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平成２６年度 第４回大正区区政会議議事録 

 

日 時：平成２７年３月１８日（水） 

           午後７時００分～午後８時３０分 

場 所：大正区役所５階５０１会議室 

 

○川見総務課長 

  皆さん、こんばんは。定刻になりましたので、ただ今から平成２６年度第４回大正区区政会議を

開会させていただきます。 

  私、本日の司会を務めます総務課長の川見でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  今回の区政会議は、平成２７年度の大正区運営方針（案）及び予算（案）等につきまして、委員

の皆様方から御意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。なお午後７時現在、

区政会議委員定数３０名のうち出席者は１８名でございます。したがいまして２分の１以上の出席

がございますので、本会議は有効に成立しております。また本日は、区政会議における議論をより

実のあるものにするため、区内選出議員の皆様に御出席を賜り、助言をいただきたいと存じますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは開会に当たりまして、筋原区長より御挨拶申し上げます。 

○筋原区長 

  皆さん、こんばんは。お忙しい中、また非常に雨で足元の悪い中にお集まりをいただきましてあ

りがとうございます。皆様には平素より区政推進に多大なる御尽力を賜りまして、心より厚く御礼

を申し上げます。 

  前回の区政会議で大正区の運営方針等、予算の概要の内容を御説明したわけでございますけれど

も。このたび予算市会も、まだ途中でございますけれども、前回の内容の確定に向けて、内容が固

まってまいりましたので、その内容につきまして前回との違いの部分、また詳しく御説明できるよ

うになった部分を中心に、本日は御説明させていただきまして、また忌憚のない御意見を賜りたい

と存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○川見総務課長 

  ありがとうございました。 
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  議事に入ります前に、本日の会議は全て公開とさせていただき、会議録や撮影をいたしました写

真などは、後日、ホームページ等で公開させていただきますので、御了承のほどよろしくお願い申

し上げます。 

  また本日の会議終了予定時刻は午後８時３０分となっておりますので、御協力のほどお願いいた

します。 

  それでは、これより議事進行を中道議長にお願いしたいと存じます、よろしくお願いいたします。 

○中道議長 

  それでは議事に入らせていただきます。 

  まず議題１の「平成２７年度大正区運営方針（案）及び予算（案）」について、「大正区が取り

組む主な事業」を中心に区役所のほうから御説明をお願いいたします。 

○筋原区長 

  それでは御説明させていただきます。お手元に資料が幾つかございますが、右肩に赤いゴム印で

書類番号１、書類番号２と押しております。まず書類番号１が「大正区の運営方針（案）概要版」

これにつきましては前回、御説明させていただいた内容とほとんど変わっておりません。めくって

いただきまして２ページのところに予算の査定の関係で変わりました部分があって、「まちを元気

にする力」がございますが、そこでの「①尻無川河川広場を中心とした地域再生事業」、これは後

ほど別途資料をつけておりますので、詳しく御説明させていただきますが、これは査定によりまし

て額のほうが少し減りまして、９０，６７４，０００円ということになっております。この９，０

００万円余りの内訳でございますが、駅前の尻無川河川広場、今は大阪府管理の、いわゆる河川敷

でございますけれども、あそこは水道以外はインフラが来ておりませんので、インフラ整備、下水

と電気、そういう整備に９，０００万のうち５，９４０万円がインフラの整備費でございます。そ

れから駅前の河川広場、それから西区、浪速区、福島区の４区のエリアをどういうような形で活性

化するかという、そのプランニング、マスタープランの策定と、それからプロモーション、ＰＲ業

務、それからどういうような事業が実際にニーズがあって可能なのかということの社会実験。これ

をまとめまして今、プロポーザルの公募で、もう既に公募を出しております。これが今２，６２７

万４，０００円で、２，６００万余りで今、既に出しているところでございます。それから後、今

年は水都大阪のシンボルイヤーでございますので、この水都大阪の事業と合わせて、また大正、西、

浪速、福島の４区でのタイアップをしました合同イベントで行いまして、そのうえでどういう効果
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的な集客等の事業ができるのかというようなことの検討も含めまして、合同イベントで５００万、

これで合わせまして９０，６７４，０００円という形になっております。後のところは前回と変わ

っておりませんので、また御参照ください。 

  それから続きまして右肩に書類番号２と書いた「大正区予算について」という資料がございます。

こちらに来年度予算の概要、ボリューム感をここで示しております。左が区長自由経費と右が区Ｃ

Ｍ自由経費、区シティーマネジャーですね、区ＣＭ自由経費というのは各局の事業で、これはシテ

ィーマネジャーとしての区長の指示によって局が行う事業の経費でございます。左側の区長の自由

経費で言いますと、２６年度と比べて２７年度、一番上にこれは重点施策としまして、今申し上げ

た大正区、西区、浪速区、福島区の４区の水辺にぎわいリバイタルプロジェクトで９，１００万円

が載っておりますけども、これは今回新たに重点事業として出てきた予算でありますので、去年と

の比較でいうとその下の事業実施選択余地のない予算、また選択余地のある予算ということになり

ますので、実質的には随分減っております。これはどうしても今の大阪市の予算額の配分が人口に

よって、昼間人口、夜間人口、また高齢者や子どもの人口等の人口比をベースにした計算で予算が

配分されるというルールになっておりますので、大正区の場合はどれを取っても人口が少ないもの

ですから、どうしてもこの点では少なくなってしまうということで、非常にこれは苦労をしまして

本当に地道に削減できるところを少しずつ切り詰めて見直していって、こういうまとめ方をした形

でございます。 

  主には、例えば２６年度と比べると、地域の防犯カメラの設置事業も今年度２６年度は丸十服装

さんの寄附をいただいて３００万円で予算を組んでおりましたけれども、来年度は１００万円に予

算を削減して、ただそれでも確保しまして、やっているということでございます。どうしても予算

が少なくなると福祉や安全・安心・防災、こういうところをなかなか切るという訳にもいきません

ので、どうしてもイベント系を切らざるを得ないという形になってまいりますので、構図的には水

辺の関係のイベントをゼロにしまして、形としてはそれに見合う重点予算として特区申請と絡めた

水辺にぎわいリバイタルプロジェクトとして、違う重点予算という形で何とか確保はできたという

形になっております。右の区ＣＭ自由経費のほうも同様の状況でございますので、これも減っては

いるのですが、例えば待機児童の関係でいうと保育ママの関連事業でありますとか、小規模保育の

関連事業、これは局のほうが直接実施する予算に移りましたので、これは純減というよりは局の予

算のほうに入ったので、ここから消えているというようなことがありまして減った形になっており
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ます。ですので今回、ボリューム感としては減った中でいろいろと工夫をしながら必要な経費を確

保したという形になっております。 

  それから次に右肩の書類番号３ございますが、これが先ほどの水辺にぎわいリバイタルプロジェ

クトの中心の事業となります、駅前の河川広場のいわゆる特区申請にかかる資料でございます。こ

れは２月１２日に尻無川河川広場のエリア活性化協議会、これは地域の皆様方、それから大正橋商

店会、また事業者としてはＪＲ西日本さん、交通局さん、事業者にも入っていただきまして、地域

のニーズを取りまとめさせていただきまして、それに沿った形で２月１２日に大阪府河川水辺のに

ぎわいづくり審議会というのがございまして、ここにこの駅前の河川広場のところで、いわゆる特

区申請をかけて活性化をしたいということで、大正区の川辺の基地という意味を込めまして「大正 

Ｒｉｖｅｒ Ｂａｓｅプロジェクト」という名前で審議会に提出をいたしました。その結果、審議

会のほうで了承が得られまして、それを受けて大阪府のほうで２月２３日に実際に特区の指定がお

りております。ですので、もう特区はかかったという形になっております。具体的な中身でござい

ますが、このカラーの資料の１枚目をめくっていただきましたら右下に１ページと書いております。

この「大正 Ｒｉｖｅｒ Ｂａｓｅプロジェクト」でございますが、今、大阪市内では、ここに書

いておりますように中之島から東横堀川、道頓堀と木津川、先日、中之島ゲートがオープンしまし

て、中之島漁港ということで、非常に賑わいを見せておりますけれども、これがいわゆる水の回廊

ということで、水都大阪の今、中心的な、非常に都市的な魅力のある空間としてにぎわいを見せて

いる所でございます。それの西側の端にあります尻無川の河川広場のところに、また特区をかけて

新たな今までの現状ある都会的な水の回廊とは全く違う雰囲気の、いわば都会の中の異空間的な、

そういう水の回廊をつくっていきたいと。そこのキーステーョンとなるための河川広場であるとい

うコンセプトでこの「大正 Ｒｉｖｅｒ Ｂａｓｅプロジェクト」の提案をしております。下の２

ページのほうを見ていただきますと、これは大正区でございますが、これも皆様には非常になじみ

のある景色でございますけれども、尻無川の方をくだっていきますと水門がございます。大正内港

の方にいきますと、いわゆる観光の船ではない物流を中心とした実用船ですね、そういう船も並ん

でおり、また船町のほうに行きますと中山製鋼所をはじめ、造船所でありますとか、そういう工場

群がございます。また木津川水門もあるという、通常の都会の日常生活の中では決して見ることの

できない風景が実は大正区のこの周辺には広がっておりまして。これが全国的にも非常に今、いわ

ゆる工場萌えでありますとか、そういう異世界というか、異空間の非日常の世界を求めるという、
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そういう方々のニーズに非常にマッチをしておりまして、観光資源としても活用ができるというこ

とで、これは我々としては日常的に見慣れている風景ですので、今まであまり思っていなかったの

ですが、実は非常に有力な観光資源でもあり、活性化の資源でもあるということですので、今まで

の大阪市内にない異世界の、今までにない秘密基地というコンセプトで提案しております。 

  めくっていただきまして３ページでございます。このエリアは橋を渡って西区に行きますと京セ

ラドーム球場がございまして、イオンモール、それからホームセンターと、先日大阪ガスさんのハ

グミュージアムもオープンいたしました。これは年間２００万人を超える、非常にたくさんの集客

のあるエリアでございます。この集客エリアに隣接を河川広場はしております。それから尻無川、

木津川、道頓堀川という、三つの川が交差するところ、これもロケーション的に日本に余りないロ

ケーションでございまして、なおかつＪＲ、地下鉄の大正駅とも隣接しているということで、非常

にすぐれたロケーションの条件を満たした高いポテンシャルを持つエリアでございます。ですので

アクセス性、また集客施設、商店街もございますし、そういうポテンシャルのあるエリアでありま

す。４ページが今の現状でございますけれども、これは皆さん、御存じのように今は芝生広場とし

て三軒家西の地域の方々が、いわゆるアドプト・リバーとしまして大阪府の管理を受託して、受託

といってもこれは別に大阪府さんからお金が出ているわけではないので、地域の方で御苦労をなさ

って、非常に手をかけてきれいに芝刈り、花植えをしていただいているという状況でございます。

特区申請を見据えてこの２年間、この水辺でのイベント実施をしてきました。２年前はリバーフェ

スタということで大正区だけでイベントをしておりましたけれども、２６年度、昨年の１０月は大

正区、西区、浪速区、３区の合同で船で結びまして船運イベントで湊町のリバープレイスと、向か

い側の西区の岩崎港というところを船で結んでイベントをしました。合同で１万５千人の人出がご

ざいましたので、その前の大正区だけで実施した時と比べると三倍以上の人出となっておりまして、

やはり船で結んで船運を活用することによって、爆発的に集客力が増すということも証明されてお

り、また、たくさんの人が来ていただいているということで、そういう集客のニーズもあるという

ことも証明されております。その下の６ページが、実際の区域指定の要望箇所の整備イメージでご

ざいます。実際に飲食店、また物販店が河川敷に出店が常設でできるようになりまして、また船の

係留、発着はできるということになります。 

  ７ページが具体的な、これはこれから事業者を公募で決めていくことになりますので、あくまで

もイメージですので、このとおりになるかどうかわかりませんが、今、一般的な全国で水辺の活用
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をされている事例を基にしますと、このような感じになる可能性があるということです。いわゆる

今、ＳＵＰ（サップ）という一人乗りの水上移動をする、そういうサーフボードのようなものであ

るとか、船の発着もあり、お店もあり、このように緑もあるというようなイメージですね。これは

実際にはどういうような形になるのかというのはわかりませんが、できるだけ今ある中之島や道頓

堀と同じようなものができても、これは競争力に欠けますので、大正区ならではの、やはり異世界

の秘密基地という、少し変わった日常空間とかけ離れたというコンセプトを大事にしたいと思って

おります。 

  それから下の８ページ、これは「事業スキーム」なんですが、ここの土地は、土地自体は河川管

理者である大阪府の所有する土地でございます。このエリアは包括占用ということで大正区役所で

占用許可を取りまして、その上で包括使用契約を、これはこの民間事業者を公募で選ぶということ

になろうかと思いますが、それで選んだ民間事業者に対して包括使用契約をすると。その事業者さ

んは後は個別のお店とテナントとして契約をして入ってもらうということです。その間、尻無川河

川広場周辺エリア活性化協議会、地元の協議会さんにも状況を報告しながら、御意見もいただきな

がら、地域のニーズにも合ったような形で進めていきたいと思っております。 

  これは駅前のプロジェクトでございまして、右上に書類番号４と書いておりますけれども、これ

が２３日の賑わいづくり審議会の意見でございます。裏のほうをめくっていただきましたら一番上

に「水辺にぎわいリバイタルＰｒｏｊｅｃｔ、都市・地域再生利用区域の指定について（事業主体、

大正区）」、この都市地域再生利用区域というのが、いわゆる特区と言っていることの正式名称で

ございますけれども、これに対する意見としては、「区域指定は妥当」ということでございました。

意見としましては周辺の商店、地域も活性化をするように一体となって取り組まれたいということ

で御意見をいただいております。またデザインのコンセプトが大事なので、特色のある形に検討さ

れたいということ。それから後、海と水の回廊をつなぐというような拠点であることから船舶の活

用ができる仕組みを検討されたい。これは船舶の離発着ができるようにしますということと、水面

の利活用を検討されたいという意見について妥当ということで、これを受けて即日、大阪府でこの

区域の指定が出されたという形になっております。活性化事業の主なところが以上でございます。 

  それから次に書類番号５をごらんいただきたいんですけれども、先般いろいろなテーマでラウン

ドテーブルも開催をさせていただきまして、そこでも御説明をした資料で、こども教育関連のトピ

ック的な項目をあげております。１ページをご覧いただきたいですが、まず一つは学校選択制のこ



7 

とでございます。大正区はこの２７年度から学校選択制の導入をいたします。小学校は通学区域の

隣り合う校区の学校から選ぶことができる隣接区域選択制。また中学校は、クラブ活動などで、全

ての中学校から選ぶことができる自由選択制という形で実施しております。結果的に言いますと、

数で言いますと小学校は合計２２名の子どもさんが実際に選択をされました。本来、行くところで

はなくて、隣接する小学校へ行きたいということで。これはもともと通学距離の問題で、大正区で

は一番大きい課題と言われてた目の前の北恩加島小学校に行けないということですね、区域が中泉

尾小学校になってますので。やはりそれが多くて、２２ケースのうちの１２まで、ほぼ半分以上が

北恩加島小学校関係ということでございました。それから中学校のほうは実は１１人が実際に選択

で、これは実は希望は１５出ていましたが、結果的に大正東中学が今、人数がいっぱいでございま

して、もう教室も全く空いていなくて、拡大もできませんので、私立に行かれるとかいうことで空

きがでたら実際の希望のところで移ることができたんですけど、結果的にはそれが出ませんでして、

大正東中学校を御希望された４人の方は、結局もう移る先の東中学がいっぱいでしたので移ること

ができなくて、希望は１５ですけど、結果的には１１人ということになりました。以上が学校選択

制でございます。 

  次に「認定こども園」の状況、泉尾幼稚園の状況でございますけれども、泉尾幼稚園につきまし

ては７月に運営法人の公募の開始をいたしまして、５回の選定会議を経まして、１２月に運営法人

が社会福祉法人たらちね事業会、ファミリー保育園を運営なさっている社会福祉法人でございます

が、こちらに決定されました。１２月１７日に保護者の方、また地域の方々を対象とした説明会を

開催いたしまして、また移管予定法人にもお越しいただいて、選定結果、教育・保育方針等の説明

をさせていただきました。引き続いて１月に保護者と法人さんと大阪市の三者から、「泉尾幼稚園

三者協議会」を立ち上げました。平成２８年度の４月から認定こども園のスタートに至るまでの移

管準備や、その間、また保護者や地域への説明をどうしていくかというようなことも、御要望を聞

きながら調整をしていくという形になっております。 

  それから２ページのほうを見ていただきまして小学校の統合のことでございますが、これは今、

学校の適正規模が１学年２クラスから４クラスとされておりまして、１学年１クラスの場合は人間

関係が固定化する、また集団競技で実施が困難になるというようなことでの指摘のあるところに、

地域から鶴町の地域につきましては地域は一つであるのに、鶴町小学校と鶴浜小学校が二つある。

また鶴浜小学校が今、１学年１クラスになってしまっておりますので、早く統合してほしいという
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お声がありました。それを受けた形で平成２５年度から調整を始めまして、２年をかけまして平成

２６年２月に、統合について基本的合意をいただきまして、鶴町小学校、鶴浜小学校の統合合同協

議会を今年度立ちあげて、１年をかけてさまざまな協議を経まして、結果的に名前は鶴町小学校と

いうことになりました。校歌につきましては今の鶴浜小学校の校歌を、鶴浜のところは鶴町と変え

ますけれども、基本的にそういう形で使い、校舎については今の鶴町小学校をそのまま使うという

ことで協議を進めてまいりました。この２月に鶴浜小学校の閉校式を開催いたしまして、ずっとこ

の間、交流をしましたんですけれども、この４月からは統合されて、鶴町小学校となります。鶴浜

小学校の施設につきましては、これは地元の、つるつるクラブでありますとか、生涯学習等でいろ

いろと御利用があったわけですけれども、施設については安全性や、またセキュリティも勘案をし

まして、建物はいろいろな耐震の問題であるとか、難しいところがあるのですが、グラウンドをそ

のまま引き続いて、つるつるクラブ等で使っていただけるようにということで、現在、教育委員会

と話をしております。鶴浜小学校の廃校後はどういうような使い方になるかというのは、まだ全く

未定でございますけれども、有効な使い方を当然、考えていきたいと思っております。 

  それから次に学校給食の改善でございますが、２６年度から中学校１年生全員に給食の実施をし

まして、これは適正温度というのが冷蔵庫から出た温度が適正温度に近いということになっていま

すので、冬場は非常に冷たいので、やはり温かいものが食べたいということから、カレーや汁物な

どの温かいものの提供であるとか、また量が少ないということへの対応でありますとか、メニュー

の工夫も進めてやってきております。２７年度からは２年生も含めて、１年生、２年生全員への給

食という形になっております。それから一番下に分権型教育行政についてということで、ちょっと

口頭で御説明を申し上げたいんですけれども、この４月からは今、私、区長は区の教育担当理事と

いうことになっておりますが、これがさらに権限を拡大されまして、４月からは区の担当教育次長

という形になります。教育委員会の教育次長も兼ねるということで、それから副区長も今の予定で

は教育委員会の部長の兼務ということで、それから課長、課長代理、係長、係員に至るまで一つの

ラインが教育委員会の職を兼務するという予定で進んでおります。これについては教育の例えば学

力向上で、どういう授業をするとか、そういう部分というのは学校の校長先生、先生方が教育のプ

ロでありますので、その部分は当然学校の校長先生、先生方が進めている範疇でございますけれど

も。区のほうでそれを兼務してするということで、地域と学校とのつながり、これを強化するとい

うことで、学校教育のコミュニティという言い方を教育委員会はしておりますけれども、要は大正
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区でも学校というのは地域の大切な財産というか、いろいろな行事が行われる場所でもあり、人の

集まる場でもありますし。それでまた特に大正区は地域で子どもたちの見守りを今もしっかりとや

っていただいておりますので、やはりそういう地域の声、保護者の声をどういうふうに学校の運営

に反映させていくかというところの役割分担を区役所の兼務のかかるラインで学校と一緒にやって

いくということになっております。それに伴いまして、今、大正区の行政機関、区役所であります

とか、大正警察署さんとか、消防署とか、あるいは各局の出先機関、これは月に一回、行政連絡会

というのを開いておりまして、いろいろと情報交換、情報共有と意見交換を月に一回やっているん

ですけれども。これの教育版、それも開くことになりまして、教育行政連絡会というのを、これは

実はもうスタートをしておりまして、中学校、それから小学校の校長先生方と区役所と、地域のほ

うで、こういう状況がありますということの情報交換、情報共有を密にしまして進めていくという

ことも始まっております。それから保護者の方々、また地域の方々の学校に対するニーズ、これを

しっかりと協議できる場としまして、今、学校協議会もあるわけですけれども。学校協議会は学校

と、保護者、地域の皆さんがいろいろと協議を進めて、これは区長がサポートをするという形にな

りますけれども。それに加えて区役所と、保護者、地域の皆様で直接意見交換もするような場も、

これから設置していくということで今、進んでいるところでございます。最後はまた教育委員会で

諮った上で確定されていくという予定であると聞いております。 

  それから次に右上に書類番号６と書いた地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業、

これが新しい事業でございますので、これも先般のラウンドテーブルでもいろいろと御意見をいた

だいたところですので、これも御説明させていただきたいと思っております。これは福祉局から特

名で区の社会福祉協議会さんのほうに「見守り相談室」を設置をいたしまして、ここで福祉専門職

のワーカーさんや、調査員の配置をいたしまして、それで地域でのきめ細やかな見守りネットワー

クを作っていくということであります。何のために実施するかというのは機能が三つございまして、

①調査員による要援護者名簿に係る、名簿の中身を外に出していいかということの確認・名簿整備

ということと。機能②、いわゆる孤立死を防ぐということで、孤立世帯への対応と。機能③、認知

症の方が徘徊によって行方不明になるということの大きな課題への対応でございます。「（仮称）

認知症高齢者見守りネットワーク」による徘徊者保護の強化という、この三つの事項を行うための

強化事業でございます。 

  裏面にそれのイメージ図を書いておりますが、一番左に機能①要援護者の情報の整備というのが
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ございます。これは実は毎年危機管理室のほうから一定の障がいでありますとか、いろいろな課題

を持った方のリストというのは一応、今、来ておるんですけれども、実はこれを必要に応じて地域

と共有するというようなことが今後必要になってくるわけですけれども。ただそのためには、これ

は個人情報でございますので、そこに載っている対象の方の御本人の同意が要るわけですね、こう

いう情報をいろいろ行政や、また地域の団体に情報を共有していいかということの同意がないと出

すことができませんので。これが今まで非常にネックになっておりました。ですので、実際にその

対象者の方に支援が必要な高齢者の方、障がい者の方にその情報を地域なり、行政で共有していい

ですかということの確認、そういう作業をするための調査員を配置するということです。「いいで

すよ」ということで言っていただきましたら、この要援護者情報というのが地域に出ると。私はそ

ういう情報を出してもらったら困るということで不同意の場合は、これは必要に応じて区社協のワ

ーカーさんが支援をするということで。それからこれは第一義的には郵送で行う訳ですけれども、

郵送で返ってこなくて答えがわからない未回答の場合は実際にこの調査員がそのお家を訪問しまし

て、実際に面談をして「いいですか、だめですか」ということで同意の確認をして、また生活状況

も把握するという予定になっております。 

  それから機能②の孤立死を防ぐということで、いわゆるセルフネグレクトで、お掃除ができなく

てごみ屋敷状態になっているとか、また本当の単身でおられて、また福祉サービスも受けておられ

ないというような方については福祉専門職のワーカーが粘り強く訪問をしまして対応していくとい

うことで。③の徘徊者保護なんでございますけれども、これらについては大正区の場合は今も見守

り推進員さんの配置が既にありまして、旧のネットワーク推進員の流れで、見守り推進員の方々が

今、実質的にはこういう今、申し上げたようなことを各地域で非常に御苦労をいただいてケアをし

ていただいております。それと別に重なるわけではなくて、そういう今の見守り推進員の方々と連

携をしてやっていくということでございます。別に新たに何か新しい組織をするとか、新しい形を

組むとかいうことではなくて、今までの見守り推進員さん、それから高齢者食事サービスの事業に

ついては、これはこの事業と別途大正区役所のほうから今までと同様に委託のほうでいたしており

まして。それも大正区では区社協にとっていただきましたので、連携してやっていくということで

ございます。徘徊者の保護につきましても、今も各地域でこれは大正区の場合は非常に地域の御近

所の方が本当に徘徊をされる方を見守っていただいております。実際に本当に徘徊でどこか行った

場合に、そういう場合に連絡をいただいて、見守り相談室のほうも一緒になって警察であるとか、
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いろいろな協力者のところに、例えばコンビニなどいろいろなところにも連絡をしまして、そうい

う協力者の方にどこに行ったか一緒に幅広く探してもらうというようなことでのサポートでござい

ますね、そういう協力をしていくと。ですので、今まで地域でやっていただいていたことは、本当

に今までどおりやっていただいた上で、そこにいろいろなことの連携のサポートで積み重ねていく

というか、そういう形で手厚く大正区全体の見守りの機能を強化していくというイメージでござい

ますので。新たにまた何か組み直してやっていくとか、そういうことではございません。 

  それから右肩の書類番号７というのは大正区の運営方針で、これについては前回御説明をさせて

いただいたものから余り変わってはございませんので、また御参照いただければと思っております。 

  済みません、ちょっと説明が長くなりましたんですけれども、以上でございます。 

○中道議長 

  区長さん、ありがとうございました。 

  ただ今の説明につきまして何か御意見なり、御質問がございましたらよろしくお願いします。 

○別所委員 

  意見というよりも、私も公募で委員に選んでいただいたんですけれども。当初、橋下さんが各行

政区、色とりどりの２４区の大阪市にしていくという形を訴えまして、公募区長を募集し、今でも

皆さん先頭に立って頑張ってはるんですわ。その中で私も大正区をちょっとでもよくなってほしい

と思って、この場に来ていろんな意見を出させていただいております。しかし、この中で大正区の

行方に非常に関心が高いです、関わってきた中でね。昨日、大阪市を解体する条例が決まって、今

度住民投票が行われるんですけれども、今後大正区がどうなっていくのか。それを全く議論せずに。

私たちはこの中で大正区の話をいろいろ議論をしてきました。しかし大正区がなくなるかもしれな

いような時代になってきてますので、ものすごくその辺も含めて議論をしていかんと。皆さん一生

懸命、区政会議に出てきて、いろんな意見を出してきましたが、今後大正区はどうなるかという行

方がわかりませんので、その辺も含めて。まず、関わってきた責任上、区民に対しても僕はちゃん

と責任を果たすべきだと私個人的には思っています。だからいろんなことがありますけども、今後

のことも賛否いろいろあると思うんですけど、なかなかその辺のところをはっきりわかってません

ので、もっと区政会議としてもその辺の話をお聞きしていきたいなとは個人的には強く感じており

ます。 

○筋原区長 
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  いわゆる特別区の設置の住民投票のことでございますけれども、これにつきましては今、我々行

政も当然政治的に偏った発言はできません、中立ということで。それで行政的にきっちりと整理を

した事実をお伝えするというのは当然、今おっしゃっていただいたように必要がありますので、こ

れはどういう形で整理をして、当然区民の方からそういう御質問があれば行政的にもお答えできる

ところは当然、お答えをしていかないといけませんので、現在、整理をした上で、市長のほうはそ

れはまた説明をしていくということで聞いておりますので。どういう形であるのかなんですけれど

も、行政的に御説明ができれば、準備は今やりつつありますので、具体的にどういう形をとるかと、

政治的な部分と行政的な部分とをきっちり整理してやらないといけませんので、現在それを局の方

で整理をした上で説明をできるような形を考えたいと思っております。 

○別所委員 

  私は区長さんについての立場の話を言っているのではなしに、一番関心のあるところは大正区内

のバスの問題でしょ。果たして交通局はどうなっていくのか、この問題。果たして大阪市交通局が

大正区民に責任を取るのかという問題もね。今どうなるか、１時間に一本でぎゅうぎゅう詰めで大

変な状況でしょ。果たしてどう打開するかという問題も、大きな課題なんですわ。果たして誰が責

任を取るんですか。区長が一生懸命頑張っているのは否定しませんし、皆さん区長さん頑張ってい

る、頑張っているって大阪市で、区長の名前を知っている最高の区であって、高く評価をしてます

よ。しかし、私たちの暮らしは日々ついてまわるんですわ。その辺のところをきっちり積み重ねて

いかんといけないと思うんですわ。当然、こういう話も降って湧いたような話で、都構想っていっ

たら大阪、僕に言わしたら解体ですけれども。一旦消えてもうてシュッとなったらいきなり火をふ

きかえして、いきなり選挙って。もう全然日にちがない中でさっぱりわからないという状況がすご

いところなんですわ。僕は当面、大正区の足をどう守るか、その辺のところをきっちりもっともっ

と議論をしながら生活にとっては移動が最大の武器ですからね、買い物全てそうなんですわ。今、

１時間に一本じゃ、ぎゅうぎゅうで乗られないって、あんな大都市で、大阪市で２００万以上の人

口のいる中で、田舎言うたら語弊ありますけども、１時間に一本というのはバス運行をして、果た

してそれは大阪市の交通局の責任やというのを僕は強く感じています。 

○中道議長 

  他にありませんかね、私は議長という席におるので、余りしゃべられないのかなと思ったりする

んですけど。ただ今の別所さんの御意見は、今日おられる方、議員の先生方は別として、ほとんど
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の方がそういう感じでおるんじゃないかなと思うんです。仮に都構想の住民投票が行われて、賛成

が多かったりして、それが叶うように仮になったときに、おそらく大正区の姿というのはなくなっ

てしまうと思います。大正区は、港区から独立して生まれた区でありますから港区の方にくっつく

ような感じになる構想らしいですわ、もし可決されたら。しかしそれで私たちが今、おっしゃって

いるような立場でいけるのかということになると思うんです。しかしこれをどういうふうに反対、

あるいはまた賛成するほうがいいのかということが本当にわからないのが現状やと思うんです。橋

下市長さんの考えはそれをやることによって大きな財源の確保もできるしというような考えでおら

れるようでありますけれども。市長のいい面もあれば、またあかん面もあるし。私たち大正区はや

っぱりちょっと他と比べたら遅れているし、人口も少ないし、区役所でなく出張所としてここは残

るんでしょうけれども、何かあったら港区まで行かんとできへんのかというようなことも考える。

そして議員の数もそうなったら減るからええと言われたら、今の現在のままでも減らそうと思った

ら減らしたらよろしいやないかというふうな感じもするんですけど、それはいかんというふうな感

じでやっているようですし、行政と、どういいますか、あるいは公共事業に携わっている先生方の

考えと庶民とはちょっと隔たりが多いなというふうな感じもするんです。そこで党の公約の発表と

いうのではなしに、金沢先生もおいでやし、どういうふうになるのか具体的にというて、あんまり

詳しいことは時期的な問題もありますやろうから言いにくいとは思うんですけど。その辺のことを

今ちょっとおっしゃっている質問の内容について肝心なところがあったら、こことここが、こんな

んになるんやというふうなことがあったらおっしゃっていただいたらありがたいかなと思うんです。 

○村橋委員 

  ちょっといいですか、賛成、反対とか内容がどうかという話はあるのですが、区民を含めて、要

するに都構想に関して、どういうふうになるかというまず情報が第一だと思うんです。今、バスの

ことを言われて、また区役所のことも言われたんですけど、本当にそれはどういう計画にされよう

としているのかという情報をやっぱり発信するというか、とるというか。そういうチャンスをやっ

ぱりまずつくるべきだと思うんですよね。市長が説明に来ることにはなっているんですよ。それは

一つのチャンスですがね。そのほかに区民としてとか、区としてやっぱりそういう会合ではなくて

情報をとれるとか、説明に来てもらうようなことを、是非、中道議長さんとかが音頭をとるのか、

役所のほうで音頭をとるのかは別にしても、まず情報を正しく流すというところから始めないと、

個々の個別のことを幾らつっついても、きりが私はないと思うんですよね。だからまず私も中身が
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何かほとんど知りません、だからそういう状態で賛成、反対のことを言わないかんのですけれども。

まず区民に対してどういうことになるのかと、どういう計画をそれぞれ持っているのかという情報

をまずとれる機会をぜひ３月、４月とかの間につくってほしいと思うんですね、それが要望なんで

すが。だから宣伝を幾ら公明党さんとか、自民党さんとか維新の会とかしてもらっても、それぞれ

一方通行でどれが本当なのかということが私らには多分、理解できないから実際にやっぱり説明会

でこういう構想になるんだということの質問、例えば今言われた交通の問題とか、区役所の問題と

か、ほかに福祉の問題とか、いろいろあると思うんですがね。そういうところからそれぞれの町が

地域で活動をしている人からの疑問があれば、それを集約してまずそれをぶつけて、それに対する

回答じゃないけど、説明会をまずするということが第一じゃないかと私は思うんですけどね。そう

じゃないと私らも判断が非常に難しいと思うんです。いろんな疑問点が一方通行ではやっぱりそれ

は不公平だと思うしね。ぜひ情報をこちらから発信し、どういう問題を投げかけて、それに対する

回答を含めて情報をぜひ多くとれる機会をぜひ議長さんとか、役所のほうと相談をされて、ハウツ

ーを考えて、そういう会をぜひ一回ではやっぱりだめなので、できたらサブを含めて２、３回をと

るとかいうことを要望として出したらどうでしょうか。サブというのは私の意見ですが。 

○筋原区長 

  ちょっといただいた御意見でしっかり検討させていただきまして。今、枠組みにある協定書は今

もホームページで見ることができます。その中に具体的に協定書の中身としまして、例えば大正区

に属するところは名称的には湾岸区ですね。新しい湾岸区の区役所は今の現行の港区役所になる。

それで大正区役所のところは支所ということで主に窓口業務、今の区役所でいうところの１階、２

階と３階の一部ですね、そういう窓口業務等が支所で残るとか。区役所には組織もかなりそれは具

体的にいろいろなことが書かれております。その内容は本当にその内容で見て、住民投票を御判断

いただくわけですので、そういう内容というのは当然、行政としてもしっかり説明をしていかなけ

ればなりませんので。それはどういう形でするのかということを、ちょっとそれを検討させていた

だきまして、やっていきたいと思いますので、ちょっとそれだけ時間いただければと思います。 

○金沢市会議員 

  村橋さんがおっしゃったことはこれも本当にそのとおりなんですよね、まずやっぱりそのことを。

これは今、今日も議会の中でどういうふうにしていくかということが議論をされまして。統一地方

選が終わった後、新聞なんかにも一部報道されているとおり、市民の皆さんに説明をする、そうい
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うものをとっていくと。ただその取り方、中身、どこでとるかとか、この辺がまだ詰まってなくて。

やはり賛成側に有利になるものになってもいかんし、反対側に有利になるものになってもいかんし。

行政として公正なものにせなならないというんですけれども、今出てきている例えば皆さんに示そ

うとしているパンフレットの内容なんか、我々素案を見ましたけれども、かなり都構想の中身をひ

んまげて出しているような部分もありましたので。そういったところを修正をするように市長に今、

求めております。そういったことができてきた上で、皆さんに説明があると思いますので、都構想

の中身については、今ここで私が、こういうところがおかしい、と言うのはちょっとこの場では、

控えておきたいと思います。 

○中道議長 

  ありがとうございました。他に御意見が、それ以外のことで。 

○加藤委員 

  「大正 Ｒｉｖｅｒ Ｂａｓｅプロジェクト」のことで質問、最後のページのスキームと書いて

あるところなんですけれども、このスタイル、今まで何度か繰り返されている形だと思うんですけ

れども、この効果というのはどういう効果があったんですか。 

○筋原区長 

  事業スキームですか。 

○加藤委員 

  お話の中で１５，０００人ほど来客があったということなんですけれども、それ以上に何か大正

区にとっての効果はあったのでしょうか。 

○筋原区長 

  それ非常に重要な御指摘やと思います。これの先ほどの審議会の意見でもございましたけれども、

この効果が地域にも還元するようにということで、地域も活性化するということの意見も出ており

ます。今おっしゃっていただきましたように、大正区は人口の減少が一番の課題ということで、私

も区長に就任させていただいてからも、一つは集客の活性化、大規模なものを相当力を入れてやっ

てきました。これはまずイメージアップということが必要であろうということでやってきたわけで

すけれども、確かにイメージアップにもなり、いろいろな観光雑誌にもページが割かれるようにな

って。大きなイベントをやったら何万人という人がきますけれども、やはり人口の減少は止まらな

いということですので、イメージアップということではそういう集客大規模イベントは大事なんで
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すけれども、やっぱり年に１回、２回の大規模イベントをやっているだけでは、まちの日常生活と

いうのは変わらないというふうに思っております。それだけでは足らないということで思っており

ます。やはりＩＫＥＡ鶴浜も年間４００万人の集客がございますし、すぐそばの京セラドームも年

間２００万人来られてますけれども、やはりそれがこの大正区の日常と繋がらなければ、この大正

区の活性化にはならないと思っております。やっぱり外から来ていただいた方に楽しんでもらうと

いうことも大事なんですけれども、やっぱり住んでいる今の住民の方々に楽しんでいただくという

ことが一番大事なことだと思ってまして。それについては住んでいる方々が楽しんでいただけるお

店ですね、集う場所というか、そういうのがこれから大正区にはもっともっと増やしていかないと

いけないと思ってまして。それもやはりこれからの子育て世代のことを考えると４０代以下、３０

代までの方々、区民の方々が集まるそういうお店、施設というのが大正区は実はまだ不足している

んじゃないかなと思っています。ですので、思っていますのは、この川べりのところで特区をかけ

て、ここで実際にテナントに入ってもらうところで注目を集めて、その上でここを核としまして、

ここだけで完結するのではなくて、去年もリノベーションの取り組みで、これはテレビでも大きく

取り上げてもらいましたけれども。大正区内、古い長屋でありますとか、空き物件がたくさんあり

ますので、そこの家賃の安い、古い物件で、必要最小限の改修で初期投資を安くして、新しくいろ

んな事業を起こしたいという方が大正区でそういうお店を始めるとか、事業を始めるとかいうこと

をやりやすくするというサポートを行政としてもやっていきまして。この河川広場だけでなくて、

駅前、今年も平尾でもやりましたけれども、そういうところで実際に若い方々が集まれるようなお

店を幾つもポイントとして増やしていくという形でつなげていきたいと思っています。ですので、

目標的には外からの集客の方だけを求めるのではなくて、今、住んでおられる住民の方が日常生活

を楽しめる店や施設を増やしていくということがこの目的ということです。 

○加藤委員 

  昔ドームができるかとなったときのことをちょっと思い出したんですけど、当時は三泉市場とか

中心として結構期待を膨らませた部分もあったと思うんですけど、できてしまったら別に大して駅

より南側って余り影響がなかったんですよね。だからこの辺に結構な予算の割合ですけれども、当

ててというのがちょっと心配な気がしたのと。だから同じお金を使うならもっと真ん中のほうに使

っていただいて、極力、大正区内部に人が来るような努力という形で。そしたら今、先ほどもバス

とかの話も出てましたけども、やっぱり人の往来がふえれば交通局も反応するんと違うかなって、
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そういうようなビジネスライフみたいな話になってますけれども。ちょっとそういうようなところ

にちょっと力を入れてほしいなという、個人的な意見です。 

○筋原区長 

  全くおっしゃるとおりやと思っています。ですので、今回の予算の中も一部分、水都大阪と連携

をしてのプロジェクトというのは大正内港のほうも考えてます。ですので、水辺のほうで言うと駅

前の河川広場、大正内港、そして鶴浜ですね、鶴町のところもあそこも船をつけられますので、そ

ういうところを船で回るルートでありますとか、そういうことの確認をして、これは今後の中長期

的な話でありますけれども、今回の特区のところで成功しましたらそれを順次広めていって、大正

内港でありますとか、いろんなところで展開できるようにしていって、人の流れをつくっていくと

いうことで思ってますので。おっしゃるように中に、南のほうに人を流すということが非常に大事

なことやというふうに私も認識をしています。 

○高瀬委員 

  この６ページの整備イメージ図を見ましたところ、対岸ににぎわい創出空間というのが書いてあ

りますが、こちらのほうでは何か同じような計画が立ちあがったりとか、そういうことはしている

んでしょうか。 

○筋原区長 

  向かいの西区のほうは公園になってます。ですので西区さんのことなんでそれを今後どう、特区

までやるかどうかというのは別にしまして、当然連携をしてやっていくということですので、今回

の予算も４区連携ということで、西区も含めての連携措置ということにしてますので。対岸のほう

も当然一緒になってやっていきます。 

○高瀬委員 

  前回、私は質問をさせていただいたと思うんですけれども、ここをマイカーで訪れる人のための

駐車スペースというのは確保が可能なのかどうかというのを質問させていただいたと思うんですけ

ど、そのあたりはどうでしたでしょうか。 

○筋原区長 

  ちょっとそのところはこれからのプロポーザルの内容を見てからになるんですけど、ちょっとす

ぐにはアイデアがまだ出てないんですけれども。それについては、ここをどういう形で活用をされ

るかということも含めての、引き続きの検討課題としていきたいと思っています。 
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○高瀬委員 

  このエリアでは年間約２００万人を超える集客エリアであるということが書かれているんですけ

れども、この計画自体で集められるこの大正区側のこのエリアで集められる人口というのはどれく

らいを想定されているんですか、要はこの部分でのということです。 

○内山課長 

  実際に事業化されるのが来年の夏以降になると思います。今の計画どおりにいけばですけれども。

当然予算がついたりとかいろいろ事業化がついての話になりますけれども、１年目は当初年間６万

人を見込んで事業収支を立てています。そこからどういう広がりを見せるかとか、店舗の努力とか、

いわゆる区の広報の努力とかいろいろあると思いますけれども、３年先、５年先、それから先ほど

加藤委員がおっしゃった大正区の中に人を呼び込む工夫というのも１年目の経過を見ながら３年後

にはとにかく内港のほうであるとか、今、区長が申し上げましたけれども、鶴町のほうに船を回す

ここが水辺のキーステーションと。それと皆さん、御存じかと思いますけれども、北の中之島のあ

たりはもう実際に水の回廊ができて、大阪水上交通とか、水上バスとか船を桜の時期とか、秋の時

期、１年間を通してまわしているんですけれども。そういう船もつけれるような形には持っていく

計画にしています。これはすぐ３年先、５年先ということにはならないですけれども、１０年、２

０年かかるかもわかりませんけれども、そういうことも考えてます。またここが中之島ＧＡＴＥ、

先日西区の川口にオープンしたと思うんですけれども、木津川と一直線で結ぶと、船で約１０分間

で行き来ができます。ここにも人が運べますので、道頓堀のリバープレイスですね、昨年のリバー

サーカスのときに行いましたけれども、この船を１日に６往復出しましたけれども、これも満席で

あって、そういう人の往来をつくれるということが水と光の推進会議というこれの母体になってい

るところで話がされました。それとあともう一つはここがちょっとどれだけ長期になるかわかりま

せんけれども、ここがもっと大きい船がつけるようなことに大阪府の河川のほうが許可してもらえ

ると例えばＵＳＪに行ったりとか、北港ヨットハーバーに行ったりとかいうようなことも可能とな

るということです。そういうことでやっていったときに今、高瀬さんがおっしゃった駐車場の話で

すけれども、今ちょっとどういうプランづくりができてくるかというのは、今プロポーザルを受け

ている最中ですけれども、例えば多くの人が来たときに向かいのリクシルの駐車場とか、ドームと

一緒に一体となってこの辺り、大正区だけではなくて、西区も含めた面でそういう活性化について

協力をしてもらえないかなと思っています。 
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○高瀬委員 

  年間６万人ということは、１日平日で約１００人、土日で３００人程度だと思います。 

  単純に割ったらそういうことになると思うんですが、それで飲食店の運営が本当に可能なのだろ

うかというと少し私は疑問がある。それで入ってくれる店舗というのは相当苦しい経営状態になる

んじゃないのかと思いますね。そのあたり、この６万人というのは、そもそもどういう根拠なんで

しょうか。 

○筋原区長 

  済みません、これ私が今回こだわったのは、私は港湾局にもおりましたんですけれども、今まで

いわゆる大型開発の負の遺産処理というのは散々やってきて、それの対応をさんざん苦労してやっ

てきた自分の経験がありますので、最初に集客目標を立ててやるというやり方を今回とっていない

です。実は５，９００万、これは大正区の予算でいうと５，９００万って巨大な金額に思われるか

もしれませんですけど、インフラの額としては非常に少ない、一桁少ないです。中之島やいろいろ

な所と比べてもね。これはあえて仮設に近い形のインフラにしています。そういう条件でもあそこ

は堤防の外の堤外地でもありますし、そういう形で仮設に近い、事業者の負担の少ない活躍ができ

る場づくりを心掛けたつもりで、その上でそれをもってプロの民間事業者がここで、このいろいろ

な諸条件を見て、ポテンシャルを見て幾らの収支を回せるかという事業を描けるのかということで

すね。それでその事業者さんがそれでもってインフラの他にも当然、事業者さんも投資しますから、

それでどれだけの回収期間のスキームの事業期間の中で、どれだけの収支計画を立てられるのか。

そこら辺をしっかり見たいなと思います。ですので、おっしゃるようにまず事業収支やと思ってい

るんですよ。そこからの逆算の投資じゃなかったら成功しないだろうなというふうに思っています

ので、投資ありきではなくて、事業収支ありき、そこから逆算の投資じゃないといけないというふ

うに思っています。 

○御手洗委員 

  ちょっと全部同じような話というか、関わりはあると思うんですけど、事前にちょっと資料何か

も見てから今日も来ているんですけど、まずこの運営方針の概要版というのを見たときに、これも

何度か目にはしているんですけど、いきなり区の目標から始まるんですけど、まず区の課題という

ところをもっとわかるようにしてほしいな、というのが一つあるんですよね。課題に対して当然目

標があって、予算をどういうふうに使いましょうという流れだと思っているので。ちょっとその課
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題がここに出てきてもいいんじゃないかなというふうに思ってたのと、あとトータル的に見て、人

口問題ってものすごく大きなというふうに思うんですけど、先ほどの各予算、いろんな事業に対し

て予算がこうなってます、はいいんですけど、それによって防災なんかも一つの人口にかかわる話

だと思うんですけど。これをすることで、ではどのくらいの人口減少に歯止めがかけれるのかとか、

増えるのかというようなところなんかももっと資料としては表われてきてもいいんじゃないかなと

いうふうにも思います。事業なんで、一応年度ごとの形にはなっているのかもしれないんですけど、

先ほどちょっと内山さんもお話があったんですけど、例えば３年後とか、５年後というのはこうい

うふうに見ているというのもちょっともっとここに出てこないと今、ここだけの話になってしまう

んだと先がちょっと見えないので、その辺をもう少しわかるようにしていただければなと思いまし

た。 

○筋原区長 

  運営方針の詳細のほうには、課題も書いているんですけども、それはもっとわかりやすくまとめ

ます。 

  それから後は、いただいた御意見のほうはどういう形であらわすのがいいのか、ちょっと検討を

させてもらいます。 

○村橋委員 

  二点だけちょっと載ってない分ですけど、この前、地下鉄の話を１０月に聞いて約半年になるん

ですが、あのときに最終的には今だめなんですが、国の国交省の５年計画の何とか計画というもの

の俎上に上がらないと、また５年間はもうゼロしか要求もできないということをお聞きしてまして。

その辺が区長が動かれて来年度以降、５年間の計画の中に俎上に載ったのか、載らなかったのかと

いうことを教えてほしいのが一つ。 

  もう一つ、防災に強い区を作ろうということで、いろんな見守り隊とか、共助とか、近くで近助

とか、いろんなソフト面をいろいろやっていただいて非常にいいと思うんですが。一番初めに大事

なのはやっぱり情報だと思うんですよね。見ると防災マップなんかに防災サイレンか、スピーカー

というのがあって、学校に聞きに行くと自動的にスイッチでサイレンが鳴るということを聞いて。

防災マップでみると小学校、中学校、高校の屋上についているのがわかりまして、あれは一体何メ

ートルまで届くのかなということがちょっとわからなかったので、いろいろマップにコンパスを入

れて３００メートルくらいでやると、大正区の中でだいぶ聞こえないエリアがあるんですね。ぜひ
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防災に強い区にするんだったら、そのハードをちょっとずつ増やしていくという予算をぜひとって

いただきたいと思うんですが。ちょっとこれで見えなかったものですから、やっておられるかもし

れませんが、その二点だけ。 

○筋原区長 

  地下鉄の関係のほうは、これは今、国の関係のもろもろの計画の中に入った状態というのは変わ

っていませんので、それは変わってないです。ですので今、交通局とまたやりとりをしておりまし

て、要望書のほうも出す段取りでしております。 

  それから二点目はおっしゃるとおり、それも本当に大きい課題というか、家族でも同じ意見があ

って、やっぱり聞こえないんですよね、現実問題としてはなかなか。窓を閉めていたりしましたら、

なかなか聞こえなくて、今これは大阪市全体的に危機管理室のほうが今、とりあえず２年計画で大

正区はあまりないんですけど、例えばほかの区であると堤防が液状化等でもたなくて、川の水がざ

っと入ってくると。１０分以内に危ないというようなところがたくさんあったりしますので、そう

いうところを勘案して優先順位をつけまして、２年計画でスピーカーを、本当はデジタルがいいら

しいんですけど、すぐデジタルはいかないので、アナログの方式でも極力聞こえる性能のいいスピ

ーカーにするということで、それは億単位で予算をとってやっております。ただもう一つの心配は、

幾ら優れたスピーカーであっても、災害時にどこまでそれが生きるのかということもありますので、

だから一方でやっぱりスピーカーや警報とは関係なく、やっぱり１分以上揺れると津波がくるので

１分たったらすぐ避難してくださいねということの啓発を、両方大事ですので、一方で同時にやっ

ていくということで頑張っていきます。 

○村橋委員 

  電池がないんですかね、蓄電池じゃないんですか。 

○筋原区長 

  ちょっとそれがどこまでの状況までいけるかというのもちょっと確認していきますんですけれど

も、全部が確実に機能するかといったらちょっと心配なところがありますよね。 

○村橋委員 

  スピーカーの声を大きくするんじゃなくて、場所的に新しく作らないといけないのでは。 

○金沢市会議員 

  実は今の防災スピーカーにつきましては、３年ほど前にも整備し直していかなあかんという議論
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があって、やるという方向は決まっておったんですけれども。この都構想の議論が出てきて、区役

所の位置がどこにするか決まらないということで３年間放ったらかしにされておりました。先日大

雨が降ったときに川が氾濫をしたときに、危険があったときに聞こえないということで、このまま

じゃあかんということで、去年早く整備をせないかんということで。今、２６年度聞こえないとこ

ろはどこか。全部を聞こえるようにするにはどうしたらいいかということを１年かけて調査をしま

して、移設せなあかんのが５９個かな。後、増設で今、４４４個あるんですけども１２１個くらい

かな、そのくらいを増設せないかんということになりまして、この２７年度これからと、２８年度

の２年間で整備していくと。こういうふうに今なりましたので、だからちょっと遅れはしたんです

けども、とにかくそういう危険な部分をどんどんやっぱり市民の命、財産にかかわるそういう問題

は放っとかれないじゃないかということで今、整備していっておりますので。本来やったら今、で

きてないかんのですけどね、ちょっと遅れたという。 

○村橋委員 

  全部蓄電池が。 

○金沢市会議員 

  もちろんバッテリーでなっておりますのでね、その辺も心配ございません。 

○中道議長 

  ありがとうございました。いろいろ御意見を出していただきましたけれども、予定をしておりま

した時間が参りましたので、この辺で議長の席を終らせていただきたいなと、こう思いますので、 

川見課長、よろしくお願いいたします。 

○川見課長 

  中道議長、どうもありがとうございました。 

  それでは最後に筋原区長より御礼の御挨拶を申し上げます。 

○筋原区長 

  皆さん長時間、熱心な御議論をどうもありがとうございました。いただいた御意見をもとにしま

して、この２７年度、実際の予算をどういうふうに実行していくかということも含めまして、しっ

かりと検討し、対応させていただきたいと思っておりますので今後ともどうぞよろしくお願い申し

上げます。本日は長時間ありがとうございました。 

○川見課長 
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  お時間が参りましたので、本日の大正区区政会議はこれで終了いたします。ありがとうございま

した。なお、お帰りの際は２階の駐車場側玄関を御利用ください、どうもお疲れさまでした。 

  ありがとうございました。 

―了― 


