中島のほうから皆さまにごあいさつさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○中島区長 

 どうも皆さまこんばんは。 

 平素は、市政および区政にご協力、ご支援を賜りまして、誠にありがとうございま

す。また、本日は夜という形でお忙しい中お越しいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

 本日の区政会議でございますが、大きいこととしては２項目でございます。  

 １つが昨年度の振り返りということで、これは詳しくは後ほど担当のほうから説明

させていただきます。私、昨年区長に就任しまして、１年あまり経ちましたけれども、

できるだけ区政をやるに当たっては区民目線ということ、これを心掛けているところ

でございます。かなりできてきた部分もありますけれども、まだまだ課題もあるかな

というところはございます。私、課題として２つほど大きなところを思ってございま

す。最近はやはり時代の変化というのが非常に早くなっておりますので、この時代へ

の対応というところ、これに区役所業務がどれだけついていけているかというところ、

ここについてはまだまだ工夫しないといけないところがあるかなと。やはり、ややも



 

 

すると前例踏襲主義とか、目の前の仕事をやってしまうということに流されがちにな

っているとかいうところがございますので、この辺をもっともっとメスを入れていか

ないといけないところかなと思うところでございます。 

 それからもう一つ、この間、昨年度会議でもありましたけれども、情報提供の仕方。

単に伝えるということではなくて、伝わるということ、この辺を意識しないといけな

いのかなと。伝えていても、伝わっていなかったら結局意味がございませんので、伝

わるということ、この辺をもっともっと意識した区役所の情報提供ということ、この

２点を考えていきたいなというように思ってございます。 

 それから、もう一つの課題でございますけれども、大野川緑陰道路の活用というこ

とで、これは昨年度、皆さま方から、西淀川区の最大の財産は緑陰道路だというよう

にお伺いしましたので、ぜひこの議題についてご議論いただきたいなと。今現在もコ

ロナ禍ということで、このような議題もどうかというように思われることもあるかも

分かりませんが、もう一方で、このようなコロナ禍だからこそ、生活の潤いというこ

とも必要だろうという意見も多々頂いておりますので、ぜひこのことについてご議論

いただきまして、皆さまのご意見を聞かせていただくことを楽しみにしたいと思って

ございますので、ぜひ本日はよろしくお願いいたします。 

○小西議長 

 区長、どうもありがとうございました。 

 それでは、令和２年度の運営方針の振り返りについて、区役所のほうから説明をお

願いいたします。 

○西尾課長 

 それでは、私のほうから議題についてご説明させていただきます。 

 まず、資料２でございます。このＡ３の横の部分です。「令和２年度  運営方針 

成果から見た自己評価」ということで、評価としましては、新型コロナウイルス感染

症の影響で予定どおりできなかった取り組みが多いこともありまして、手法を変更し



 

 

て実施したものもあります。コロナ禍の中で社会変化や区民のニーズの変化に対応し

ていく必要があるため、状況の変化に迅速に対応できるように職場力の向上を図ると

ともに、取り組むべき事業については創意工夫をして進めるということでさせていた

だきたいと思います。そして、下の表ですけれども「具体的取組」があると思います。

そして右側のほうに「目標達成状況」「原因」とあると思うのですけれども「目標達

成状況」今回21項目中、11項目について達成ができなかったことがあります。これに

つきましては「原因」ということでＡとＢに大きく分けておりますが、その細かい資

料が、次の資料３でございます。 

 「目標達成しなかった取組について」ということで、原因Ａにつきましてはコロナ

ウイルス感染症によるイベント中止ということが大きかったと思います。令和３年の

対応策としましては、イベントの工夫や手法の変更を検討してまいりたいと思います。

例えば、その下の表にある「災害への備えの強化」がありますけれども、今までは防

災訓練の開催やイベントの開催ということになっておりましたけれども、それだけじ

ゃなくて、広報啓発手法の工夫ということで、ホームページや広報紙、ＳＮＳを活用

するとともに、企業や学校を含めた幅広い連携をして、避難行動や避難場所の周知に

努めさせていただきたいと思います。やはり、つながりの強い西淀川区でございます

ので、いろいろな関係機関と連携を図りながら取り組んでまいりたいと思います。そ

して、区民まつりも、昨年度はＷＥＢ開催をさせていただきました。今年度も感染対

策に十分配慮した開催を検討して、実施の方向性を探っていきたいと思っています。  

 続きまして、下の原因Ｂでございますが、４つほどありますけれども、代表で２つ

説明させていただきたいと思います。 

 まず「子育て家庭への支援」ということで、課題としましては、子育て支援員の個

人での支援の限界ということがございました。もちろん、支援員だけじゃなくて、区

役所だけでもやはりこのような問題はなかなか解決できないと思っています。そこで、

地域にある子育て支援拠点との連携とか協働の体制をつくるということで、皆さんの



 

 

お力を借りながらいろんな連携、つながりで対応していきたいと思っていますので、

その辺の体制をつくらせていただきたいと思っています。 

 そして、上から３つ目の「区政会議の有機的運営」ということで、皆さんから会議

の資料の多い、意見のフィードバックが分かりにくいと、区役所の説明が長いという

ご意見も頂いております。できるだけ資料の工夫、量を減らしたり要点をまとめて、

見ていただくだけで分かりやすい資料作成に努めていきたいと思っています。今回に

ついても、できるだけそのような方向でできたらなと思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

 そして、次の資料４でございますけれども「前回区政会議の意見とその後」という

ことでございます。一番上「防災の最新情報をリアルタイムに出して欲しい」という

ご意見を頂きました。そういう中で、広報紙で掲載するのはもちろんですけれども、

やはりリアルタイムということで、区のホームページやＳＮＳへの発信、そのような

ことを活用してまいりたいと思います。 

 下の欄で「情報を欲しいと思っていない人、情報源のない人にどうやって知らせて

いくのか」、これはグループ討議でいろいろと難しい問題という議論をいただきまし

た。その中で私どもといたしましては、情報を必要としない人には、情報が必要なと

きにスムーズにできるように、ホームページを日常的に管理しています。また、情報

源の少ない方に対しては、情報が伝わるように、今もやっているんですけれども、広

報紙を全戸配布しています。これは引き続きやらせていただきたいと思います。なお、

区民アンケートにおいて、区内の行政情報を得ていない方に行政情報を得る機会につ

いてアンケートしたところ、半分はやはり「ＬＩＮＥ」と回答して、今はツイッター

やフェイスブックで情報発信していますけれども、やはりＬＩＮＥを使っている方が

多いということで、ＬＩＮＥをやってほしいというお声もありましたので、来月から

西淀川区の公式ＬＩＮＥの運用を開始したいと思います。そして、裏を見ていただく

と「公式ＬＩＮＥはじめました」ということで資料がございますので、皆さんもぜひ



 

 

とも友だち登録していただきまして、今後情報発信していきたいと思います。運用開

始は８月１日ですけれども、今からでも友だち登録できますので、ぜひともよろしく

お願いいたします。 

 そして、最後にこの「意見シート」、Ａ３の資料を置かせていただいていると思い

ます。これは、事前にも送らせていただいていると思います。今日ご回答頂きたいと

いうお話をさせていただきました。この意見シートにつきまして、本紙をお帰りの際

に、できましたらご意見をお書きいただいてご提出いただきたいと思います。今回ご

説明をさせていただいた運営方針の振り返りには、この意見シートにお書きいただい

た内容を私どものほうで参考にさせていただいて、よりよい区政運営に努めてまいり

たいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 区役所からの説明は以上でございます。 

○小西議長 

 ただ今の説明についてご質問のある方、挙手をお願いいたします。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、次に進みます。続いて、議題２事前質問について、事務局から説明をお

願いいたします。 

○西尾課長 

 それではまず、資料５でございます。それではまず、伊藤委員の質問に答えさせて

いただきたいと思います。 

 運営方針の取り組みとして、緑陰道路の手入れ等をやっているんですけれども、公

園づくりの場の確保を今後の柱として検討してほしいということのご意見だったと思

います。それにつきましては下の欄に書かせていただいていますけれども、令和３年

度運営方針より「地域コミュニティの活性化とまちの魅力向上」というのを経営課題

の１つの柱として掲げさせていただいています。まちの魅力向上に向けて、これまで

の区政会議で皆さまの意見や多くの区民の皆さんにご利用いただいています状況を踏



 

 

まえますと、まずは大野川緑陰道路の活用について検討することとし、今回もテーマ

にさせていただきました。ただ、公園を含めたほかの区内資源についても、もちろん

魅力発見の中の、発信の中で挙げていこうと思いますので、今後、公園の活用につい

ても検討してまいりたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。  

 もう１点の、子育ての支援の人材については、横内の方から説明させていただきた

いと思います。 

○横内課長 

 子ども福祉担当課長の横内でございます。よろしくお願いします。 

 今回ご質問で、子育て支援の人材が不足しており、学童保育の情報も「子育て支援

マップ」に載せていただけないかというご質問でございます。 

 回答いたします。「子育て支援情報マップ」は、主に乳幼児期の子どもを抱える子

育て家庭に対して情報提供を実施することで、子育て支援サービスの利用を促進し、

子育ての不安感・負担感を軽減することを目的として作成しており、就学前の児童を

中心とした事業について掲載しております。学童につきましては、同じように「ふわ

り子育てよりそい隊」が発行しております「子育て支援施設一覧」というところに掲

載させていただいております。今後は学童期の子どもたちの支援、保護者の支援、あ

と、乳幼児期の支援というところを、公と民が分かりやすく情報を提供できるような、

そういう事業を今後はつくっていきたいと思っております。 

 ご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○西尾課長 

 それでは続きまして、三宅委員の質問に横内と上村のほうからご説明させていただ

きます。 

○横内課長 

 同じく、横内が回答させていただきます。 

 こども食堂に関する支援をというご質問でございます。 



 

 

 回答いたします。西淀川区では、本年度より「大阪市こどもの見守り強化事業補助

金事業」を実施しております。本事業は、地域で自主的に食事の提供、学習支援、ま

たは生活指導支援等の支援活動を、行っている民間団体に対して、当該民間団体が支

援活動を通じて実施する子ども等の状況把握や、見守りに係る活動費等を補助するこ

とにより、子どもの見守り体制の強化を図ることを目的としております。事業者募集

の際には、区内のこども食堂などの子ども支援団体が参加するネットワークである、

西淀川こどもネットにも情報提供させていただいております。また、区内の小中学校

と連携して行う「こどもサポートネット事業」や子育て支援室での子育て相談におい

て、生活に困窮し、余裕のない世帯が増加している現状の把握に努めており、区役所

などが行う公的な支援と、地域のこども食堂などの子育て支援団体が行う民間の支援

を組み合わせて効果的な支援を行うため、今年度、地域の子育て支援団体と利用者を

つなぐ利用者支援員というものの増員を行っております。ご指摘のとおり、今回、初

期のコロナ禍の対応につきましても機能していただきました、こども食堂や学童保育

さんというのは、公が動きが取れない中、非常に活躍していただいたということをよ

く存じ上げております。これに応えるべく、今年度より子どもの見守り強化事業とい

うことで、こういった補助事業を実施しておりまして、１団体、今既に連携して子ど

もたちの情報提供を頂いたり、こども食堂の支援というのを始めております。こども

食堂といいますのは、この４年間で16倍に数が増えております。全国で約5,000ほど

の団体が活動をしており、まさに公と民の両輪で今後子どもたちを支援できる場にな

るのではないかということで区役所も非常に期待しておりますので、今後とも支援、

連携を深めていきたいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○西尾課長 

 それでは上村課長、お願いします。 

○上村課長 



 

 

 地域支援課長の上村です。私のほうから三宅委員の質問に対して回答させていただ

きます。 

 質問の内容は、千船駅のマンモスセンターが倒産ということで、業者が変わること

になるのかなとは思いますけれども、商業の撤退等が相次いでいるということで、商

店街の活性化に向けて取り組みが必要ではないかということのご質問でございます。

これにつきましては、この西淀川区におきましては、従前から区内の商店街と連携し

まして、商店街にぎわい再生事業実行委員会という実行委員会形式で、いろんなイベ

ントの取り組み等を行ってまいりました。ただ、昨年、今年とコロナ禍でございまし

て、いろんなイベント、人を集めるイベントというのがなかなかできない状況がござ

いますので、そういった意味では取り組みが十分できていないというところの認識で

はございますけれども、区内商店街との連携において、区の取り組みを今後も考えて

いきたいと思っています。そういった取り組みをやることによって商店街の活性化を

促していきたいという思いで一緒になってやっているところでございます。今年度に

つきましてはコロナ禍の状況が続きますので、そういったイベントがなかなか実施で

きにくい、商店街さんの再生に向けて検討会議、先ほどの実行委員会等で議論を行っ

て、今後に向けてどういった取り組みが必要かということを考えてやっていきたいと

思っておりますので、またご協力をよろしくお願いしたいと思っております。どうぞ

よろしくお願いします。 

○小西議長 

 その他ご意見、西尾課長、何かありますか。 

○西尾課長 

 すいません、最後まで説明させてもらいます。 

 ３ページをご覧いただけますでしょうか。ご意見という形で三宅委員のほうから、

コロナ禍でのＰＣＲ検査を取り組んでほしいというご要望と、日高委員からワクチン

接種の区の集団接種を継続してほしいということと、コロナ、ＰＣＲ検査をしてほし



 

 

いというご要望を頂いています。この意見につきましては、基本的にこのコロナに関

しましては、大阪府や大阪市全体で取り組んでいる事業でございますので、これらの

意見を踏まえまして、区の中で情報共有を行って検討させていただいて、関係局に伝

えてまいりたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  

 以上でございます。 

○小西議長 

 ただ今の説明につきまして、ご質問のある方は挙手をお願いします。ご質問ござい

ませんか。 

○伊藤委員 

 先ほど質問を紹介していただいた伊藤です。回答ありがとうございました。  

 今後の方針について重ねてお願いというか、意見なんですけれども、子育て支援の

方向で充実していっているなとは思いますし、先ほど区長さんが言われたように、情

報も提供してと私たちも一緒に頑張っていきたいと思っているんですけれども、学童

期の子どもを抱える保護者の方が、やはり学校も大変ですし、遊び盛りの子どもたち

がこの間、コロナ禍で、公園で遊びたいけど遊べない、緊急事態宣言が解けたら、ど

こかの家族さんが１つか２つ遊んでいたら、もう子どもたちが遊ぶ場所がないという

感じで、学童保育にたくさん遊びにきたりしています。それはそれで受け入れている

のですが、やはり区として、学童期の子どもたちというのは、子どもにとっては遊び

盛りで、どういうふうにしたら遊びを保障できるかといったことを一緒にご議論いた

だきたいのと、それと、学童期の子どもたちを抱える保護者の方がどれだけ迷ってい

たり、不登校の援助もかなり進んできているとは思うのですけれども、まだまだ不登

校だけじゃなくて、やはり宿題とか家の中でしなければならず、リモート学習に向き

合う中で、保護者の方が子どもたちにいらいらして暴力的になってしまうとか、待て

ないとかいろんな悩みを抱えていて、学童に来ていない人も相談に来られたりします。

１つは、具体的にはマップに載せてほしいということもありますけれども、もっと大



 

 

きい意味で、学童期の子どもたちの発達保障と、遊ぶ場所の確保、それと学童期の保

護者に関しても早急に議論していただいて、ここの委員の皆さんにも一緒に考えてい

ただきたいなと思っていますので、重ねてよろしくお願いします。 

○小西議長 

 ほかに。どうぞ。 

○三宅委員 

 三宅です。ご回答ありがとうございました。いろいろと区長も考えていただいてい

るということで、少し相談させていただいて良かったなと思います。 

 先ほども、全国的にも5,000カ所と言われていますけれども、区内でもずいぶんこ

ども食堂も増えてきています。こども食堂はただ単にお食事を提供するということで

はなくて、本当にお父さん、お母さんたちの心に寄り添いながら、子どもたちの姿、

それから言葉に耳を傾けながら、本当に今何が必要なのか、どういう支援が必要なの

かということを、そのときそのときで私たちは丁寧にお伝えをしながら相談に乗って

いくような形を取っています。ぜひこれも、今コロナ禍の中で緊急事態宣言が出され

た場合は、なかなか手作りでのお弁当はできませんので、私たちがお店で購入したも

のをお届けするというような形のこども食堂さんもたくさんあります。それは全て補

助金ということで、なかなか補助金を申請しても頂けるものではありませんので、い

ろんな食材も含めて、区内の７カ所あるこども食堂が今どんな状況なのか、そこに来

る子どもたち、それから幼い子どもたちを連れてご飯を取りにこられるお母さんたち

の状況がどんなものなのかというのを、ぜひ区長さんにも一度見にきていただけたら

ありがたいなと思いますし、このこども食堂から、いろんな機関へとつなげて援助を

していくというような状況も今広がっています。本当にこども食堂は、先ほども言い

ましたけれども、子どもたちのお食事を提供するだけじゃなくて、心と心をつないだ

り、言葉と言葉をつないだり、つながっていく大きな役割を果たしているということ

も踏まえて、ぜひ区政委員の皆さま方にも知っていただいて、地域にある食堂とか、



 

 

近くにいらっしゃる、本当に大変なところはなかなかこども食堂にも取りにきていた

だけるような状況ではないので、こちらのほうが分かっているところには、できると

ころをお聞かせするということもしていますので、ぜひ区内のコロナ禍の中でどんど

んひどくなっているこの状況を知っていただいて、ぜひ手を差し伸べていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○西川委員 

 すいません、西川です。西淀川子どもネットのほうの窓口も、西淀川子どもセンタ

ーとしてさせてもらっています。ここに書いてくださっているように、大阪市こども

の見守り強化事業補助金事業というのも、開始するときに子どもネットのほうにもご

案内いただいたんですけれども、なかなかやはり参加条件であるとか、報告の仕方で

あるとか、結構要件が厳しいところもありまして、なかなか団体として参加できると

いうところが少ない現状となっています。なのでここを少し、西淀川区としてもこど

も食堂のほうへの教育といいますか、そこをプッシュしていただけたらと思うので、

もう少し参加しやすいような助成金にしていただけたらというのか、一つ意見です。

よろしくお願いします。 

○小西議長 

 区役所のほうで何か、いいですか。 

○西尾課長 

 貴重なご意見ありがとうございました。皆さんのご意見を私どももしっかり受け止

めさせていただいて、今後の区役所の運営に生かしていきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○小西議長 

 ご意見どうもありがとうございました。 

 では以上で、事前にお寄せいただきました質問について説明を終わります。  

 続きまして、議題３「大野川緑陰道路の活用」についてグループ討議に移ります。



 

 

区役所から議事の説明をよろしくお願いします。 

○西尾課長 

 それでは、グループ討議について説明させていただきます。議長、副議長はグルー

プに入っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。資料は６番と７番

でございます。 

 まず６番です。グループ討議の「今回のテーマ」ということで「大野川緑陰道路の

活用」ということを挙げさせていただきました。 

 そして、別添資料７で説明させていただきたいと思います。こちらのスライドがあ

りますけれども、これは資料７にもありますので、資料７を見ていただいても結構で

ございますし、スライドを見ていただいても結構だと思います。「『活気があり、笑

顔にあふれ、常に進化するまち』をめざして」ということで（もっと住みたい、もっ

と事業したいまちへ）で、これは令和３年度の運営方針のところにも書いています。

コンセプトとしまして、さまざまな人や場所を「つなぎ」、過去から未来へ思いを

「つなげる」ということで、やはりつながるということです。先ほども申し上げた、

西淀川区はつながりが強いということもございますので、そこの部分をつなげていき

たいということでございます。この大野川緑陰道路の概要は皆さんご存じと思います

けれども、昔どぶ川だったものが緑陰道路に生まれ変わったという歴史もございます。

そして皆さんの、区民の方の思いというのもすごく強くて、緑陰道路が宝とお聞きし

ます。そして、皆さん地域で清掃もしていただいていますので、そこをまず何かでき

ればなということでございます。そして、今後に向けて幅広い参加者との連携・協働。

やはりこれは連携・協働はキーワードだと思っています。なかなか区役所だけでもで

きません、地域１つの団体でもできないと思います。この連携・協働などを含み、企

業をはじめ、あらゆる人々を巻き込んで大野川緑陰道路を多くの人が集い、生活に潤

いをもたらし、人生に幸福を見いだす場ということで、それを基に実現を目指してい

きたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 



 

 

 今回ご意見を頂くのは取り組み内容、活用の代表例として書かせてもらっています

カテゴリー、このホワイトボード、皆さんの横に置いてありますけれども、一応４つ

に分けさせてもらっています。①「安全性や快適性が確保された生活道路」、②「区

民の健康を育む道路」、③「生活に潤いをもたらす道路」、④「わくわくを創造する

道路」ということで書かせてもらっていますので、ここで議論いただきたいなと思っ

ています。 

 そして、資料６に戻っていただきまして議論方法ですけれども、まず今回は、討議

の時間を多く取るためにもファシリテーターを決めさせていただきました。事前にフ

ァシリテーターを４名の方にお願いしております。前から左側、議長席の左が小西委

員。そして前の２つ目、これが福田委員。そして奥の右側、これが西川委員。そして、

左側については原委員の方にファシリテーターをお願いしていますので、よろしくお

願いいたします。進め方は、まず各自の検討内容について付箋に、こんなんいいよね、

面白いねというものを書いてください。書いていただいて、そして付箋に記入したも

のを順番に発表しながら、このホワイトボードに貼っていくと。貼るのは区役所の職

員が１人付かせていただいて貼らせていただきますので、よろしくお願いいたします。

そして、どのような道路に向けてどのような取り組みをするとよいか意見交換して、

グループ内で代表例を皆さんで議論いただいて、これ面白いよね、こんなんあったら

いいのになということを１つ決めていただくとありがたいです。最後にグループ発表

ということでございますので、よろしくお願いいたします。発表者についてもファシ

リテーターの方に、皆さんでご議論いただいて決めていただいたらいいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。留意点としましては、実行する際はさまざまな制約

があります。いろいろな法律等があり。予算の問題等もありますが、今回は自由な発

想で夢を描いてもらうぐらいがいいのかなと思っています。その中でできることから

手を付けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。多くの意

見を頂けるよう、発言は端的にお願いします。他者の意見に対する批判や否定などは



 

 

控えていただきますようにお願いいたします。 

 そして裏面なんですけれども、事前に頂いた意見があります。緑陰道路の自転車道

の拡幅、バーベキュースペース、大規模イベント、淀の大放水路見学ツアー。いろい

ろありますので、こちらも参考にしながら皆さん、いろんなご意見を頂けたらなと思

いますので、よろしくお願いいたします。そして、議論の最中は当局の課長級の者が

周りで、皆さんのご意見をお聞かせいただきますけれども、気にしないでください。

すみませんが、よろしくお願いいたします。 

 そして、以前のグループ討議で、周りの声が聞こえづらいということがございまし

たので、今回奥の２部屋を空けています。ですから、ここのチームと奥のチーム、も

し気になる方は移っていただいてそちらで議論していただくのもいいし、このままで

も結構でございますので、皆さんで考えていただけたらと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上でございますが、それでは皆さん、ファシリテーターの方、よろしくお願いい

たします。 

 

 

【全体会議・後半】 

○小西議長 

 そろそろまとまりましたか。 

 それでは、意見交換の内容を１グループずつ３分でよろしくお願いします。  

 では、こちらの班からよろしくお願いします。 

○伊藤委員 

 ここではたくさん活発に意見が出ました。基本はとにかく安全対策ということです

けれども、この３番・４番、特に生活に潤いをもたらす道路ということで盛り上がり

ました。キーワードは、参加型で緑陰道路をいいところにしていこうということで、



 

 

今日明日じゃないけれども、やはり大野川、全ての大野川につながるみたいな感じで、

端っこの出来島とか福とかに住んではる人は歌島のほうのことは分からないし、歌島

のほうだと逆に向こうのほうが分からないみたいな実態はあるんですけれども、区内

全部の誘導路、安全な誘導路をマップにして、全部緑陰道路につながっていくみたい

なことを頭に描いてイベントも企画できないかな、といった話が盛り上がりました。

例えばなんですが、盆踊りをして、それぞれのセンター的な公園から踊りだしてざっ

と回っていくみたいな。よく、他の県でやられていて、私たち行きたいと思うのです

けれども、そんなふうなことができると区民の方みんなの意識も和やかになって、い

いとこだなとなるのではという話で盛り上がりました。それで時には、やはり若者を

呼べる町にしたいなというので、スケートボード場とかブレイクダンスをする時間と

か日を設定して、区民のみんなが公認でそういうところで練習できる広場になったら

いいなということが話されました。同時に、やはり写真の展示とか、区内にこんなと

こがあるという提示もしながらいろんなことをしていって、今やったらＹｏｕＴｕｂ

ｅのコンテストなんかして盛り上がったらいいのかなという話です。いろいろな企画

を緑陰道路を使ってやれたら楽しいだろうなという話で盛り上がりました。あと、昔

は薬用植物のマップもしたのだという話も聞いて、歴史的なことも聞けたらもっと面

白いだろうなというような話にもなりました。たくさん出ましたが、これぐらいにし

ておきます。 

 以上です。 

（拍手） 

○井上委員 

 井上です。ボードも見ながら話させてもらいます。 

 うちは発想の転換を図らないといけないと。緑陰道路といえば、元はと言えば自転

車道じゃないかと。安全・安心のためにいい道になりましたが、それだけで済んでは

いけないということで、先ほどの１班が言われましたように、スケボーのスペースを



 

 

造ろうとか、ドッグランを造れとか。僕が言うてたりするんですけれども。そのよう

なことを考える中で、やはりベンチの数も少ないし、きれいな桜もあるにはあるけれ

ども数が少ないし、花や桜を見ようと思ったときに、あまりにもうっそうとしたスペ

ースがあったり、いいことはいいけれども、樹齢がそれこそ40年、50年あるような木

がどんどん伸びて、夜歩くのが怖いぐらいの場所が現実にはあります。だから、そこ

の整備もしないといけないし、照明であるとか木の選定とか、もう少しよく言えば、

それだけきれいになってきたら芝生のスペースがもう少し広いところが欲しいとか、

みんなで花見ができたらいいなとか、そんな話の中で、アーモンドの木があることを

知ってるかというような話になったり。いろいろわくわくするようなことを今話して

いったら、もうびっくりするほど出てきたなと思います。このうち１つ２つできたら

もう御の字だと思っているぐらい、西淀川区には夢があるんです。だから、恐らく大

阪市で話し合いになったとしても、この緑陰道路というのは大きく自慢できるし、そ

れとつながった段階で、矢倉海岸もあると思うんです。ところが、緑陰道路の端の福

の一番端っこから矢倉まで行くのがただの堤防道だけで、あれは真夏は歩けません。

逆に緑がないから。だから、今ある緑陰道路の大きな木を引き抜いて、あそこにずっ

と植えてもいいぐらい十分数もあると思いますので。やはり緑陰道路を活用するとい

うことから考えていけば、もう少し一歩行って、矢倉海岸とどうつなぐか。それこそ、

大阪市内でも誇れるような場所になるんじゃないかなと思っています。 

 あと、バーベキュー広場であるとか、木陰のカフェであるとか、キッチンカーとい

うのも出てきました。だから、もので言えばいくらでもあるんですけれども、大きな

発想で言うと、やはり全く自転車道から発想の転換をしていって、生活道路だけでは

ない、何か一つプラスがあるようなものにしていきたいなという感じがありました。  

 全部は言えてないと思いますけれども、２班はこれで終わります。 

（拍手） 

○植木委員 



 

 

 ３班になるんですかね。よろしくお願いします。 

 タイトルとして「歴史をたどって緑陰道路を歩く、時代を超えて淀の大放水路見学

ツアー」というタイトルがついているんですけれども、緑陰道路の概況として、資料

を配られているんですけれども、一番最初にどぶ川というのがきてしまうんですけれ

ども、どぶ川になる以前、江戸時代に中島大水路というのが村人たちの手で掘られた

水路が始まりで、この辺りにおいしいお米が、田んぼが広がっていたと。また、明治

に入って工場が立ち並ぶようになったら、今度は緩やかな傾斜が船で荷物を運ぶのに、

材料とか製品とか、とても役に立ったと。だから、昔は人々の生活に欠かせないとて

も大事な川だったというのが、まずはそれが始まりなんです。また、昔の話として、

そこの川で泳いで遊んでいたとか、おいしいカニが採れたとか、そういうきれいな川

だったというのがまず第一にあったんだということを、もう少し推していってもいい

んじゃないかなと思います。その後に工業排水とかいろいろ公害でどぶ川になってし

まうんですけれども、そこから今のように埋め立てられて公害を乗り越えたという形

になるんですけれども、そこからまた災害に強い町として、淀の大放水路というもの

が緑陰道路の地下に造られていると聞くんですけれども、大雨のときの配水の施設で

すね。工事が進められているということで、地下に巨大なトンネルがあるというので、

そういったものも何かの形で見学ツアーとかも、最初の歴史をたどりながら、今現在

はそういう大放水路として整備が進められているというのを、そういうふうに見学ツ

アーみたいなことができたら面白いんじゃないかなという話がまず出ました。ほかに

も、一番でいくと、緑陰道路で自分たちの身に起こったヒヤリ・ハット、そういう危

なかったことなどや、大雨が降ったときに下に下がっているところに水がたまってい

るなどの情報などを、ＬＩＮＥとかで情報提供とか、また区民から情報をアップして

もらうとか、そういうふうなこともあったら便利じゃないかなというのがあったり。

あと、健康面です。こちらはまさにコロナ禍の今に、少人数でのウオーキングとか、

走るのが苦手な人でも歩いたらどうかなというような、まさに今役に立っているとこ



 

 

ろであったり、また、レンタサイクルとかそういったものを整備しても面白いんじゃ

ないかという意見も出ています。 

 あと、３番ですね。こちらはドッグランとか、ホタルが住めるようなきれいな水辺

があるようなところとか、てんしばとかああいうイメージで、きれいなというか、芝

生が広がっているところであるとか、触れ合い動物園、そういった動物などを通して

人々が触れ合うことができればいいかなという意見も出ました。また、さっきも出て

いましたけれども、４番の内容としてバーベキュースペース、青少年の野外活動施設

など、矢倉海岸の辺りでそういったことができたらいいなと。ただやはり、臭いであ

るとかごみの問題とか、マナーを守るように呼び掛けていかないといけないと思うん

ですけれども、そういったことで逆にマナーの向上につなげることもできるかもしれ

ないという意見もありました。ほかにもいろいろあったんですけれども、これで発表

を終わらせてもらいます。ありがとうございました。 

（拍手） 

○西川委員 

 最後の班です。西川です。発表させていただきます。 

 この班も結構いろんな意見が出て、いっぱい議論が白熱しました。主に１番・４番

がいっぱい付箋を貼ってあるんですけれども、タイトルとしましては「子どもから大

人まで楽しめる憩いの空間に」ということです。まずは、季節を感じることができる

というのがすごいいいなということで、今も木とか花とかすごいいっぱい植わってい

て、お子さん連れで行ったりとか散歩に行っている大人の人で、すごい楽しんでいる

状況があるんですけれども、もっとセクションを分けてといいますか、この時期は桜

がここにざっと並んでいるとか、紅葉はこっちにあるとか、そんなふうになっても楽

しいんじゃないかなという意見がありました。あとは、手入れの実施。これは、いろ

いろ今まで出てきたんですけれども、やはりトイレが少ないということであったりと

か、手洗い場所とか、水がくめるようなところがもっとあってもいいかなという意見



 

 

がありました。あとは、出入り口に関しては、車椅子の方がもっと入りやすくなった

りとか、あとは、出入り口の名前が分からなくて、ここがどこなのかとかがもう少し

表示がはっきりしたらいいなということが挙がっていました。あとは、雨が急に降っ

てきて避難できる屋根付きのコーナーとか、ベンチももう少し欲しいなという意見は

うちの班でもよく挙がりました。やはり、掃除とか手入れも今されているんですけれ

ども、もっとこれが行き届いたらいいなというところで、ボランティアさんだけじゃ

なくて、何か継続的に手入れできるような仕組みがあればいいなという意見も出てい

ます。 

 多かったのが４番なんですけれども、とにかく今みんなコロナ禍でイベントに飢え

ているという意見が多くて、クラウドファンディングというような形で、本当に個人

だけじゃなくて、地域の企業とかいろんな方を巻き込む形で何かできるようなことを

やれないかなということで、先ほどそちらの班でも言われましたけれども、盆踊りも

出ました。でも、うちの班は盆踊りだけじゃなくて、さらにサンバでもいいし、よさ

こいでもいいし何でもいいので、とにかくこのずっと続いている道路を使って全部、

何なら行って帰ってきて輪になるぐらい続けて踊るというのも面白いんじゃないかな

と。長いというのを生かして、何かギネスに挑戦する企画があったりとかもいいかな

とか、ツリーハウスを造ってみようとか、あとはホタルも出たんですけれども、池で

魚が泳いでいる小川コーナーがあったり、そういうものできたらいいなというのがあ

りました。スケートボードとかボルダリングのコーナーとか、そういうものもありま

した。とにかく、子どもから大人まで楽しめる憩いの空間を緑陰道路にということが、

うちの班の発表です。 

（拍手） 

○小西議長 

 ありがとうございました。緑陰道路の活用の仕方を皆さんそれぞれいっぱい意見が

あって、いいミーティングができたと思います。ということで私からは、参画型の、



 

 

こうして区政会議を今日やっていただけたのは非常にありがたいと思っています。そ

れをまた、大野川ということを通して参加できて、この意見をぜひ１つでも２つでも、

５年後ぐらいに「ああ、これはわれわれが言った意見や、通ったんや」というふうに

なれば、ますます西淀川区に対する愛着も増えるだろうし、活性化につながるんじゃ

ないかと、そういうふうに今日は感じました。どうもありがとうございます。  

 それでは、ご出席の府会議員、市会議員の皆さんからご意見を頂ければと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

 では、中川議員。 

○中川議員 

 皆さん、こんばんは。お世話になります。大阪府会議員の中川誠太でございます。 

 今日はたくさんの皆さまのご意見をお聞かせいただきました。本当にありがとうご

ざいました。大野川緑陰道路というのは、本当に西淀川区にとって非常に貴重な場で

あるというふうに認識は、われわれもしっかりと持っております。大野川緑陰道路は

本当に僕自身も、中学時代は西淀川公園でよく野球を習っていまして、スポーツをや

っていまして、野球をやったときに、試合に負けたときはこの西淀川公園から八丁温

泉まで走ってこいと言われることがしょっちゅうございまして、本当にいろんな思い

出があそこには埋まっているなというふうに、僕自身も認識しております。今日頂い

たご意見というのは、大野川緑陰道路をもっとよくしていこうという意見だと私は認

識しております。つまり、韓国には清渓川（チョンゲチョン）再生事業といって、大

野川緑陰道路と似たようなところが再生すれば、あそこも観光スポットになって、人

がいっぱい来て、そこにお金を使っていただくような環境づくりというのができてい

ます。でも、日本でもそういった同じようなところもできているんです。滋賀県の草

津川跡地公園というものがございます。滋賀県の草津川跡地公園でも本当に同じよう

な、もうぺんぺん草が生えて何もないところからいろんな事業の皆さんからもご意見

を頂きながら、今ではカフェができたり、もちろんベンチもあったりトイレもあった



 

 

り、本当にそこにお金を使って、もちろんお酒も飲めたりとか、たくさん楽しめるよ

うな公園というのも再生できています。つまり、大野川緑陰道路も必ず再生できると

私は認識しておりますので、またこういった皆さんのご意見を頂きながら、しっかり

と、これからもこの大野川緑陰道路をはじめ、そして矢倉緑地公園もしっかりと皆さ

んとご意見を交わしていけたらな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。 

 ありがとうございました。 

（拍手） 

○山田議員 

 市会議員の山田でございます。 

 今日、会議に寄せてもらいましたら、どうも皆さんの中から、議員の話が長いんじ

ゃないかみたいなご意見をお持ちの方がおられるということでお聞きをしたものです

から、少し短く話さないかんなと思いながらさせていただいておるところなんですけ

れども、一応この区政会議の条例を確認いたしますと、私らが何で来させてもらって

いるかというのが、区政会議の条例の第８条によりますと、大阪市会議員は選出され

た選挙区の区政会議に出席し、区政会議における議論に資するために必要な助言をす

ることができると。前項に定めるもののほか、区長が必要があると認めるときは、関

係者の区政会議の出席を求め、その意見を聞くことができるという、この関係者いう

ことで多分、中川府会議員も寄してもらっているということになるわけですけれども、

私もそう大した話ができないのであれですけれども、区政会議というのは区長が招集

をされて、そして議長が主宰するというような記載にもなっておりますので、私らの、

意見を言わせてもらう側についても、また区長なり議長のほうでよくお考えをいただ

ければと思います。 

 そして、今日の大野川緑陰道路の話もすみません、少しさせていただきますけれど

も、本当に西尾課長のご尽力で、それぞれのグループで多様なアイデアが出てきたと



 

 

いう、このやり方自体がすごくチャレンジングないい取り組みだったんじゃないかと、

私は感じさせていただいたところでございます。もちろん皆さんおっしゃるように、

１つでも２つでもできたらいいなというように私も感じながらお聞かせをさせていた

だいたわけなのですが、ただ、そもそも道路となっているということについて、てん

しばとかいうような単語も出てきたわけですけれども、公園ではなくて、道路として

この大野川緑陰道路があるということについて、この大阪市の建設局の工営所という

のがそれぞれ地域にあって、そこがきちんと適正に管理をしていくという、大阪市の

予算の中で管理をしていくという、そういう仕組みになっているという道路が、こう

して自転車・歩行者専用道として存在しているということ自体にものすごく価値があ

るということも、この西淀川出身でない私からしたら、本当にそこにものすごく価値

を感じているということも、改めて指摘をさせていただきます。 

 以上でございます。 

（拍手） 

○佐々木議員 

 失礼いたします。こんばんは。 

 今日は大野川緑陰道路のことについてということで、私はまず、今日の会議はすご

く楽しい、いい会議やなと思いました。区役所、よう思い切ってこのテーマを掲げた

なと。こうやって聞いたからにはやはり何かやらんとあきませんから。チャレンジン

グな今日の会議やったな。いっぱいいろんなアイデアを頂きましので、どうせやった

らここだけやなくて、さらに全区民にアンケート採って、大野川緑陰道路活用の仕方、

アイデアを下さいいうて、後はもう区役所に頑張っていただくということで、私も勝

手な意見を言わせていただきます。大野川緑陰道路、ここを起点として、西淀川にた

くさんの人が集まってもらえるような、そんなものができないかなと、ずっと夢見て

います。私が言っていますのは、クリマスマスの時期に、あの大野川緑陰道路でイル

ミネーションをやる。イルミネーションをやってあの町の大野川の先のほうから、そ



 

 

こからさらに矢倉緑地までは、両方にキャンドルを並べて道を造る。そして、年末に

はカウントダウンイベントをあの矢倉緑地で、そしてお正月、もう12時を超えたら花

火がぱんと上がって、もうＵＳＪなんかにみんな行かない。こっちにみんな集まって

くる。そんなことをしてください。私からもお願いしておきます。 

 以上です。 

（拍手） 

○荒木議員 

 どうも皆さん、こんばんは。大阪市会議員の荒木でございます。 

 今日は、西淀川の中の緑陰道路についてのことがテーマになりまして、非常にいい

お話を聞かせていただきました。１班からお話がございました盆踊りの件なんですけ

れども、これはちょうど50年前にこの緑陰道路ができたときに、第１回区民まつりで

実は、エルモの前ぐらいのところでやったという記憶があります。ですから恐らく、

今、皆さま方が言われているようなこと、これはしっかりとこの緑陰道路でできるの

ではないかなと思います。 

 それからこれは、緑陰道路を歩いていますと、トイレが少ないなと思いまして、ま

た、水飲み場も少ないなとも思っていますので、このところにまた力を入れていかな

いかんなと思います。いずれにしろ、１班の皆さま方が最初に言われましたように、

西淀川区が区の緑陰道路から始まるという、そういった思いを皆さま方に持っていた

だいて、今日は本当にいいお話を聞かせていただいたなと思っております。  

 そして、千船駅のマンモスが撤退をしたということは非常に寂しいことでございま

して、これを何とか地域のテーマとして佃を盛り上げるだけではなくて、西淀川区全

体のテーマとして皆さま方と取り組んでいきたいなと思っております。 

 ２班の方が言われましたように、発想の転換というのも、これを実際しっかり持っ

てこれから西淀川区を盛り上げていくということは、非常に大事なことでございます

ので、どうかよろしく、これからも西淀川区の発展につきまして、皆さま方のご意見



 

 

を賜りますようによろしくお願い申し上げまして、私のごあいさつとさせていただき

ます。 

 本日は本当にご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

（拍手） 

○小西議長 

 議員の皆さま、貴重な意見をどうもありがとうございました。 

 それでは、区長から本日の会議について、総括的なコメントをよろしくお願いいた

します。 

○中島区長 

 どうも皆さま、ご議論をありがとうございました。 

 今回は大野川緑陰道路をテーマにするに当たりまして、少し歴史を調べさせていた

だきました。そうしましたところ、実際に汚染されて埋めるときに、実は高速道路と

いう案があったらしいですね。大阪市のほうは、行政のほうは高速道路を造ろうと。

ただ、区民のご意見として、高速道路は要らんよと。緑のある道、自転車道、歩道を

造ってくださいよという、まさに区民の力で造られた道路が、この緑陰道路というよ

うなことを知りました。それだけに、この間も皆さま方が、ここが西淀川区の最大の

宝だと、財産だとおっしゃっていましたので、私らの世代からどんどんよくして後の

世代につないでいくということは非常に大事かなと思いました。ただ、これは実は、

大きな課題が、先ほど先生方も言われましたように、道路というところで、公園では

ないというところ。これは非常に大きなところでございます。ただ、私も民間から来

た人間ですので、これは普通の道路ではないというようにも思ってますので、ぜひ皆

さんのお力も借りながら規制緩和というところ、これは私だけの力じゃできないと思

います。先生方、そして区民の皆さま方の力を合わせて、ぜひ規制緩和して、皆さま

方にとって生活に潤いを与えるようなスペースになるというようなことにしていきた

いなと思っていますし、今日非常にたくさんのご意見を頂戴しましたので、できれば



 

 

来年度には１つでも２つでも多くのことを実現するような形にしていきたいなと思っ

ていますので、ぜひ皆さまのお力を貸していただきたいなと思うところでございます。  

 それと、非常に楽しみなことの一方で、コロナ禍で非常に困っておられる方という

話もございました。この辺のところにしっかり目を向けて、しっかり対応していくと

いうことが大事かなと思います。また、ぜひご意見として頂戴したいと思いますし、

すぐ全部できるという形ではないかもわかりませんが、できるところからでも少し手

をつけていくというような形にはしていきたいなというように思っていますので、ぜ

ひ、なかなかしんどいところを何とか持っていくところと、夢との両方のところで、

皆さま方と一緒に、西淀川区に住んでよかったなと、新しく住みたいなと思えるよう

な町、また、事業をされている方もここでしてよかったなと思える町、そういう町に

していきたいなと思ってございますので、ぜひ皆さまのご協力、お知恵のほう、どう

ぞよろしくお願いします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

（拍手） 

○小西議長 

 区長、どうもありがとうございました。 

 ほか、事務局からご案内、よろしくお願いいたします。 

○西尾課長 

 分かりました。そうしたら、私のほうから最後の「参考資料」というのを１枚付け

させていただいていると思います。何かと申しますと、今度委員ですけれども、10月

１日、２年の任期を終えて改選という形になります。ですから、地域団体の推薦の方

についてもご推薦していただくと。公募委員についてももう一度８月に公募させてい

ただきますので、ご応募のほうよろしくお願いいたします。そして、最長２期４年と

いうことになっていますので、４年の方については終了となりますけれども、２年の

方についてはもう１期継続することができますので、各団体の推薦と応募のほうをよ



 

 

ろしくお願いいたします。 

 次回につきましては11月、来年度の予算、令和４年度の予算審議でございまして、

11月を予定していますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○福田副議長 

 皆さま、ありがとうございました。滞りなく本日の議事が進行しましたこと、お礼

申し上げます。西尾課長がおっしゃったように、小西議長と、副議長福田も４年間区

政会議に参加させていただいた感想、振り返りというものを一言ずつ述べさせていた

だきたいと思います。 

○小西議長 

 ４年間ありがとうございました。特にこの最後の２年間は議長をさせていただきま

して、皆さんのご協力で何とか務めることができました。本当にありがとうございま

す。今日が最後とは思っていなくて来て、もう一回ぐらいあるのかなと思っていたの

ですけれども、非常に名残惜しいですけれども、ここでのつながりをまた大事にして、

区内で会うときはまたコミュニケーションを取って、区のため、区民のため、また、

皆さんとのコミュニケーションのためにそういうお付き合いができたらなと思ってい

ますので。どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○福田副議長 

 私も、４年前にこちらに初めて来たときは、大きい「ロ」の字で遠いな、横の列見

えへんなという感じで自己紹介して終わりという形でした。最初の印象は、西淀川区

にはこれだけたくさんの協議会、連絡会、いろんな地域団体の方がいらっしゃって、

それぞれの立場から地域をよりよくしようと地道に日々活動されている、その中での

課題を行政と一緒に改善していこうというようなエネルギーをとても感じました。私

も皆さんとその中で一緒に何かできることということで、どんどんグループ討議の場



 

 

を増やしていただいて、今日は、１時間ほどにわたって、これから西淀の緑陰道路の

未来をよりよくということを皆さんと話せたことは、とてもよかったです。区長が今

年度の運営方針で挙げられている「活気があり、笑顔にあふれ、常に進化するまち」

を目指してということが、有効になるグループ討議だったかなと思います。参加させ

ていただいて、どうもありがとうございました。お疲れさまです。 

 次回11月頃に開催予定の詳細につきましては、改めて区役所からご案内いただきま

す。本日はご出席どうもありがとうございました。 

（拍手） 

○西尾課長 

 以上でございます。皆さん、お疲れさまでございました。 

―了― 


