
1 

平成２７年度第１回淀川区区政会議 

 

日 時：平成２７年７月１３日（月） 

   午後６時３０分～午後８時２８分 

場 所：淀川区役所５階 

    ５０１～５０３会議室 

 

 ◎出席者氏名（敬称略）  

（区政会議委員）  

今田 正(議長)，牛島 淳勝(副議長)，山本 喬一，田中 幸恵，嘉悦 靖人，  

三前 栄，三田 和夫，山本 隆章，森田 清輝，小澤 明，泉水 清，越智 敏行， 

辻川 松子，丸山 麻樹子，横山 和徳，山守 貞之 

（市会議員）  

寺戸 月美,市位 謙太，山下 昌彦，北野 妙子，杉田 忠裕，  

（区役所）  

榊 正文(区長)，渋谷 靖(副区長)，中園 秀人(総務課長)，西 徹(政策企画課長)，  

新井 知恵(市民協働課長)，榊原 幸一(教育支援担当課長)， 

上西 秀樹(窓口サービス課長)，淺雛 義直(保険年金担当課長)， 

萩野 広子（保健福祉課長)，岸本 恭彦(生活支援担当課長)， 

嶌岡 理恵(保健・子育て支援担当課長) 他  

◎意見を求めた事項  

（1）平成26年度淀川区運営方針の振り返りについて 

（2）平成27年度淀川区運営方針の改正について 

（3）その他 
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◎平成27年度第１回淀川区区政会議会議録  

 

○西政策企画課長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成２７年度第１回淀川区区政会

議を始めさせていただきます。 

 私は、本日の司会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。 

 委員の皆様方には御多用中のところ、また非常にお暑い中、御臨席賜りましてまこ

とにありがとうございます。 

 それでは、初めに区長の榊より御挨拶申し上げます。よろしくお願いします。  

○榊淀川区長 

 皆様、こんばんは。区長の榊でございます。本日はお忙しいところ、また夜間にも

かかわらず皆様お集まりくださいまして本当にありがとうございます。また、今日は

市会議員の先生方、皆様フルラインアップでそろっていただいて本当にありがとうご

ざいます。 

 今年の第１回ということになりますが、今回の会議につきましては、平成２６年度

の区政の振り返りということに関してでございます。資料をお手元に送らせていただ

いておりますが、それに関して御意見をいただくということを考えております。前回

から以前に資料をお送りさせていただいて、それで事前にいろんな御意見とか御質問

はいただいておりまして、そういったところを皆様に御披露させていただきながら、

また平成２７年度にどうつながっているかというところについてもあわせて説明をさ

せていただきながら御意見を頂戴するというふうな形になると思います。本日もどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、お手元の資料のほうを確認させていただきます。着座にて失礼させてい

ただきます。 

 まず、第１回淀川区区政会議次第、それと２枚目以降ですけれども、淀川区区政会

議委員名簿、座席表、配付資料一覧と書いたもの、資料１、平成２６年度淀川区運営

方針自己評価シート、以下様式１から４までわたっております。様式４は最後Ａ３の

縦長の資料となってございます。よろしゅうございますでしょうか。 

 それとあと資料２、運営方針の達成状況というものでＡ３の横長のものでございま

す。資料３、平成２７年度運営方針の改正、資料４、事前にいただいた御意見につい

てＡ３の縦長のものと、あと参考資料、参考と書いている淀川区内保育施設の定員充

足率と表題がついているもの、これが資料の４に該当するものでございます。資料５、

福祉バス廃止に伴う今後のあり方検討会について、資料６、淀川区区政会議委員候補

者の推薦について、資料７、区政会議の部会の開催について、あと、よどマガ、ＹＯ

ＤＯ－ＲＥＰＯと淀川区でこしらえております広報誌のほうをお配りさせていただい

ておりますけれども、不足等ございませんでしょうか。ありましたら、挙手いただき

ましたら事務局の者が持ってまいりますのでよろしくお願いします。大丈夫でしょう

か。大丈夫ですね。 

 それでは、本日の出席委員につきまして、紹介のほうは省略させていただきます。

お手元、先ほど申し上げました区政会議委員名簿と座席表をつけておりますので、そ

ちらのほうを御参照いただけますようお願いいたします。 

 なお、本日、浦田委員、松坂委員、高石委員、長尾委員、森本委員、松田委員にお

かれましては欠席と伺っております。あと田中委員と小澤委員がちょっと遅れておら

れるようです。ただいま区政会議委員２２名中１４名が御出席いただいております。

定数の２分の１以上の委員が出席でありますので、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。また、傍聴される方は現在１名となっております。  

 続きまして、淀川区選出の市会議員に御出席いただいておりますので、当番幹事順
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に紹介させていただきます。寺戸議員でございます。 

○寺戸議員 

 お疲れさまでございます。 

○西政策企画課長 

 市位議員でございます。 

○市位議員 

 お疲れさまでございます。 

○西政策企画課長 

 山下議員でございます。 

○山下議員 

 お疲れさまです。 

○西政策企画課長 

 北野議員でございます。 

○北野議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 杉田議員でございます。 

○杉田議員 

 こんばんは。いつもお世話になります。 

○西政策企画課長 

 続きまして、区役所の職員につきまして、紹介のほうは省略させていただきます。

お手元の座席表に職員名と役職をつけておりますので、御参照ください。 

 なお、今、田中委員が到着されましたので、現在２２名中１５名出席ということに

なっておりますので、先ほど出席者数を訂正させていただきます。現在１５名出席と

いうことになっております。 
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 なお、本日の議題に入る前に連絡事項がございます。 

 資料の６をご覧いただけますでしょうか。 

 現在、区政会議委員に御就任いただいている皆様につきましては、本年９月３０日

をもちまして任期満了を迎えられることとなります。つきましては、次の任期となり

ます平成２７年１０月１日から平成２９年９月３０日まで委員に御就任いただく方の

候補者の推薦を７月１０日に地域活動協議会宛てにお願いしておりますので、御参考

までに御報告いたします。また公募の委員の方々につきまして、また改めて御案内さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料７をごらんください。 

 先般、委員の皆様のほうへ「教育・子育て部会」「安全・安心なまち部会」「コミ

ュニティ力向上部会」について御案内させていただいておりますけれども、ごらんの

日程で開催したいというふうに考えておりますので、どうか御出席のほうよろしくお

願いいたします。 

 以上、事務局からの報告ということでございますので、続きまして、次第に沿いま

して議題のほうに移らせていただきます。 

 なお、この会議でございますけれども、午後８時３０分をめどに終わってまいりた

いと考えておりますので、御協力いただけますようお願いいたします。 

 ここからは今田議長に進行をお願いいたします。 

○今田議長 

 それでは、議長を御指名いただきました今田でございます。 

 皆様本当にお暑い中、お越しをいただきましてありがとうございます。また、前回

３月３０日から、それから統一地方選やら都構想の選挙と、選挙ばっかりでこの区政

会議は開かれませんでしたけれども、きょうは平成２６年度の淀川区の運営方針の振

り返りということで御審議をお願いいたします。 

 先ほど司会のほうから言われましたように８時半には終わりたいと思いますので、
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皆さん方、御協力のほどお願いいたしたいと思います。それでは座って進行させてい

ただきます。 

 それでは、次第に則りまして、議題を進めさせていただきます。 

 まず、平成２６年度淀川区運営方針の振り返りについてを議題といたします。  

 事務局より各資料に基づきまして説明をいただき、後ほど委員の皆さん方々から御

意見をいただきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。  

○西政策企画課長 

 それでは、改めまして政策企画課長の西でございます。 

 資料１をご覧いただけますでしょうか。平成２６年度淀川区運営方針の振り返りに

ついて御説明いたします。 

 毎回、この会議で説明しておりますので、繰り返しにはなるかと思いますけれども、

運営方針とは、目指すべき将来像を念頭に置きながら、現状を把握し、目指すべき将

来像と現状との差とのギャップが生じている要因を分析して、その課題をあぶり出し

ながら、課題解決に必要な具体的な方策を示し、その方策の有効性や成果を評価して、

さらに必要な改善や見直しを行って今年度以降、あるいは次年度以降の事業計画・実

施につなげていくことを目的に毎年作成しているものでございます。 

 プラン（計画）、ドゥー（実行）、チェック（評価）、アクション（改善）、この

４つのプロセス、その頭文字をとって呼ばれる「ＰＤＣＡサイクル」、それの徹底を

図ろうとするものでございます。 

 今回議題としておりますのは、平成２６年度の運営方針に基づいた取り組みにおき

まして、１年間を私どもも振り返り、その成果と今後取り組みたいこと、さらには解

決すべき課題と今後の改善方向について、区役所として自己評価したことに対しまし

て、委員の皆様方から御意見を頂戴しようというものでございます。 

 まず、資料１の様式１をご覧いただけますでしょうか。 

 これが平成２６年度の運営方針の自己評価結果を総括したものとなってございます。  
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 １年間の取り組みの成果といたしましては、淀川区の将来像であります「子育てし

やすく、つながりのある、安全・安心なまち」の実現に向けて訪問型病児保育に取り

組んでまいりましたほか、性的少数者であるＬＧＢＴに関する施策などを全国に先駆

けて展開してまいります、また、その成果につきましても着実にあらわれてきている

ものと考えておるところでございます。 

 一方で、防災・防犯対策などにおきまして、目標に達していない戦略もございます。

今後は、こうした成果が十分でない取り組みにつきましても、その課題を分析しなが

ら解決に向けて取り組み、それぞれの戦略の着実な実行につなげていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 次に、解決すべき課題と今後の改善方向といたしまして、「安全・安心に暮らせる

まち」のうち「防災対策」におきましては、地域防災力の向上を図るために、防災ア

プリの普及などに向けた積極的なアプローチと周知を図っていくこと、また防犯対策

におきましては、区民の防犯意識向上を図るため、声かけなどの個別啓発の充実や、

民間駐車場に対する防犯カメラ設置支援など、犯罪を起こしにくい環境整備を早急に

進めていくこととしておるところでございます。 

 「子育て世代が住み続けたいと思うまち」につきましては、学校教育の支援として、

子どもの学力や体力の向上に向けて、平成２７年度では新たに「淀川区小学生補習充

実事業」に取り組むなど、子どもを取り巻く教育環境の充実を図ることとしておりま

す。 

 「住民が主体となって運営されるまち」といたしましては、地域における事務作業

などに対する負担感であるとか、ＣＢ（コミュニティビジネス）・ＳＢ（ソーシャル

ビジネス）の取り組みなど、改善を要する課題があるのも事実でありまして、また目

標と乖離した状況にあるということになっております。今後は地域特性を生かした活

動支援にも取り組んでいくこととしております。 

 また、これらの課題解決に当たりましては、あらゆる機会を通じて区民の皆様の声
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を聞いて取り組みに生かしていきたいと考えております。 

 また、今年度から区の広報誌であります「よどマガ」を全戸配布に切りかえており

ます。区の取り組みや、またその取り組みの意義、活動内容についての説明責任を果

たしていくこととしておるところでございます。 

 なお、この平成２６年度の運営方針の個別の戦略や取り組みを振り返ったものが、

お手元の資料の様式４（Ａ３縦長）のほうに、具体的な取り組みの目標達成状況や戦

略の進捗状況、アウトカムの達成状況などを示しております。また、これらを総括し

たものが様式２、また達成状況をまとめたものが様式３となっております。 

 また、経営課題ごとに目標を達成した取り組みと、まだ目標を達成していない未達

成の取り組みに分けて整理させていただいたものが、Ａ３横長の資料２のほうでござ

います。とりわけ目標が達成できていないものにつきましては、課題を解消できない

まま取り組みを進めてきたということでございまして、その課題解決が肝要であると

いうふうに我々考えております。ご覧のように平成２６年度の取り組み、目標の達成

の状況、課題と解決策という形で、この資料のほう、括弧で囲んでわかりやすく我々

整理を試みたものでございます。委員の皆様におかれましても、事前にこの資料はお

送りさせていただいているところでございますが、主にこの目標未達成の取り組みに

ついて御意見をいただきまして、今年度、さらには来年度以降の区政運営に反映させ

ていきたいと考えているところでございます。 

 また、平成２７年度運営方針とこの運営方針達成状況と書いておりますこの資料２

の課題と改善策は、一定整理されて、連携した形で作成しておりますので、平成２７

年度の運営方針とこの課題と改善策というのが一応関係あるものとして、我々整理さ

せていただいているところでございます。 

 続きまして、委員の皆様より事前に頂戴しております御意見について回答させてい

ただきたいと思います。 

 資料の４をごらんいただけますでしょうか。事前にファクスや電話等によりまして、
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合計９件の意見、質問を頂戴しております。ありがとうございます。 

 先ほど、どうしても課題があると考えている取り組みについて御意見をいただいて

いたと申し上げましたけれども、いただいているこの御質問、御意見、我々が既に改

題解決済みと思っているような取り組みにつきましても、示唆に富むような御意見、

御指摘を賜っているところでございます。ありがとうございます。 

 この資料に沿いまして、それぞれ担当のほうから順番に説明を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。 

○新井市民協働課長 

 資料４をご覧ください。質問を読み上げさせていただきます。 

 質問項目１、防災計画の配布と地域集会所の対応整備。 

 運営方針１－１－１、区地域防災計画の改定・周知。 

 質問内容、防災計画を１８地域に配布したほうがいい。また、ひとり暮らしの老人

は学校が避難所として開設する前に身近な地域集会所に予備避難をされるため、その

対応方法についても整備する必要がある。 

 回答を申し上げます。 

 今年度改正する区地域防災計画については、防災講座や防災訓練などで周知し、区

役所の窓口に置き、淀川区役所ホームページに掲載を行うとともに、地域活動協議会、

連合長会の皆様方にも配布いたします。 

 地域集会所は、小学校等のように災害時避難所に指定されていませんが、過去の台

風時などに地域の皆さんの御厚意により、地域集会所で避難者を受け入れていただい

た事例があります。淀川区では１８地域で、それぞれの地域の皆さんに議論いただき、

高齢者が多い、高層建物が多い、避難所の位置が偏っているなどの地域特性に応じた

地区防災計画の策定を予定しています。 

 地域集会所への予備避難につきましては、地区防災計画策定に向けた議論の中で、

地域特性を考慮した避難方法として地域の皆さんで整理していただきたいと思います。  
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○萩野保健福祉課長 

 引き続きまして、質問事項の２に移らせていただきます。保健福祉課の萩野です。  

 災害時要援護者支援事業の進捗状況につきまして、運営方針１－１－４、災害時要

援護者支援事業でございます。 

 質問内容でございますが、評価結果の取り組みは予定通り進捗とのことですが、西

中島地域に関しては、町会から提出された名簿は歯抜け状態で、予定どおりではあり

ません。他地域や区全体としては予定どおりなのでしょうか、ということで、回答と

しましては、平成２６年度淀川区全体で新たに２，２７６人の希望、登録希望者があ

りまして、年度末の登録者数は１万２，３２２人となりまして、目標の１万２，００

０人を達成できましたので、区全体の数としては予定どおりの進捗というふうに考え

ております。 

 ただ、やはり西中島地域も含めまして、全体的に見まして予定どおり進捗している

地域、していない地域とばらつきがございます。平成２５年度からスタートしており

ます本事業、当初の同意書ですが、地域の方々に集めていただいたという経過がござ

いまして、回答要旨にもありますように思ったように同意書が集まらなかった地域が

あるというのも事実でございます。やはり地域の支え手の高齢化ですとか、キーパー

ソンになられる支援者の減少、見守り体制の課題等がある状況でございます。しかし

ながら数としましては、結果、合計数といたしましては、取り組み予定どおり進捗し

たというふうに考えております。区役所としましても今後、事業の周知に努めていき

たいというふうに思っておりますし、また今後各地域への啓発も含めまして、皆様に

御理解いただけますよう区役所とこの事業の受託者でございます社協とともに出向か

せていただいて事業の説明を実施していきたいというふうに考えております。  

 このお話の続きで、今年度のことでございますけれども、このでき上がりました地

図や名簿につきまして、どういうふうに活用するのかというふうな御質問もいただい

ているところなんですが、やはり要援護者と支援者をどう結びつけていくのか、また
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災害が起きた際の共助という部分で活用いただけるようにリスクの高い方から個別の

支援計画を立てていくことが目標でございますので、申し添えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○新井市民協働課長 

 質問項目３に移ります。市民協働課長の新井です。よろしくお願いします。  

 ３番、図上訓練の早期実施とＪＲ新大阪駅の津波避難施設協定。 

 運営方針１－１－６、帰宅困難者対策事業。 

 アンケートの早期実施、そして新大阪駅周辺事業所による図上訓練を早期に実施し

て欲しい。よどマガ６月号５ページに、津波避難施設の協定締結の記事が掲載されて

いますが、ＪＲ新大阪駅は協定締結されているのでしょうか。 

 回答、昨年度はアンケートができませんでしたが、今年度は新大阪駅周辺事業所に

よる図上訓練などで帰宅困難時の行動の理解度をアンケートで把握します。  

 新大阪駅周辺事業所による図上訓練の実施につきましては、平成２７年度の取り組

みとして様々な業種の方々で構成するワーキンググループを設置し、避難誘導や情報

提供などの帰宅困難者対策を想定した図上訓練を行ってまいります。 

 地下鉄東三国駅、新大阪駅、西中島南方駅は、津波避難施設の協定書を締結しまし

たが、ＪＲ新大阪駅につきましては、ＪＲ西日本が独自で鉄道利用者４，０００人の

避難スペースを確保する計画を立てているため、協定締結は行っていません。今後、

帰宅困難者対策の取り組みの中でＪＲと調整を行ってまいります。 

 続きまして、質問項目４に移らせていただきます。 

 防災対策について意見。 

 運営方針１－２－１、地域防災力向上支援事業。 

 質問内容、これまで５０数年、区民の生活を脅かす大きい災害事例が起こってこな

かったが、昨今、国の内外で大きな地震災害や台風に伴う災害が起きている。当区に

おいて、防災リーダーの平均年齢は高く、大きな問題である。ただし、地域において
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は地域をよく知る熟年者が必要であることは言うまでもない。このようなことを鑑み、

防災リーダーの定年制を導入し、今までの経験者をそれで終わりではなく、さらに活

用する場をつくり、若手リーダーの育成が急がれるのではないか。その意味では、達

成状況Ａは疑問に思う。 

 回答、防災リーダーは地域の実情に合わせて、町会で２名を基準に選出いただき、

消防署の指導のもと、地域での訓練などでその技術を培っています。淀川区の防災リ

ーダーの平均年齢は６１歳ですが、地域事情に精通した方が防災リーダーに必要な人

材であることは言うまでもありません。よって、防災リーダーの定年制の導入は検討

していません。 

 一方、現在、区内６中学校のうち、美津島中学校で中学生による防災リーダー隊が

結成され、地域の訓練などへ参加しています。また年度内には二つの中学校で防災リ

ーダー隊が結成される予定になっています。こうした若い力を地域事情に精通した防

災リーダーとが協力し合って、地域防災力の維持・向上により、地域防災活動の裾野

が広がるものと考えています。 

 なお、アウトカムはＡ評価ですが、避難所が順調に確保できていないために、戦略

の新着状況はＢ評価としています。 

 次に、５番に移らせいただきます。 

 防犯カメラの設置場所。 

 運営方針１－３－５、犯罪抑止に配慮した都市環境づくりの促進。 

 淀川区内で設置された４０台の防犯カメラの中で、７台が西中島地域に設置された。

そのうち４台は２台ずつ同一交差点に設置されており、別の２台は平成２３年度に府

警本部が設置した防犯カメラの極めて近接して設置されており、効率的な配置とはい

えません。なぜこのように設置されたのか疑問です。 

 回答、西淀川区、淀川区、東淀川区の３区、３警察署が淀川３区防犯プロジェクト

を立ち上げ、３区で１００台の防犯カメラを設置し、平成２７年３月１日より稼働し
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ています。防護カバーで見えにくいですが、設置したカメラは一方向型で、警察も同

様の形式で固定式です。そのため、警察の防犯カメラと、区の防犯カメラの画像の組

み合わせが効果的な画像になるよう、双方のカメラの撮影調整を行い、設置していま

す。 

 防犯対策を行うときは、地域の皆様の声を聞きながら進めてまいります。なお、こ

の防犯カメラの画像を活用し、５月１３日にひったくり犯が逮捕されました。  

○榊原教育支援担当課長 

 市民協働課教育支援担当課長、榊原でございます。よろしくお願いします。  

 質問の６番について回答いたします。 

 質問項目、学校施設開放について。 

 運営方針２－１、学校教育の支援。 

 質問内容、現在、運動場照明機器の使用制限があるため、球技等の夜間使用ができ

ないので飽和状態。改善できませんか。子どもたちも安全にスポーツができ、大人も

使用できる。運動場の照明機器が使用できれば、下記の課題にも運用できる。  

 回答、学校体育施設開放事業としての学校の運動場の夜間使用につきましては、各

学校の運営委員会に配布しています「平成２７年度大阪市淀川区学校体育施設開放事

業実施手引き」でグラウンド照明施設設置校における夜間開放は、原則として土・

日・祝日で月６回以内（年間５０回まで）、午後６時から午後９時までとすると定め

られています。 

 これは近隣住民への配慮や学校施設管理の観点から教育委員会事務局が定めたもの

ですが、現時点、近隣住民への配慮を考えますと、現状を維持することが望ましいと

思われます。 

 一方、体育館等屋内施設におきましては、現在も各学校の体育施設開放事業運営委

員会と学校長の協議により、平日も含めて午後９時まで使用することができます。今

後も「大阪市淀川区学校体育施設開放事業実施手引き」に基づいた実施をよろしくお
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願いいたします。 

○新井市民協働課長 

 質問７、市民協働課長、新井です。 

 ７番、運動場の照明機器の使用（上記の続き）。 

 運営方針１－２－１、地域防災力向上支援事業。 

 質問、災害が起これば、ライフラインは止まると思われるが、平日「夜間防災訓

練・避難所開設訓練・防災リーダー実技訓練」等も２時間程度で行うことが可能です。

ほかにもいろいろと地域で活用できると思われます。 

 回答、地域防災訓練につきましては、地域の皆さんが主体で訓練プログラムを決め

ていただいており、訓練時間帯もまちまちですが、その大半は日中に実施されていま

す。しかしながら、災害はいつ発生するかわかりませんので、御指摘の夜間訓練も非

常に有効な手法であると認識しています。今年度は既に各地域において訓練がスター

トしていますが、今後訓練が行われる地域において提案させていただきます。  

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 保健・子育て支援担当課長の嶌岡でございます。 

 私のほうから№８、育児休業に係る保育園の制度について御説明いたします。  

 運営方針２－２、子育て支援。 

 埼玉県で出産した母親が育休に入った場合、上の子が保育園に通う０から２歳児を

３カ月後に退園させるのは違法だとして、保護者が市を提訴した件で、各市町村によ

って待機児童数が違うため対応は異なるようですが、大阪市、特に淀川区の現状がど

のような方針なのか、職場復帰するときの再利用優遇措置はあるのか、という御質問

ですが、回答といたしまして、埼玉県所沢市では、保護者の育休取得後、３カ月で退

園という扱いですが、大阪市では出生したお子様が満１歳の誕生日を迎える年度の３

月末まで継続入所を認めておりまして、これまでに問題となった事例はございません。  

 それと今、育休に係ることは以上でございますが、待機児童のお話も出ております



15 

ので、淀川区の保育の現状について少し簡単にお話ししたいと思います。 

 お手元に資料があるかと思いますが、右側に参考と書かれております資料をご覧い

ただきたいと思います。 

 まず、淀川区内の保育施設の定員充足率というのがあるかと思いますがよろしいで

しょうか。こちらご覧いただきましたら、左が市立保育所、これは公設置、民営も含

めまして淀川区内には７カ所あるんですが、９８．４％とほとんど埋まっております。  

 それから右側が私立保育園、これは淀川区内に１７カ所ございますが、１０１．

３％ということで定員以上に埋まっている状況です。 

 それからまた下のグラフですが、淀川区の保育所・幼稚園児童数の推移となってお

りますが、保育所のほうが実線のグラフで、幼稚園が点々になっておりますが、ごら

んのように平成２２年度を境に保育所の入所児童が幼稚園を上回っております。保育

ニーズは年々高まっているというのが実情でございます。 

 それから裏面のほうをご覧ください。 

 こちらは淀川区の保育所入所保留児童数の推移を棒グラフで表しているものです。

いわゆる待機児童と申しますのは、厚生労働省の基準によって決められておりますが、

ここにあります入所保留児童と申しますのは、保育所に入所したいと申し込みをした

が、空きがなくて入所できない子どもがいるという、その子どものことです。ご覧の

ように、平成２３年度から平成２６年度まで、大変年々増加が著しくて、平成２６年

度は、２７１人と２４区でトップの数字となりました。平成２７年度は少し下がりま

して、これは１８６人となっております。トップということにはならなかったんです

が、２４区では３番目に多い数字となっております。平成２７年度は平成２６年度と

比べて、約９０人ほど減となっております。これは保育所、それから小規模保育施設

が幾つかできたため、その影響もあるかと思いますが、なかなか今後も保育ニーズに

どれだけ対応していけるのか、保留児童がどれだけ減に向かっていけるのか、大変し

んどい状況ということには変わりはございません。 
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 それからその下、保育所未入所児童の地域分布というのがございます。ここはちょ

っと表現が未入所児童とありますが、これは先ほどの保留児童と同じで、各地域、町

名に落とし込んだものとなっております。 

 平成２７年４月１日現在は、先ほど１８６人と申しましたが、ここは６月５日現在

の数となっています。ちょっと字が小さくて恐縮なんですが、合計のところをご覧い

ただきますと、１８６人からこれは２１６人になっております。ですので、４月、５

月と２カ月少しで、またかなりの数、待っておられる方がおられるということです。

この表の見方なんですが、例えば一番右の上の十八条という町名のところなんですが、

１５と０という数字がございますが、上の１５というのは３歳未満の数、下が３歳以

上の数、ですので、１５と０を足した数がここの地域で保育所を待っておられる方の

数になります。ですので、１５人が待っておられるということです。 

 このようにして見ますと、地図の真ん中、新高が１９と２ということで足して２１、

それからあと、三国本町も１６と３で１９、それから西宮原、西三国、東三国、この

あたりが大変待っておられる方が、要は入所保留児童が多いというふうになっており

ます。地図の左のほうが少し少な目になっているかと思います。 

 秋から次の年度の４月１日入所の子どもたちを募集いたしますので、今からどんど

んとこの入所保留児童数が増えていく傾向にあるかと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○新井市民協働課長 

 質問９、市民協働課長の新井です。 

 ９番、自転車に対する道路交通法の改正について。 

 運営方針４－２、市民協働型自転車利用適正化事業。 

 質問、６月１日に施行された自転車に対する道路交通法改正について、小中学生の

子どもや自動車免許所有者は警察の講習に任せてもいいが、高齢者や自動車免許のな

い女性に対して、具体的な交通ルールの解説を広報で情報発信してほしい。  
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 回答、６月１日からの改正道路交通法で、危険な自転車運転を繰り返す人に対して、

自転車運転者講習制度を義務づけることになりました。自転車交通ルールの改正内容

につきましては、よどマガ２月号や淀川区役所ホームページ、地域安全、防犯チーム

の活動報告「チャーリー通信」でも掲載してきましたが、自転車の安全利用を促すた

め、自転車運転者講習の対象となる１４項目の危険行為について、警察と連携しなが

ら区役所の関係部署や社会福祉協議会等とも協力して、高齢者等が集まる講座や研修

時の機会を捉えて、幅広く周知してまいります。 

○西政策企画課長 

 済みません、先ほどこの資料４のほうですが、質問２のほうでちょっと落丁したも

のをちょっと事前に配っており、まことに失礼いたしました。後ほど差しかえさせて

いただいたものをちょっと改めて質問内容を繰り返して読ませていただきますが、評

価結果の取り組みは予定どおり進捗とのことですが、西中島地域に関しては、町会か

ら提出された名簿は歯抜け状態で予定どおりではありません。他地域や区全体として

は予定どおりなのでしょうかという質問内容でございましたが、先ほどご覧いただい

てたものからちょっと落丁しておりました。まことに失礼いたしました。今、お手元

に改めてお配りしたものでご覧いただきますようお願いいたします。 

 それとあと、小澤委員が到着されました。現在、出席委員１６名となっております

ので、報告させていただきます。 

 じゃあ、議長、済みません。 

○今田議長 

 それでは、以上の説明について委員の皆様方から御意見を頂戴いたしたいと思いま

す。 

 事前にいただいた意見ということで、この回答に対して何かまた意見もございまし

たら言っていただければありがたいと思います。 

 それでは何か御質問ございませんでしょうか。 
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 三田委員。 

○三田委員 

 項目５番の防犯カメラの件なんですけれども、平成２３年に府警本部さんがつけら

れた防犯カメラはドーム型で全方向をコントロールできると。我々町会でもつけよう

としたんですけれども１台１，０００万円ぐらいすると言われて、我々はそれを知ら

なかったですけれども、これによると固定式になっているということなんですけれど

も、固定式でもやっぱり１，０００万円ぐらいかかるんでしょうか。その辺はどうで

しょうか。もし、その１，０００万円もかかるようだったら、例えば我々、今町会で

つけているのは１台２０万円ぐらいですから、もしその固定式で１，０００万円もす

るんだったら我々がつけているような１台２０万円ぐらいのやつを５台、６台つけた

ら全方向カバーできるでしょうから１００万円から１２０万円ぐらいで費用が抑えら

れるので、そのほうが効率的じゃないかなと思うんですけれども、その辺はいかがで

しょうか。 

○石崎相談調整課長代理 

 済みません、市民協働課の課長代理の石崎でございます。 

 今の御質問でございますけれども、御質問いただいた防犯カメラの単価でございま

すけれども大体３０万円ぐらい、ですから２５万円ぐらい３０万円ぐらいというふう

に御理解いただければ結構かと思います。先ほどおっしゃいましたような高額なカメ

ラはつけておりません。 

○三田委員 

 わかりました。我々町会でつけるときに、防犯カメラをつけるに当たって、どこが

いいのか、淀川警察さんに相談しながらアドバイスを受けて設置することにしたんで

すけれども、やはり一番いいのは交差点、３差路のところで、どこにつけたらいいか

なというので町会の役員の方といろいろ実地検証して、結局一番ベストな位置は信号

灯か、もしくは道路標識ということになって、それぞれ警察さん、それから建設局さ
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んにつけさせてほしいと要望したら、結局なんやかんや言われて一切だめだというこ

とで拒否されました。仕方なく我々近隣のビルにつけさせてもらって、角度はよくな

いんですけれども、そういうつけ方をしたんですけれども。つけて運用し出すと、や

れ事件が発生したと、画像を貸してほしいと盛んに警察さんから言ってくるんですね。

それだけ活用されるのであれば、我々当初要望していたその信号灯とか、道路標識で

すか、そういうところに当初からつけさせてくれたら一番いい位置につけられたのか

なと思うんですけれども、今後いろんな町会でまた防犯カメラをつけられると思いま

すけれども、今後つけるに当たって、そういう信号灯とか、道路標識のところにも施

設を開放してもらいたいなと思うんですけれどもという要望です。 

○今田議長 

 よろしいですか、何か今の質問。 

○石崎相談調整課長代理 

 済みません、今、委員おっしゃった内容は耳に入っています。それで今、２４区の

ほうでそういうふうな前例があったということを聞いておりますので、内容について

今調査をしているところでございます。できるだけ委員御指摘のようなことにならな

いように努力はしていきたいと思いますけれども、もう少しお時間のほうをいただけ

るようにお願いいたします。 

○三田委員 

 はい、わかりました。 

○今田議長 

 はい、どうぞ。 

○中村市民協働課担当係長 

 済みません、市民協働課の中村です。 

 私が実際に昨年度、淀川３区の防犯カメラの設置ということで、信号柱に設置とか

いうことで大阪府警さんとかにお話をしながら進めていった経過がございまして、そ
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の点については、御報告をさせてもらいたいと思います。 

 まず、当初警察さんから言われたのは、信号柱については、交通の施設ということ

でありまして、その施設についてカメラをつけることは、大変厳しいというお話があ

ったんですけれども、ただ、交通の設備でもありながら、防犯カメラというのは犯罪

抑止という部分で、双方の対応ができるということで、それを今、僕が去年のときは、

自治体について、もしそういうふうなカメラを設置する場合は、条件が合えば設置を

認めていこうということが一昨年ぐらいから始まりまして、西成区さんが一番最初に

実施がされました。引き続き私どもが昨年度実施したという経過があるんですけれど

も、おっしゃるとおり確かに信号柱につけてというところが一番角度的にも非常に良

かったというのがございまして、今、課長代理のほうからお話ありました、ほかの区

もいろんなそういうふうな要望とかいうのをしておりまして、その御意見については、

引き続き大阪府警さんとかにもお伝え、市民局を通じてお伝えもしていきたいという

ふうに思っていますのでよろしくお願いいたします。 

○今田議長 

 小澤さん、どうぞ。 

○小澤委員 

 今、警察の関係で４０台ついているんですかね、淀川区に、この資料でいくと。去

年淀川区の予算になるのか知りませんけれども、半額補助金ですかね、出して１５万

円ですか、１台につき１５万円補助金やったね。それで去年１年間されたかと思うん

ですけれども、その淀川区がされたその部分は、何台ぐらい淀川区に設置されたのか。

それと、もう一つはこの４０台も含めて、去年淀川区でつけた部分ですね、その辺を

淀川区として把握してはるのか、どこに防犯カメラが設置されているかということを

どこが掌握しているのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○中村市民協働課担当係長 

 今、御質問ございました補助金で設置をさせていただきました子どもの見守り防犯
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カメラですね。予算については２１台の予算がございまして、皆様御協力いただきま

して１８台の設置がされました。その１８台と４０台の公設置を合わせて、今、平成

２６年度は５８台の設置がされております。 

 あと、区役所のほうでカメラの設置、補助の設置でかかわりがしてきたのは平成２

３年度以降、実施がされておりまして、平成２３年度は街頭犯罪の多発地域というこ

とで町会の皆様とかに御協力いただきまして、５３台の設置がされました。平成２４

年度は８台、平成２５年度は９台、これそれぞれ平成２３年、２４年、２５年は同じ

大阪市でありますけれども、市民局の補助金事業として設置をさせていただきまして、

平成２６年度から淀川区役所としての補助金ということで設置をさせてもらいました。

なお、そのときに窓口とか、うちのほうがさせていただきましたので、どこにつけら

れたとかいうのは地図に落として、把握はさせていただいております。 

 以上です。 

○今田議長 

 それだけ台数しておって、メンテはどないなっているんですか。何年ぐらいいける

のかどうか、わかりますかね、台数によって。地域で把握してるんか、その台数が地

域で開けたときに、これは故障していますというのがたまにあるので、そこらの問題

は把握されているのかどうか。 

○中村市民協働課担当係長 

 一応その業者から言われているのは、その稼働は大体６年から７年は通常どおり動

くということでお聞きしております。ただ、おっしゃられるように、全く、精密機械

ですので全然メンテナンスをせんかったら、たまには壊れたりとかいうのがあると思

われます。大変申しわけないんですけれども、電気代とか補修代とかにつきましては、

設置いただきました地域の皆様に御負担をいただいておりまして、私どもはパトロー

ルのときに、今、平成２３年度からつけている部分は、作動していれば赤に光ったり

とか、そういうランプがついたものが結構ありまして、パトロールのときにそういう
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のがついているどうかとかいうのは見たりとかいうのはさせていただいています。  

○今田議長 

 それは地域の人に言ってもいいんですか、作動しているか、作動していないかいう

のは。防犯カメラを見ていただくために巡視するために。 

○中村市民協働課担当係長 

 もちろんそれは、防犯カメラ、中にはダミーでつけられている、自主的につけられ

ているところもあるかもしれませんけれども、補助金を御活用いただいた防犯カメラ

は実際に作動して映すことを前提にしておりますので、見守り隊の方々とか、夜間に

回られる方にぜひ場所もお伝えいただいて、みんなでちょっと見守っていただけたら

なと思っています。 

○今田議長 

 わかりました。 

○小澤委員 

 その防犯カメラやけど、常に青いランプと赤いランプがついているんですよね。物

すごいそれ目立つんですよ。だから逆に何かそこを避けるというのか、わかっている

人間は避けて通ったりするということが考えられますので、めちゃくちゃ目立ちます

よ、あれ赤いランプと青いランプがついていたら正常に作動しているということで聞

いているんやけど、だけど夜になると物すごい目立つんで、だからちょっとそれがい

いのか悪いのかわからないけれども、もう誰が見てもあそこにあるというのはわかる

んやけど。だから何かやる人間も、そこにあるのがわかったらそこを避けるんかなと

思ったりするので、ちょっとそれが現実気になったので、それは仕方ないのかもしれ

んけど、私ガムテープで隠したろかなと思ったぐらいで。 

○三田委員 

 逆に、ここにカメラがあるぞという、その抑止力にもなるしね。 

○小澤委員 
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 そやけど避けようとしちゃう。 

○今田議長 

 ほかに防犯カメラ以外のことで何か御質問があったら。 

○泉水委員 

 さっきのメンテの話、うちのつけてる業者さんは何か１台５，０００円、１年間で

ということで聞いております。大体つけてはるところ一緒かね、あそこ業者さんがど

こか知らんねんけど。 

○三田委員 

 申請に当たって管理規程を出さないかんのです。その管理規程に、その業者さんと

どういうメンテをするかというのが記載されていますから。 

○泉水委員 

 うん。メンテが５，０００円で聞いているのが。どないしますか、入りますかと聞

かれたんですけれども、ちょっと予算外やなとちょっと頭を、考えているんですけれ

どもね。そない言うて一応業者さんは５，０００円で見ますということで、壊れたと

きには見ますというような話なんですけれども、保守代みたいやね、言うてますので、

また。 

○今田議長 

 でも壊れたときは実費が要るのと違いますか。 

○泉水委員 

 いや、メンテやからちょっと見るん違いますか。まだそこまではっきり聞いてない

んやけどね。 

○今田議長 

 保証期間が何年間あるんでしょうな。 

○三田委員 

 大体１年ですね、一応。 
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○泉水委員 

 一応あれ、５年かね。 

○今田議長 

 いや、５年じゃないと思う。いや、メンテは５年見るけれども、保証は１年ぐらい

しかないと思います。 

○三田委員 

 製品保証はね。 

○越智委員 

 電気製品と一緒や。ヤマダ電機とかあんなん５年保証やったら別に金くれって言う

てますけど。 

○泉水委員 

 いや、そやから金要るのかなと思って。５年間、毎年５，０００円やからずっと。  

○今田議長 

 いや、そやからつけてもらったら予算は、地元で予算をとらなあかんわけですわ。  

○泉水委員 

 そうそう。 

○越智委員 

 電気代は払っとるんやね。 

○泉水委員 

 電気代はね。 

○小澤委員 

 電気代は知れてますわ。 

○今田議長 

 ほかに何か御質問ありませんか。 

 どうぞ。 
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○越智委員 

 この防災対策についての質問が出ていますけれども、これいつも僕同じようなこと

を言うとるんですけれども、現実、この地域の防災に関して、我々もその加島でも防

災マップをつくったんです、地域の。だけど現実配っているのが、要は町会、振興町

会に加入していただいている町会なんですよね。そのときに町会に入っていないとこ

ろには当然配っていません。はっきり言ったらカラー印刷でちょっと防水タイプの紙

でやっていますので、結構かなりお金が要るんで、そこら辺はしないんですけれども、

当然町会に入っていない方でも高齢者の方とか、そういった方がおられます。それで

地域のコミュニティ部会か何かで町会加入率の増進とかなんとかいうのをやっていま

したけれども、そういうことを考えていかんかったら当然入っていないところは置い

てけぼりになりますわね。それで当然入っておられないところは、当然我々も町会館

を開放はさせていただくんですけれども、現実入っていないといったらやっぱり来に

くいところがありますわね。そこら辺はやっぱり考えてやらんかったら、本当の災害

があったときに困ると思いますけれどもね。多分今、噴火とか、そういったものがか

なり起こっているので、地震でも大阪なんかやったら台風が来ても逃げますので平和

ボケしていると言ったら、平和ボケしとると思いますわ。そこら辺も考えていただい

てやっぱり役所のほうとしても町会に入って、こういったことがありますよと。私は

地元では言っているんですけれども、なかなかかたくなに入ってくれないところ、多

分マンションとか何かに住まわれているところやったら多分構わんと思うんですけれ

ども、なかなかそういう方とかがおられるので、そこら辺はもう一回役所のほうとし

てもどうやってその加入率を上げていくように検討していただきたいなというふうに

思いますけれどもね。 

○新井市民協働課長 

 済みません、市民協働課長の新井です。 

 地域の防災計画につきまして、やはりせっかくできたものですので、地域内の方に
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は幅広くお知らせするような方法も考えていきたいですし、今月がちょうど盆踊りと

か夏祭りの時期とかにもなりまして、皆さんが集まりやすいイベントが多くあります

ので、やっぱり町会の促進策、例えば街路灯とかもそういう町会の会費でも扱ってい

るということもございますし、そういう促進策も今後考えてまいりたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

○今田議長 

 今、防災ばっかり出ていますけれども、ほかに何かないですか。 

○横山委員 

 公募委員の横山です。どうぞよろしくお願いします。 

 私、教育・子育て部会ですので、質問６のことについてちょっと御質問というか、

お伺いしたいんですけれども、私、これ質問したんじゃありません。この話でちょっ

と私もほかから耳に入りまして、うちの地域でもこれ何とかならんのかという話がち

ょっと出ていました。非常にいい質問だなと思ったんですけれども、片やちょっと回

答を見ると全くその回答になっていないというか、ですのでちょっとお伺いしたいん

です。 

 運動場の照明機器の使用制限を改善できないかという質問なんですけれども、もう

この回答を見ると単純に大阪市のほうの手引きがあるのでできませんと。ミドリ電化

じゃないですけれども、できませんと言う前に改善してほしいなと、そう思います。  

 もう一つは、体育館の施設については使えますよと。これは別に聞いていませんの

で、このことは私どももＰＴＡをやっていますので、知っています。ですから、何と

か要望としたらできへんことはわかっているけれども、この運営方針の中で上がって

いるところについて、何とかしてほしいという多分お願いだと思いますので、それに

何かここに書いてある、原則としてと書いていますので、原則以外のところで何か淀

川区として特別にこうやればできるよとか、そういう回答を多分求めているんじゃな

いかと思いますので、その辺はいかがでしょうか。何か解決策というか、例えば照明
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の施設校におけるということですので、それ以外の照明施設がないところであれば、

夏とかでしたら７時ぐらいまで明るいので、明るい間は使えるよとか、何かそういう

ことが回答として来れば、ありがたいかなとそう思います。お願いします。  

○榊原教育支援担当課長 

 回答が非常に内容を精査できないまま回答させていただいたかと思います。非常に

申しわけない内容になっておわび申し上げます。 

 この内容につきましては、今年度入ってからですけれども、近隣住民の方から夜間

ではないんですけれども、早朝に利用されたことについての苦情というものが入って

おります。そういうことを勘案しますと、周辺にいらっしゃる方については、その点

についてちょっと我慢されているところがあるのかなと、想像しているところでござ

います。この時間から使われて、この時間まで使われるんだなということで、これは

ずっと長い事業になっていますので、習慣的に御理解していただいていると思います

けれども、そこはちょっと拡大することによって、やはり近隣の方々が今まで我慢さ

れてきたということについて、調整が必要かなというふうに考えておりまして、この

ような回答になったところでございます。 

 しかしながら、委員がおっしゃったいうようなところまで踏み込んで今後検討して

まいりたいと思いますので、しばらくお時間を頂戴して、検討していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○今田議長 

 どうぞ、今のことで。 

○三前委員 

 実は、これ私がちょっと質問させていただいたんですけれども、体育施設開放委員

も兼ねてしておりますけれども、ちょっとこの回答、今もう何も言わんとこうかなと

思ったんですけれども、余りにもちょっと寂しいような内容だったので、どうでもえ

えわという気持ちになっております。地域としても皆力を入れていろいろと事業をせ
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ないかんという意味も込めて６番と７番を書かせていただいております。余り防災の

ことを言ってもだめなんですけれども、実際我々の地域におきましては、事前に台風

等わかる災害がある場合には、事前に施設を開放しております。役所とも連絡をとり、

こことここは開けますからということで、何かあったらまた振ってくださいというこ

とで実施はしております。それに伴いまして、防災リーダーの実技のほうは、全く、

それと指導のほうもゼロに近い状態です。私も何度か訓練には参加いたしましたけれ

ども、例えば器具の使用の仕方自体、そのときはわかっても、次動かそうかなと思い

ましたら動かせない状態でございます。これでは防災リーダーとは言えないと。そう

いった意味で平日の時間を活用して夜間少しそういうことが週に１回でもできればな

という思いもあって、地域でもそういう話し合いがありましたので、これを書かせて

いただきました。確かに運動場を使うということで大勢のクラブチームなんかが入り

ましたら、子どもさんの声などで地域の方々には非常に迷惑をかけるような感じには

なるとは思うんですけれども、今現在で私が聞いている範囲内では全くそのようなこ

とがありません。ただ、もしそういうことがあるのであれば、こちらからそういうと

ころに出向き、理解をしていただけるようにお願いはするということで、施設開放委

員の人なんかでも話しているわけなんですけれども、そういった内容のことが全く

我々の地域だけじゃなしに、よその地域でもいろいろあると思うんですけれども、く

み上げられておらないと。もう一つ言わせていただければ、我々のところも昔は、大

きな体協グラウンドというのがあって、自由に使わせてはいただいておりましたが、

今現在は、もう市営住宅が建ちましてございません。そういった中で、いろいろチー

ムというか、クラブができておりますので、それの使う使用頻度も多いんですけれど

も、なかなかその順番が当たらないということで、不平不満が起こり、地域に対して、

我々自身もその人たちとの亀裂というのが起こっている状態でございます。ですから、

できるだけこのようなことがないような形で、我々自身もボランティアでやっていま

すもので、役所のせいにしかできません。ですけれども同じ地域でやっている者であ
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れば、仲よくしてあげたいと、公平に使えるような形をとりたいんですけれども、い

かんせん余り多くいろいろチーム等があり過ぎますので、やめろとも言えませんし、

その辺がちょっと今後の我々の課題なんですけれどもね。ということで、できれば、

体育施設開放のほうとしてもうまくできるような形で、先ほど言われたような原則は

原則ですけれども、その辺を少しちょっと考えていただければなというふうに思って

おります。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長の榊原です。 

 御指摘のとおり、ちょっとこの回答につきまして、配慮が足らないというところは

十分反省すべきところかなと思っております。 

 一方で、やはり先ほど申しましたように、近隣の方で非常に我慢をされているとい

うことで、市民の声につきましては、しばらくしますと一般に公表される内容になっ

てくると思うんですけれども、かなりその際にも我慢されている方につきましては、

きつい内容で、早朝だったためかと思いますけれども、きつい内容での苦情もありま

したので、その辺のところを勘案しながら我々としてできる範囲のところを考えてま

いりたいと思います。よろしくお願いします。 

○今田議長 

 わかりましたですか、今の。何かまだ納得していないような感じですが。  

○三前委員 

 足りぬというのであれば仕方がないですから、だめですという報告は私はしたいと

思いますね。考えられないような感じなんですけれども、私としては。いろいろと地

域では活用できると思うんですけれども、その他のことも。だからそれだけ見るとい

うのが何か今話されている問題でもそうですけれども、それ以外のことでも地域利用

というのはたくさんいっぱいあると思うんですよ。その辺のことを考えていただいた

らと思うんですけれども、諦めます。 
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○今田議長 

 そりゃ全部、地域地域全部違いますから特色があってね。ですからその時間を制限

するというのは、やっぱりこれはだめだと僕は思うんですね。やっぱり地域によって、

商店街の人なんかやったら夜遅くなるから夜のほうがええとかね、そのかわり朝はか

なわんとかいうようなところもまたあるし、そういうところは時間の制限じゃなしに、

おおむねこういうような形でやりたいというような形にせんと、こういうような回答

をしてしまうと、また難しいんかなと、本庁から言われて、そない言われて、こうで

すなと言われたら、もうこれしゃあないなということじゃなしに、やっぱり校庭開放

委員とか、体育施設開放委員がその地域地域によって決められる範囲内でやれるとい

うようなことにされれば、一番ありがたいと、地域によってはありがたいかなという

ような気はするんですけれどね。 

○三前委員 

 防災リーダー、先ほど私ちょっと言いましたけれども、皆さん方のところで防災リ

ーダーに任せたら、その地域の者は完全に、例えば防災計画を立てているのが遂行で

きると思われていますか。 

○泉水委員 

 うちらは皆、それやってるね。防災リーダーがそれやっているわ。 

○三前委員 

 ええ。そやからそういう自立して防災リーダーができるような訓練なりを今後考え

ていかないと、計画ばっかりつくっても絶対にいざというときには何もできないと思

うんです。ですから協議ばっかりやっておって、実行せえへんかったら、誰が実行す

るのと決めてもやっぱり実行する人を養成していかないと絶対無理なんですよ。その

辺のことをちょっと今後考えていただいたらなとは思うんですけれどもね。そういう

意味でいろいろと活用したいと思っておっただけのことです。ひっつけたらいかんや

ろけど。 
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○横山委員 

 済みません、これ、防災で何か起こったときもやっぱり使えないんですか、ちょっ

とごめんなさい、勉強不足なんですけれども。 

○越智委員 

 それは使えるやろ。 

○泉水委員 

 それは使える。 

○横山委員 

 それはやっぱり原則から外れるんですよね。 

○越智委員 

 当たり前ですから。 

○横山委員 

 ということは、何かあるわけですよね、そのきっちりとあげるような。 

○委員 

 だから、そういうときはライフラインがとまるから。 

○三前委員 

 恐らく電気がけえへんけどもということを前提にして、いろいろと利用するべき点

はあると思う。 

○横山委員 

 スポーツだけじゃなくて、せっかくある設備を生かすという意味では防災であろう

が、スポーツであろうが。 

○越智委員 

 そんなもん、規則や言うとるけど、俺いつも役所でも言うとるけど、例外のない規

則なんかないんやからなって。 

○三前委員 
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 あかんみたいな感じやから。 

○越智委員 

 いやいや違うよ。 

○三前委員 

 次の言葉が出てきませんから。 

○越智委員 

 例外のない規則というのは絶対ないわけですわ、現実。前例がないって、いつまで

たっても前例をつくらんかったら例なんかできないんやから。 

○今田議長 

 多分住民から苦情が出たときに、区役所がどう対応するかということになってくる

からね。そこらの問題で、夜、体育館でキャッキャッとか、ガーンとか大きな声を出

していたら、やっぱり近所から文句言う人はおるからね。やっぱりそれは難しいんで

すね。 

○泉水委員 

 そこを地域で抑えれたらいいんですね。 

○今田議長 

 そうそう、そういうことです。そやから地域のうちらでも町会の人が回ってくださ

いとお願いしているんですわ。そこに面しているところの地域だけね。そうじゃない

と盆踊りも何もできませんわ。 

○越智委員 

 これね、今、三前さんのほうから防災リーダーの話が出ましたわね。うちらでもや

っぱり高齢者がやっていますね、三津屋も。だから、やっぱりうち美津島中学防災リ

ーダー隊をつくっているけど、彼らのほうがのみ込みが早い、若いからね。もたもた

せん、１回か２回は訓練しよったらもたもたしてましたけれども、もう３回目、４回

目になったら、うちらの年寄りの防災隊より早いですね、やり方が。ホースの操法と
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か何でもやっぱりそれなりに若いということはやっぱりいいことですわな。だからほ

かの地域も、ここに書いているように、各６中学かな、されるならやっぱりしたほう

がいいと思いますわ。ほんで、三津屋、加島の取り組みで、今度はその美津島中学へ

行きますからね。この間、加島小学校の校長のほうからやっぱり５年・６年生を対象

にして、防災ジュニア隊をつくりたいと。その目的というのが、中学校に入学したと

きになじめるやろというので、申し入れがありまして、もう間もなくできるんと違う

かな、加島小学校と三津屋小学校で。 

○泉水委員 

 今の話ね、三津屋小学校は校長に言いましてん、こっちから。加島さんがそういう

話が出るちょっと前かな。校長さんどないですかということで、三津屋の場合は、ち

ょっと考えさせてくれって、５・６年ね、まだ三津屋の小学校のほうは体制がとれて

ないから、早いことやってやとは言っておったんですけどね。三津屋小学校はまだ。

加島小学校は先生のほうから言うてきたんやけど、三津屋は地域から校長にお願いし

ている立場ですので、今のところまだ結成はできていません。 

 それと、この間、三前さんが言いはったように、うちの三津屋の防災リーダーはこ

の間も可搬式ポンプ３台持ってきて、自分らで可搬式のポンプの稽古をしたりやって、

防災リーダーなんかがやっております。そういうところがあって、この間、３台持っ

てきたやつが、１台もエンジンがかからへんかって、なかなかできなかったというの

が現状で、最終的には皆３台ともエンジンはかかったんですけれども。そないして、

やっぱりかからんこともあるでという勉強になったなというのは、この間そういう話、

皆様に公開しとかな、そういうことで。 

○三前委員 

 私も言うのは、そういうことなんですよ。要は開放、学校のそういうので、特別に

週に１回でもしていただいたらいろいろな意味で、もちろん健康増進のためにスポー

ツをするというのは、もう当然なんですよ。そやけど、そういうのを全然見ていない。  
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 それと今言われるような形の訓練なりしておったり、１週間に一遍必ずこういう訓

練をしてはるなと、どういうのをしていると、ほな私も手伝いたいなと、手伝ってく

れへんかというようなきっかけづくりというのもできるんですよ。その辺の発想がち

ょっとお役所と我々とでは、全然違うんですね。その辺をもうちょっと理解していた

だいて、考えて地域性というのは特に皆もういろいろ違いますから、ここの我々のと

ころは、そうやってまとまって何かするのが、何かやっとんでというような感じで集

まるのが好きな地域で、すごく協力的にいろいろ物事を考えてくれてという参加型が

多いので、こうやっているんやけどもということであれば、その防災に限らず何につ

いても参加してくれるというのがあるんで、だからそういう一つの今後のいろいろ地

域交流の一環として使用できないかなというのが私の意見なんですよ。それでもいか

んと言うから、ちょっとすねていることはすねてますねん。ちょっとおかしいんちゃ

うかな。 

○田中委員 

 北中島なんですけれども、北中島地区は、先月の地域活動協議会で防災リーダーだ

けじゃなくて、防災プロジェクトチームをつくろうということになりまして、だから

そのいろんな若い方も入れて、今のところは地域活動協議会の中なんですけれども、

自分らが意識的にそういうプロジェクトをつくって、いろいろ考えて行動していこう

というふうにしております。これからなんで、また結果報告させていただきますけれ

ども。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長の榊原です。 

 先ほど来からちょっと回答が非常にまずい回答をさせていただいて申しわけござい

ません。この件につきましては、積極的な今、委員のほうから御意見もいただいてお

りますので、その辺のそもそものルールのところからひもを解きまして、区のほうと

しまして積極的に何らかの方策がどういうふうにできるかというのを検討させていた



35 

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○辻川委員 

 済みません、貴重な時間の中で申しわけないです。この４につきまして、私のほう

が提案させていただいたところなんですけれども、一番残念やなというふうに思いま

すのは、何も今の既存の防災リーダーさんがだめだけではなくして、人をつなげる、

つなげることによってまちづくりが進むというような観点でやはり定年制をつくりな

がら人をつないでいくという視点に立っていただければなというところで提案をさせ

ていただきました。その中で防災リーダーの定年制の導入は検討していませんと回答

になっているんですが、その下に中学生云々というふうにあるんです。これ、中学生

云々という問題と防災リーダーの定年制とは若干違った視点ですので、当然、防災意

識を高める子どもたちを育てるというのは来年度の教育具申にも書いておりますし、

文部省のほうの教育理念の中にも入っていますので、このことは防災リーダーの定年

制とは別物やというふうに考えます。その意味では、ぜひ若者たちに譲りながら、そ

れでいて、今まで培います熟年者の力をいろんなところで生かしていく。それが基本

的なまちづくりかなというふうに思います。 

○今田議長 

 よろしいですか。 

○新井市民協働課長 

 御意見ありがとうございます。防災リーダーのちょっと台帳がございまして、地域

特性で、例えば１８地域の中で平均年齢をざっと見ますと、若い方が多い地域は平均

年齢５５歳、ちょっとやっぱり高年齢者層ですと平均年齢が６９歳の地域もございま

す。一律に定年制というのを聞くとやはりちょっとなり手もいない、防災リーダーが

不足するというようなこともございまして、一律に定年制というのはちょっと考えら

れにくかったことでございます。 

 それと区内の中学校における防災リーダー隊の発足ということで、美津島中学がで
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きたのは、本当に喜ばしいことです。あと、東三国中学校で、本年８月２５日に結成

式をする予定でございます。今後消防署さんとかが実技指導をして、クラスメイトへ

指導していくということがございます。また、三国中学校も現在メンバーを募集中で

年度内に発足予定でございます。 

○今田議長 

 これから若い人がだんだん来ると思います、今みたいに。 

 いろいろ質問が出たようでございますけれども。 

 どうぞ。 

○山本（隆）委員 

 ９番の項目の自転車に対する道路交通法の改正についてなんですけれども、これは

警察の管轄なんで本来ここで御質問するべきものやないとは思っておるんですけれど

も、私どもはここでしか話ができませんので、ちょっと御質問させていただきました。

というのは、今、施行して間なしですので、すごくグレーゾーンというのか、あやふ

やな面が一部にあると思っております。特に警察官の気分次第で注意で済んだり、違

反になったりとか、そういう形であると聞いております。特に、大阪の場合、さすべ

えですね、さすべえが大阪の女性の方はほとんど自転車につけておられるんです。そ

れは本来道路交通法では、さすべえそのものがぐあい悪いんやなくて、さすべえに傘

を差すとハンドルよりも大きくなったら、それがだめということで道路交通法違反に

なるんですけれども、現実あれを片腕、特に片腕運転が一番だめな形で違反になると。

これはもう当然だとは思うんですけれども、さすべえを禁止にしてしまうと、大阪で

はあらゆる人が違反になるというのか、例えば出前そばのおっちゃんが違反になるの

かとか、あとそういう形でレインコートで雨の日に自転車に乗るのが一番いいとは思

うんですけれども、そういうところが私らは情報がこのメーカーさんがさすべえは違

反ではありませんという、ホームページの中にそういう表示を出していまだに売って

いるんですね。そやから自分らもわからないんですわ。そやからそこのところのどう
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いうところがいいのか、悪いんかというところをちょっとこういう情報発信ですか、

新聞とかそんなんでちょっとしていただいて、例えばイヤホンは両耳はだめやけど片

方やったらいいんやとか、あるいはまた、傘差しだめで、先ほど言った出前そばは、

これは仕事上オーケーやとか、そういう話をある程度警察も具体的に、ちょっとお教

えいただかんと、あちこちでトラブルになる可能性があるなあと。左側通行はよくわ

かるんですけれども、そういう基本的なことじゃなくて細かいところのルールが今す

ごく初めやから警察もそこまで違反とは言っておらないのはわかるんですけれども、

これ最終的に今、駐車違反を取り締まっておられる緑のおじさんがこれをやられるこ

とになると、あちこちで問題になる可能性がありますので、だからそういうところを

ちょっとこういう情報を私らに聞かせてもらえたらという形でちょっと質問させてい

ただきました。 

○新井市民協働課長 

 ありがとうございます。 

 道路交通法のことですので、委員も御存じのように警察と連携しながら注意喚起な

り、チラシの配布をしていきたいと思っておりますし、区役所の関係部署というのが

高齢者の部署であるとか、母子保健で集まってくるような女性が多くいる部署、ある

いは私どもで淀川区の地域女性団体協議会様の事務局もしておりまして、ちょうど来

週、また交通課の方がちょうど少し講習にも来られるということで、大阪府の警察が

発行しているチラシにさすべえのサイズのどういう部分が違反になるとか、あるいは

危険１４項目というのは、昔からもう決まっているわけなんです。急に１４項目がふ

えたわけではないということもまた改めて注意喚起もしてまいりたいと思います。  

 それから私どもセーフティーよどがわというチームがございまして、自転車で各区

内を安全確認に回っているチームがあるんですけれども、警察が交通安全の講習に行

くときに、そのセーフティーのチームも一緒に手伝いに行っておりまして、４月から

６月で４件、６００人の方に交通安全指導の講習を参加しております。今後も淀川警
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察と連携しまして、機会あるごとに一緒に啓発のチラシをまいていくとかしていきた

いと思います。 

 また、９月の高齢者月間等で、高齢者の方がよく集まる講座とかセミナーとかも企

画しておりますので、そういう機会に直にやはりチラシとかで、ホームページとかで

はなく、チラシとかで具体に説明しながらまいっていくのがいい周知方法ではないか

と思っておりますので、関係部署と連携しながら淀川警察とも協力して、広報普及を

幅広く周知してまいりたいと思います。 

○今田議長 

 質問の時間もそろそろ来たようでございますので、続きまして、議題、次の２のほ

うへ移りたいと思います。 

 平成２７年度淀川区運営方針の改正についてです。 

 御説明お願いします。 

○西政策企画課長 

 政策企画課長の西でございます。それでは、本日２番目の議題でございます。平成

２７年度淀川区運営方針の改正について御説明申し上げます。 

 資料の３をご覧いただけますでしょうか。これは先ほど議題とさせていただきまし

た平成２６年度の運営方針の振り返りの結果であるとか、あるいは今年度、それらの

事業におけます業務委託契約の実態などを踏まえまして、平成２７年度運営方針を既

に定めているんですけれども、それも踏まえて一部改正しようとするものでございま

す。 

 まず、資料３、１－３－１、地域のおける要援護者見守りネットワーク強化事業に

おきましては、平成２６年度運営方針の最終振り返りを行う過程におきまして、表現

の整理を行うと同時に調査員の実働時間数からその可能件数を見直そうというもので

ございます。 

 また、具体的には、登録同意書未返送者への訪問件数を１，５００件から１，００
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０件に、また同時に要援護者と地域支援者のマッチングという表現を要援護者の状況

把握という表現に、また災害研修ＨＵＧの実施を災害研修の実施という形で変更する

というものでございます。 

 続きまして、１－３－２、地域支え合い事業におきましては、これも平成２６年度

運営方針の最終の振り返りを行う過程におきましてイベントであるとか、研修参加者

のアンケート結果を踏まえまして、目標数値を直そうというものでございます。淀川

区地域福祉推進ビジョンを知っている区民の方の割合を６０％から４０％に、また撤

退基準に５０％未満から３０％未満に変更しようというものでございます。  

 続きまして、２－２－２、発達障がい児等子育て支援事業につきましては、この事

業を今年度業務委託しているところなんですけれども、当初考えておりました予算の

単価よりも契約単価のほうが高くなってしまったと。結果といたしまして、この事業

の実施回数を修正せざるを得なくなったというものでございます。発達障がい児など

養育する保護者を対象とするピアカウンセリングの実施回数につきましては、４８回

から３６回に、またピアカウンセリングの目標利用者数を延べ４８人から３６人に、

また親子講座を延べ６０組から２４組に変更しようとするものでございます。  

 最後の国民健康保険料収納率の向上につきましては、大阪市全体の平成２７年度の

目標収納率８８．６０％を達成するために当区、淀川区におけます平成２７年度末ま

での目標収納率を８８％から８８．２％に引き上げようとするものでございます。  

 資料３の２枚目以降、これ現在公表しております運営方針でございますけれども、

それぞれ修正箇所のほう、見え消しの形で示させていただいている、例えば１枚めく

っていただきまして、地域における要援護者見守りネットワーク強化事業ですと、２

ページと書いてあるところ、真ん中の段でございますけれども、登録同意書未返送者

への訪問１，５００人とあるところを１，０００人に改めております。また、要援護

者と地域支援のマッチング４，０００人とあるところ、要援護者の状況把握４，００

０人というふうに表現を変えさせていただいております。それ以外、今回改正したい
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と思うところ、次ページ以降も同じような形でそれぞれ見え消しの形でお示しさせて

いただいているところでございます。 

 本日、皆さん方に御議論いただきまして、この改正、御同意いただけましたら速や

かに平成２７年度の運営方針の改正の手続をとらせていただきたいと考えております

ので、よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○今田議長 

 ただいま運営方針の改定ということで修正点が出ておりますけれども、何かこの件

について御質問ございますか。こういうところをもうちょっと改正したらどうやとか、

今見たところで。 

○山本（喬）委員 

 これに書いていないことでもいいんですかね。御質問がなければ。 

○今田議長 

 それでは先に。 

○越智委員 

 これ、発達障がい児等子育て支援事業とありますわな、この回数を減らしているや

つ。金が、要は予算単価、契約単価が高くなったからやめます、減らしますという話

なんやけど、もともとそんなもん最初の、これ市場調査してなかったわけですか、契

約するときの単価が。 

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 保健・子育て支援担当課長の嶌岡でございます。 

 もちろんそのあたりはいろいろと考えて単価を設定したんですが、公募をするに当

たりまして、これ提案型という形になるんですね。ですので、業者が今回、たしか３

事業者手を挙げてくれたんですけれども、それぞれの提案の一番いい、中身のいい業

者を選んだものですから、結果として単価が少し変更になってしまったということに

なってしまいました。 
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○越智委員 

 違うわ。そんなもん公共事業でも何でもそうでしょう。特記仕様書というのは役所

がつくるべきでしょ。内容が言うて、３者に頼んで、３者の内容が一番、そのとき一

番高い、契約単価が高かったといったら、公共事業なんか成り立たんで。役所が特記

仕様書をつくって、こういうことをやってくださいと言うので、入札せんかったから。

ただ単に３者に頼みました。ところが３者ともばらばらな内容を持ってきたんですか。  

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 いえいえ、内容的にはそれぞれいろんな項目がありまして、項目ごとに審査ができ

るようにもちろんなっておりました。 

○越智委員 

 ああ、それを基準にしてね、事前に見積もりをとって予算を組むべきと違いますの。  

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 そうですね。おっしゃるとおり内容と、内容にかかわっての単価というのがそれぞ

れ出てきましたので、通常であれば一番安いところとか、例えばいろんな事業の中身

ではなくて、お金の金額だけで決めるようなものもありますので、その場合はもちろ

ん低い金額のものとなるんですが、これはその内容も加味したというものです。 

○越智委員 

 違う違う、僕が言うとるんはそういうことと違いますがな。要は内容を満足さすね、

要は先に事前に特記仕様書みたいなものはつくったんですかということを聞いている

んです。 

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 特記仕様書ではないですね、この事業は。 

○越智委員 

 それをせんかったらそんなもん見積もりなんか業者によってマチマチになりますや

んか。 
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○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 はい。 

○越智委員 

 それはそら審査基準にも何もなりませんね、公共事業において。これは別に公共事

業というので把握しとるんかどうかわからんけど、そういうことを役所がこういうこ

とをしてもらいたいと。それに対して、これは幾らですかと各業者に聞くべきと違い

ますか。これやったらこんなに金が契約単価が高くなったから今年度は減らすなんか

言い出したら、結局弱者切り捨てというふうにとられても仕方がないというふうに思

いますけどね。 

○渋谷副区長 

 済みません、ちょっと説明かわりまして、副区長の渋谷です。 

 役所の契約、これ委託事業で、事業者をどういうふうにして選定するかという方法

なんですけれども、単純に仕様書でこれをやってくださいということで、単価を決め

て一番安いところに決めるというようなやり方じゃございませんでして、いろんな多

分この発達障がい児にためにどんな事業をやっていただけますかということを幅広く

企画提案をしてくださいということで、公募型のプロポーザル方式による契約という

手法をこの場合とっております。そうしますと、もともとその募集するところがどん

なアイデアをこの発達障がい児のために事業を提案をしてもらえますかと、うちの場

合はここに書いておりますような回数、こういう幾つかの取り組みなんかを一つは提

案しておるんですけれども、それ以外にもいろいろ事業者側から提案をしていただき

ます。一定のもう当初からの予算額が決まっておりますので、当初のその金額内部で

こういう事業をやっていただく、プラスアルファで別途みずからの企画提案をつけ加

えてもらうというような、そういうふうな提案方式を、契約方式をとっておりまして、

また、それをどの事業者が一番いいかというのも、これはもう役所の内部の人間がす

るのではなく、外部の有識者の方等を大体交えて公募プロポーザルというようなやり
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方をやりましたので、そういう中で今回は３者提案がございまして、その中で最優秀

提案であったところ１者を選びました。そのときのこの内容ですね、ピアカウンセリ

ングの実施回数でありますとか、利用者数といいますのが、その提案事業者におきま

しては、単価も少し高くなり、回数も減ったと。ただ、ほかの提案というのが、内容

が恐らくそこの事業者においては審査員の方々の非常に評価も高くなったということ

でありますでしょうから、内容がよかったということで、こういう結果的に事業内容

が変更になったと、そういうことで御理解ください。 

○越智委員 

 言わんとしていることはわかるんやけどね、減らしたときに結局弱者を切り捨てし

たんと違うかというふうな形になったらあかんからということを俺言うているんよ。

現実に今までこれをやっておった、減らしました、金がないから減らしました。それ

やったら弱者切り捨てやないかというふうにとられたあかんから言うとるんやで。  

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 対象者がそれで、このことによって減って不利益になったのではないかという御心

配ですよね。 

○越智委員 

 そうそう。 

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 大変人気のある講座ですので、私たちもできるだけたくさんの方に受けていただき

たいということはずっと思っておりますので、引き続き今日の御意見も踏まえながら

いい業者にこういった事業を受けていただきますよう努力したいと思います。  

○越智委員 

 わかりました。 

○今田議長 

 ほかに。 
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○山本（喬）委員 

 済みません、時間のないところ。今の変更、改定の中に入っていない項目なんです

けれども、平成２７年度の事業で、コミュニティ回収の推進のために淀川区は特に奨

励金を出されるということでお聞きしております。これが当地区もいろいろ資金に困

っているものですから、幾らかでも何かがもらえるとなると、なるべく取り組みたい

というふうにも考えるんですけれども、淀川区のこのコミュニティ回収に対する奨励

金というのは、平成２７年度限りのものだというふうにお聞きしております。そのた

めに早くやらなければならないんですけれども、これをこの施策をするに当たりまし

て、事前にどのような説明があったのか。私たちは今年度になって初めてお聞きをし

て、さあ、やろうかというようなことで、まだ実施はできていない状況にあります。

どんどん日は過ぎていって平成２７年度も３分の１は過ぎ去って、間もなく２分の１

にならんとしているわけですけれども、どのように今までこれを進めるに当たって地

域に対して説明をされてきたのかということと、多分今の状況でしたらほとんどの地

域でなかなか実施ができていない状態かというふうに思いますので、できれば、もう

少し時期を猶予をいただいて、次年度も適用するとか、そのように時期の延長をお願

いしたいというところなんですけれども、いかがでしょうか。 

○佐多政策企画課長代理 

 課長代理の佐多です。 

 これについては、地活協の会長会議ですとか、そういう場を通じまして、こういう

事業に取り組むということで平成２６年度から御説明させていただいて、その中で御

興味のある地域については手を挙げていただいて、具体的に地域に出向いて御説明す

るという形をとらせていただいております。 

 これまでに東三国さんを含めて４地域ほど手を挙げていただいて取り組んでいると

ころですが、今実際に始めているところは１地域でございまして、今調整中といいま

すか、８月から実際に取り組めるかなというところも幾つかございます。そういった
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ところで、各地域によっていろんな事情とか違いますので、我々も区役所だけじゃな

くて、環境局とも連携しながらできるだけ地域が取り組みやすいようにやっていきた

いと思っております。 

 それからこれは、モデル事業ということで平成２７年度は淀川区が環境局の集団回

収の制度とは別につくっておりますけれども、平成２８年度以降については、環境局

の事業がそのまままだ使えます。平成２８年度といいますか、平成２７年度もそうな

んですけれども、地活協が取り組む場合は、環境局の事業の支援金が２０％アップさ

れます。これは平成２８年度以降もそういう形で継続されていくというふうに聞いて

おります。よろしくお願いします。 

○今田議長 

 わかりましたか。 

○小澤委員 

 今のコミュニティ回収なんだけど、大阪市が取り組んでいるのは、非常に理解でき

るんやけど、なかなか周知徹底できていないのもあるし、ほんで今言われたように平

成２７年度もかなり過ぎているし、これからやっても多分適用がせいぜい半年間、そ

うなると先行地域にメリットがあるんかなという気がします。そやから平成２８年度

も今、山本さんが言われたように続けていただければ取り組みやすいんかなという気

がします。ほんでいずれ、平成２８年度にしても１年通して平成２９年度からは環境

局の管轄になるわけで、そのときにやっぱり懸念するのが、今、佐多さんが２０％ア

ップと言われたけれども、アップする意味がないんですね。上限が７０万円で切られ

ているから、もう既に計算して８０万円あるところに２０％上積みしてくれるわけな

いんで、７０で切られるわけで。そしたら私、野中ですけれども、野中の人数の少な

い地域でも大方２００トンを超えます、今のペースでいくとね。そうしたら、環境事

業局の７０万円というのは、１６０トンぐらいで届いちゃうんですね。そうしたらそ

こから上の１６０トンから超えた４０トン、５０トンは、もう大阪市は一切は出しま
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せんよ、報奨金は、と。そういうことになると、今回の淀川区の予算の、予算額では

上限はないですよね、そやから一定の金額が出る。だけど１年たつと相当減額になっ

ちゃうんですよ。そうしたら、それは非常に地域としても納得いかないやろうし、そ

やからそういうことを考えると、まず環境局の７０万円という上限を撤廃してほしい

と、少なくともね。単価は、ほんで私も今回いろいろ他地域のことをちょっと確認さ

せてもらったんですけれども、大阪市は報奨金が非常に安い。最高で４円でしょ、環

境事業局が出しているのは１．５円、それから２．５円、４円上限、しかも金額で７

０万円で切っているというのは現実です。豊中へ行くと、最初から５年なんです、報

奨金はね。だからそれと同じようにせえとは言いませんけれども、少なくともその上

限の７０万円は撤廃しないと各地域、恐らく１６０トン以上は、もう飛び越えますの

でね。１６０トンから飛び越えた部分は、報奨金がゼロになりますので、そうしたら

それの不満とか、今回の淀川区の予算との落差、大変な落差があるので、その辺は非

常に地域としても納得できないやろうし、戸惑いがあるんでね。環境局の決定になる

かと思うんですけれども、その辺を働きかけて、少なくとも上限をなくして、かつ単

価を上げてもらえば一番いいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。  

○佐多政策企画課長代理 

 ありがとうございます。 

 環境局の集団回収というのはもともと子ども会とか管理組合とか、小さい規模での

ことを前提に今まで取り組んできたということで恐らく上限７０万円ということで回

っていたんかなというふうに思っておりますけれども、環境局のほうも地活協とかい

う大きな取り組みになってくると、その額も大きくなるということは自覚しておりま

すので、その辺は区からも環境局のほうへ、地域、地元の声ということで担当にしっ

かりお伝えさせてもらって、来年に向けて区も一緒に考えていきますので、よろしく

お願いします。 

○今田議長 
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 よろしいですか。 

 その他ということで、また事務局のほうから、その他の項目について御説明をお願

いしたいと思います。 

○西政策企画課長 

 それでは、この資料５をごらんいただけますでしょうか。 

 この区政会議でも何度か御説明申し上げておりますけれども、現在、当区役所で運

行しております淀川区福祉バス「夢ちゃん号」につきましては、ことしの９月末をも

って運行を廃止するということになっておりますが、その廃止とともに、その後の交

通の区内のあり方を検討する会議を開催する旨も前回の区政会議で御説明申し上げて

おります。その会議、第１回会議は７月９日に開催させていただいたところでござい

ます。委員は、そこに書いていますように、バスを運行している７地域から推薦いた

だいた方々及び学識経験者で近畿大学准教授の毛海准教授、あと当区政会議の山守委

員もオブザーバーとして入っていただいております。また、越智委員、辻川委員も委

員として御参加いただいているところでございます。 

 この７月９日の会議でございますけれども、座長には、先ほど申し上げました学識

経験者として近畿大学の毛海委員に御就任いただいたところでございます。事務局よ

りは、淀川区の福祉の経過と現状につきまして、この９月末で運行終了となる理由、

近畿運輸局から見直しを検討するような指導を受けていることであるとか、あるいは

大幅なコストダウンが生じているというようなこと、また利用者の現状などにつきま

して説明させていただきました。 

 また、毛海委員のほうからは、今後考えられる方策について、移動手段が廃止にな

った後の代替手段を考える際に、考慮すべきことであるとか、あるいは新たな交通シ

ステムとして考えられる選択肢について、あと道路運送法上の事業区分について地方

公共交通会議であるとか、運営協議会について、御説明いただいたところでございま

す。 
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 あと意見交換、質疑、今後の進め方等につきまして、交通空白地域や病院など本当

にニーズのあるところに絞って対策を行うことを考えなければいけないということ。

また、次年度の予算措置をどのように考えているのか、また継続を希望する利用者も

無料でバスに乗車するとは考えていないので、受益者負担も考えていくべきというよ

うな御意見をいただいたところでございます。 

 今後、参考と書いておりますけれども、２回、３回、４回と９月にかけまして開催

してまいりたいと考えております。事例研究等を通じまして、今後の方向性を取りま

とめる予定にしておりますので、以上、御報告させていただきます。 

○今田議長 

 もう一つ、次。２も３も行きはりますか。今のこれについて一つずつ質問したほう

がよろしいですか。全部ずっと。一つで終わりますか、１項目だけで。今の福祉バス

の廃止に伴うことについて、今後のあり方の検討会について何か御質問ありますか。  

○越智委員 

 僕も委員として参加させていただいたんですけれども、西さんもかなり答えに窮し

たところもあったんですけれども、現実、ここで区長も最初、挨拶だけで何か公務が

あるということで退席されたので、区長の考え方、区長というか、区の考え方として

この委員会のときも私大分言わせていただいたんですけれども、ここでいろいろその

４回、こないだで、あと３回ですね。やった後、いろんな意見が出てきたときに、今

のその福祉バス、９月いっぱいまでで、もう今年度は終わりというのは、もう皆私ど

もも地域に徹底させています。その中でやっぱり困るという意見がありますので、そ

のできてきたときに、区として何らかのメンバー制とか、そういったことをとられた

ときに、来年度の予算、これは区長の自由裁量予算になっていますわな、この福祉バ

スの件については。そこら辺が４月１日から復活する可能性というのは、何らかの今

の形態で走らせと言っているんと違いますよ。何らかの私自身もいろんな方策を考え

て、いろいろとちょっとこういう方法がええんと違うかと思って、心当たりのところ
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もちょっと当たったりしています。意見も聞いています。だけどやっぱりただでは、

誰もちょっとやりにくいと思います。そのときに、区として手を挙げたところに対し

て、何らかの予算措置をとって、補助金を出したるとかいうことを考えていけるかど

うかということを区長が今おられるときにちょっとお聞きしておきたいんですけれど

もね。 

○榊区長 

 越智委員、ありがとうございます。 

 真に必要なものについては、もちろん予算をつけていくということになろうと思い

ます。その予算の規模やどういう形につけるかというふうなテクニックを含めてのと

ころが非常に難しいというところでありまして、ちょっと前回ひも解きますと、今の

その福祉バスが走っているようなところを法に沿った形でやろうと思ったら、要する

に数千万円かかるということですね。ですから、これはちょっとやっぱり区の財政上、

そういうところは難しいと。そもそもその交通空白地域というのが加島、あるいは田

川のちょっと北のほうですね、あの辺の端境の地域にあって、じゃあ、もう一回原点

に立ち返って、そこの交通空白地域と言われるものに関して、じゃあどうしていくの

かというふうなところ、それからその周辺のところを含めての皆々様に真に必要な交

通とは何かということについて論じていただいて、そこで一定意見をいただいて、そ

れを予算化できるかどうかというふうな形になると思いますので、最初から予算なし

とかいうことではなくて、あるいは絶対つけますということでもなく、その真に必要

で妥当な手段とは何かということをきちっと皆様に審議していただいて、それによっ

て来年の予算に間に合うようなスケジュールで意見をお聞きするということが主眼で

ございますので、質疑・議論よろしくお願いいたします。 

○越智委員 

 わかりました。 

○今田議長 
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 よろしいですか。 

○越智委員 

 はい。 

○今田議長 

 ほかにこの件については何か御質問はありますか。 

 ないようでしたら、次、説明、その他の説明は、もうこれでよろしいですか。もう

ええのかな。 

 そうしたらこれぐらいで一応審議を終わらせてもらってよろしいですか。  

○西政策企画課長 

 あと、議長がおっしゃっているのはあれです、冒頭申し上げましたけれども、資料

６ですか、地域推薦の区政会議の委員の方々、この９月末で任期を迎えられるという

ことで、また次の２年間の任期をお願いすることで、先日、地域活動協議会の各会長

さんにお願いさせていただいているところでございます。 

 あと、資料７、区政会議、部会につきまして、先般、委員の皆様方に日程調整をお

願いしておりました。そこにございますので、教育・子育て部会、８月１１日、安

全・安心なまち部会、８月１０日、コミュニティ力向上部会、８月４日、それぞれ予

定しているところでございます。 

 内容としては、そこにありますように、平成２６年度の運営方針の事業に係る評価

ということで、本日、平成２６年度運営方針を我々振り返り、また自己評価を御議論

いただきましたけれども、当然ちょっとまだ議論が尽くされていない部分もあろうか

思います。それぞれ部会のほうで平成２６年度の我々の取り組みについて、再度掘り

下げて御議論いただければと思います。また、我々平成２７年度の取り組みとあわせ

て、平成２８年度に向けての事業に係る方向性などもこの来る部会のほうで御議論い

ただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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○越智委員 

 これちょっと構いませんか。しょうもない質問やけど、こんなもん議事録をとる必

要もない。これ部会はもうこの日で、予定で書いているので決定ですか。 

○西政策企画課長 

 決定のつもりです。何か不都合。 

○越智委員 

 いえいえ、違う違う。いや、決定やったら決定と言ってくれたほうが私自身も調整

しやすいからね。 

○西政策企画課長 

 これで決定と。 

○越智委員 

 わかりました。 

 ほんで、もう一つこれ、区政会議委員の推薦ね、先般はあれでしょ、１０日か何か

の日に、地域活動協議会の会長会があって、これ渡しとるんとちゃいますの。  

○西政策企画課長 

 渡させていただいております。 

○越智委員 

 これ別に会長のほうから出したらいいわけでしょ。 

○西政策企画課長 

 そうです。あくまできょう参考までにお示しさせていただいているだけでございま

すので、あとは報告事項ということで。 

○越智委員 

 わかりました、済みません。 

○今田議長 

 よろしいですな。一応これでもう全部議題が終わりですけれども何か言いたいこと
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はありますか。 

 三田さん何か。 

○三田委員 

 ちょっと小耳に挟んだんですけれども、昨年度我々論議してきました旧区役所の跡

地利用、あれはアンケートの結果ということで図書館併設のマンション建設を条件に

売却しようという方向に決まりましたけれども、ちらっと聞いたらこの間の５月の特

別区の選挙で反対多数で橋下市長が退任するだろうということになって、その旧区役

所の跡地利用が振り出しに戻ったというのをちらっと小耳に挟んだんですけれども、

その真偽のほどはどうなのかをちょっとお聞きしたいと思いますけれども。  

○西政策企画課長 

 いや、我々、振り出しに戻ったとは、図書館を、当然大阪市として図書館をつくる

ということは正式決定ではございませんけれども、当初の区役所の思いは変わってお

りませんし、その方向で調整、あと検討を進めてまいりたいと思っております。 

○今田議長 

 ないようでしたら、事務局のほうで。 

○西政策企画課長 

 それでは、長時間にわたりまして、どうも今田議長、進行のほうありがとうござい

ました。また次回の区政会議につきましては、日時が決まり次第、御通知申し上げま

すので、よろしくお願いします。 

○榊区長 

 済みません、最後失礼いたします。 

 全体いろいろ貴重な御意見をいただきまして、本当ありがとうございました。途中、

いろいろ質問をいただいたことに関しまして、御質問をいただいたことに対しての説

明と、それから御意見をいただいたことに関しての応対で、ちょっと非常に不行き届

きなところがございました。例えば、規定だからだめですなんていうのは、全然回答
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になっておりませんで、だめだったらどういう規定があって、この成り立ちがこうで、

こういうところがこうなんですというのをきちっと説明できなきゃなりませんし、説

明できないんだったら、こういう御意見をいただいたので、真剣に検討してまいりま

すというふうに言わなきゃいけないところなんですけれども、役所の防衛本能が働い

て多分いろんな要は煮え切れないものになりましたし、いろんな、例えば先ほどのコ

ミュニティ回収にしても、これは区政会議で要望をお聞きする場で、真にああそうだ

なというところについては予算化したり、実行したりというふうなところが主眼の会

議でございますので、何か自己防衛本能を発揮して、虚偽するようなことが会議では

ございませんけれども、今までの体制がいろいろ抜けていなくて、非常に煮え切らな

い回答ばっかりであったと思うんですが、大変申しわけございません。いただいてい

るものについてはきちっと受けとめて何らかの形で早期にお知らせしたり、あるいは

検討済み次第、御報告するような形にはさせていただきたいというふうに思っていま

す。僕もちょっと見落としているところがあって、これは何でなんだろうというふう

にやっぱり疑問を持った点が何点もございました。コミュニティ回収については、も

ともと淀川区発案で、淀川区の予算で環境につけたお金でありますので、これ環境が

つけたわけでも何でもなくて、淀川区がこういうふうにしていこうというふうな形で

つけたものでありますので、こういったまた状況を見まして、必要であれば、また淀

川区のほうから予算をつけるというふうなというものはやっていくべきだというふう

に僕は思っておりますので、また適切な時期に御報告させていただきたいというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

○今田議長 

 どうもありがとうございます。 

○西政策企画課長 

 それでは、時間も参っております。また市会議員の先生方も長時間にわたりありが

とうございます。 
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 特によろしゅうございますか。 

 ということで、このあたりで、平成２７年度第１回淀川区区政会議を終了してまい

りたいと思います。 

 本日は、長時間にわたりまして活発な御議論をありがとうございました。  

―了― 


