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平成２７年度第１回淀川区区政会議 

コミュニティ力向上部会 

 

                     日 時：平成２７年８月４日（火） 

                         午後６時３０分～午後８時３０分 

                     場 所：淀川区役所 ５階会議室（５０１） 

 

○西政策企画課長 

 どうも皆様、お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまより淀川区

区政会議コミュニティ力向上部会を始めさせていただきます。私、本日進行役を務め

させていただきます、淀川区役所政策企画課長の西と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。着座にて失礼いたします。 

 まず、お手元の資料の御確認をお願いいたします。 

 まず１枚目、次第、淀川区区政会議第１回コミュニティ力向上部会と書いたもので

す。 

 ２枚目に、配付資料一覧、３枚目に資料１ということで部会名簿、その裏面が資料

２ということで座席表になってございます。あと資料３、Ａ３の横長のものですけれ

ども、運営方針の達成状況、資料４、平成２６年度淀川区運営方針自己評価シート、

Ａ３の縦長の資料でございます。資料５、淀川区運営方針（抜粋）とあるもの、あと

参考資料といたしまして、放置自転車が減少しました、あと広報誌リニューアル、淀

川まちセン通信ＶＯＬ．２から４、あとよどマガの８月号、あとＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ

０２３とあるもの、以上でございますが、不足はございませんでしょうか。ありまし

たら事務局よりお持ちしますので、挙手をお願いいたします。大丈夫でしょうか、本

日の資料のほう。ありがとうございます。 

 本日の出席委員につきましては、私のほうから簡単に御紹介させていただきます。
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小澤議長でございます。山本副議長でございます。泉水委員でございます。田中委員

でございます。あと、牛島委員につきましてはおくれられているようでございます。

あと、浦田委員、森田委員につきましては、本日のっぴきならない他の用事があると

いうことで欠席と承っております。 

 ただいま、コミュニティ力向上部会委員７名中４名の委員が出席されております。

定足の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

を御報告いたします。 

 なお、本日淀川区選出の市会議員の方々にも御案内を差し上げておりますけれども、

御到着いただいておらないようでございます。 

 続きまして、区役所の職員につきましては、お手元、先ほど申し上げました２枚目

の座席表のほうに氏名のほうを記載しておりますので、そちらのほうをごらんいただ

ければと思います。適宜、そういうことで担当のほうが質問等にお答えさせていただ

きますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次第に沿いまして、議題に移らせていただきます。 

 本日の会議では、平成２６年度運営方針の事業に係る評価について、先般７月１３

日の区政会議で御説明し、御議論いただいたところでございますけれども、本日、こ

の部会のテーマとなっております経営課題３の「住民が主体となって運営されるま

ち」、経営課題の４、「区民との協働による快適で魅力あふれるまち」、経営課題５、

「区民のお役に立つ区役所」について、その取り組みの進捗状況や課題となっている

点を資料３の運営方針の達成状況、Ａ３の横長の資料でございますけれども、こちら

の資料などに基づきまして再度本日御説明申し上げまして、それらを踏まえまして、

平成２８年度の運営方針の事業に係る方向性について、皆様方から御意見を頂戴いた

したいと、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、会議の時間は２時間を見込んでおります。午後８時３０分には終わってまい

りたいと考えておりますので、御協力いただけますようよろしくお願いいたします。  
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 それでは、ここから小澤議長に進行をお願いいたしたいと思います。 

○小澤議長 

 こんばんは。本当に出にくい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。

また、区役所のスタッフの皆さんには、本来もう家に帰られるころに残っていただい

て地域のために本当にありがとうございます。 

 それでは、時間もないんで早速本題のほうに入っていきたいんですけれども、運営

方針達成状況全般にわたって細かいことを言ってたら非常に時間がかかりますので、

全体的な部分、ポイントを踏まえて、淀川区区役所としてどの程度達成できたか、そ

の辺のところをお話しいただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○西政策企画課長 

 では、それぞれの課題につきまして、まずこの資料の３の横長、先ほど申しました

運営方針の達成状況、こちらに基づきまして、それぞれの課題につきまして、それぞ

れの担当のほうから御説明申し上げますのでよろしくお願いします。 

○新井市民協働課長 

 こんばんは。市民協働課の新井です。 

 ７月１３日の区政会議で、平成２６年度の運営方針の振り返りは行いまして、本日

は平成２７年度の取り組みの事業について、トピック的な紹介をさせていただきます。  

 まずＡ３横長の資料３のほうをごらんください。 

 経営課題３、「住民が主体となって運営されるまち」について申し上げます。 

 上段のほうが目標の達成した取り組みとして、地域活動協議会の運営支援や地域担

当者との連携支援がございます。３－３－２で、自立的な活動支援の補助金の活用事

例について、平成２６年度は新規５件、継続が１件でした。三津屋地域と東三国地域

で音楽祭の開催に活用されました。三津屋商店街各所と三津屋小学校講堂を舞台に多

用なミュージシャンが音楽を披露し、地域と商店街で学校、ＮＰＯと連携した事業に
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なりました。また、東三国では小学校講堂を舞台に地域内にあるライブハウスで活動

するミュージシャンと東三国中学校吹奏楽部が同じステージに立つことになり、さま

ざまな年代の人が音楽に触れる機会となりました。 

 平成２７年度もどちらの地域もこの活動支援補助金を活用予定と聞いております。  

 それから３－３－３で、地域担当職員との連携支援ですが、平成２７年度の第１回

地域活動協議会意見交換会を７月１０日に行いました。従来は区役所から情報提供や

事業周知が意見交換会の大半を占めていたので、本来目的である地域活動協議会同士

の意見交換会や情報共有が十分できていなかったために、より一層の活性化を目的と

して中学校区を中心に近隣地域同士５地域から７地域を３ブロック化することで、身

近な地域同士が少人数で活発な意見交換を行えるようにするという提案を行い、出席

の皆様に賛同を得たところでございます。 

 それから中段に目標が未達成として四角囲みの枠がさまざまございます。この箱の

見方として、左端が平成２６年度の実施した取り組み内容で、矢印に沿って進んで真

ん中の箱が目標数値は未達成ですが、ある程度実績があって、平成２７年度も予定ど

おり進めていくものについては、取り組みは予定どおりと記載しております。例えば

ちょっと一番下段の３－２－１、地域団体のネットワーク支援の拡充なのですが、平

成２６年度は取り組みとしてＮＰＯ、企業、地域との交流会等で、課題と改善点につ

きまして交流会、ＮＰＯ、企業、地域の顔の見える関係づくりを通じた個別ニーズの

把握と具体的支援ということでございます。地域と企業、あるいは専門学校生などが

地域の活動に参画する事例を聞き及んでおります。最近夏祭りで見た事例では、新北

野地域では、新北野中学校の吹奏楽部の演奏会がたそがれコンサートとして組み込ま

れておりました。また、十三地域では、地域の皆さんが生涯学習ルームで和太鼓の練

習を行っているということで大人から子供、男女混成部隊でちょうど盆踊りの大会で

日ごろの成果を発表するようにお披露目しておりました。また、７月２５日、２６日

の西中島地域の盆踊りの大会では、大阪ウェディング＆ブライダル専門学校の生徒さ
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んたちが無料でヘアアレンジを行うブースを出展されて非常に盛況でございました。

このほか５月に行われた北中島まつりでは、大阪保健福祉専門学校の学生さんがブー

ス出展や環境整備ボランティアとして２００人以上参加されたほか、この学校では、

このほかにも地域の福祉施設で食事サービスなどの行事に参加したり、福祉施設でボ

ランティア体験をして、地域の人々と交流することで卒業後の将来の仕事をする上で

大いに役に立つと先生がおっしゃっており、教育現場の実践的なよい機会になったと

聞いております。 

 このように従来の伝統的な流れから新しい専門学校生などの参画もよい形の流れで

広まりつつあると感じております。 

 それから右のページに移りまして、３－２－２で、地域団体の活動支援連携促進で

すが、インタービュー等を行って地域の活動を知らせることで、ほかの地域の参考や

よい刺激になればと考えております。地域のそれらの活動、取り組みがちょうどお手

元に配付しております「淀川まちセン通信」のＶＯＬ．４に掲載されておりまして、

中をあけていただきますと、先ほどお話しした北中島の保健福祉専門学校生の記事が

ございます。これは、中は後でゆっくり読んでおいていただきたいんですが、ことし

の４月から淀川区まちづくりセンターが始めたもので、毎月インタビュー等をしなが

ら地域の活動報告や情報発信を行い、互いに地域の連携を深めようという広報誌です。

後でまた後ほどお読みください。 

 それから３－４－１で、ＣＢ・ＳＢの啓発というところでございます。中段の下の

ほうです。意義やメリットを知る区民のアンケートの割合は高いのですが、職員の割

合が７０．７％と低いため、目標未達成となっています。ほかの区の成功事例などを

もっと地域担当者会議で共有していきたいと思います。 

 また、３－４－２で社会的ビジネス化の支援ということで、資源ごみのコミュニテ

ィ回収が注目されているところですが、これは後ほど政策企画課からお話ししてもら

います。 
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 それから、次のページに移りまして、ちょっとはしょりますが、経営課題４で、区

民との協働による快適で魅力あふれるまちについてということで、４－１－１で、淀

川河川敷イベントがございます。これも毎年好評で、８月１日は「干潟で遊ぼう！学

ぼう！」というイベントを行いました。参加者は約、子供５０名とその保護者で、申

し込みがすぐいっぱいになる状況でございました。また、１１月８日には第１４回淀

川河川敷フェスティバルを行う予定です。例年８，５００人以上の参加者がございま

す。 

 それから４－２－１で、放置自転車対策ですが、駅前啓発等で地域の皆様と行政と

で一緒になって取り組んでいることから以前に比べて、かなり放置自転車の台数は減

りました。 

 少し横長のカラーの資料をごらんいただけますでしょうか。放置自転車対策につい

ては、この資料で御説明をしたいと思います。 

 まず平成２１年度から８０．２％も減少しているということでございます。平成２

１年度で統計をとったときに、３，２１７台の放置自転車が平成２６年度では６３４

台に減っているということで、平成２１年度と比較して、２，５８３台も減少しまし

た。それは本当に長い道のりで、単に撤去という罰だけでは厳しく、どれだけ地域の

方を巻き込んで協働して啓発していくかということにしております。 

 ここから淀川独自の取り組みなんですけれども、まず①で店舗への放置自転車の指

導ということで、全国規模で展開している店舗がミスドやらケンタッキー、オリジン、

若菜、フリーステップ、マツキヨなど１２店舗がございます。従業員は、自転車を店

先にとめない。せめてお客様の自転車ぐらいは整理するように指導しました。その一

部を御紹介しますが、成学社開成教育グループ「フリーステップ」という塾です。黄

色の矢印がある分で、指導前と指導後ということで、自転車が激減しております。こ

こは生徒たちが店先に放置自転車を行って、歩行者の邪魔となっていました。どこの

企業にも企業理念があって、この会社では「受験勉強は結果が価値の全てではなく、
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その過程で将来に生かせる無形の財産を身につけ、生徒が社会で大きく活躍する」と

掲げています。にもかかわらず、社会教育をせずに生徒さんたちに放置をさせていま

した。そこで、区長の名前で月１回、３カ月間、その企業理念に反するということで、

放置自転車をやめるように訴え、最終それでも改善しない場合は、社長へ信書を送る

という形で実施を行いました。その結果、会社のほうが生徒用の一時駐輪券を購入し

て配布するように、１台も放置自転車がなくなりました。このようにほかの１２店舗

へも直接指導したことで改善を行ってくれています。 

 それから②で小学生の啓発ということで、日ごろ横柄に商店街内に自転車で横行す

る大人へ思っていることを主張してもらい、子供の声を校歌をバックに録音して、現

在６つの商店街で毎日流しております。また、子供の絵画作品を８３枚の路面シート

にして貼付しております。やはり親しみのある校歌や子供たちのメッセージはインパ

クトがあるようです。 

 また、できるできないは度外視して、③として地域の方から見て駐輪場にできそう

な場所をまち歩きで行いました。その結果、平成２５年度に十三駅周辺は定期３８台、

一時６３台の駐輪場を増設し、供用開始ができました。 

 また、この写真はすっきりというのが最初は、「もしあなたなら」という、救急車

の写真なんですけれども、平成２４年度に撮影した十三駅周辺です。放置自転車が障

害になって救急車が通れない状態、それが地域住民等が一緒に啓発をしまして、すっ

きりとなった状態でございます。子どもたちのアナウンスで「放置自転車で救急車が

通れません。あなたの置いた自転車かもしれません。救急車を待つその人が大切な人

だったらどう思いますか」ということで、私たちの宝である子どもたちがそんな思い

をしないためにも、これからも安全で安心なまちづくりを進めてまいります。  

 私のほうの説明は以上です。 

○林市民協働課係長 

 市民協働課の林です。 
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 経営課題３の住民が主体となって運営されるまちの左側の下から２段目の３－１－

２、芝生化事業について説明させていただきます。 

○新井市民協働課長 

 資料３の表のほうをお願いします。ここの２段目です。 

○林市民協働課係長 

 芝生化事業としましては、平成２６年度は３校取り組みさせていただきました。目

標的には未達成となっておりますけれども、この理由としまして芝生化事業を初年度

始めたところでございまして、夏に芝を張りまして養生いたしますと時間が大分かか

りまして、秋になってしまいます。イベント企画をする間もなく、もう芝は枯れてし

まいますので、昨年度はイベント企画まで至りませんでした。そして平成２７年度か

らこれから企画していただくということになっております。 

 平成２７年度としましては、課題等を踏まえまして、イベント企画の段階から区役

所のほうが支援させていただいております。また、芝生維持管理に関するに実習指導

等も実施しておりまして、今後地域で継続できる芝生を維持できるように知識、技術

の習得を支援していきますので、以上でございます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、政策企画課長の西でございます。 

 お手元、資料３、運営報酬の達成状況の２枚目の右の段をごらんいただけますでし

ょうか。そこに目標未達成のほうで、５－２－１、市民が必要とする情報の発信とい

うのがあろうかと思います。また、一つ飛ばして一番下、５－３－３、区長による個

性あふれる区政運営と自主的な組織運営、この二つにつきまして、私のほうから説明

させていただきます。あわせましてお手元の資料、参考資料の広報誌リニューアル、

カラー刷りのこのＡ４の横書きのものがあろうかと思います。これをお手元に、あわ

せてごらんいただけますでしょうか。 

 私ども淀川区役所では、市政・区政情報や身近な地域な地域情報などを迅速、的確
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に区民の皆様にお届けし、区民の市政・区政への関心を高めるためさまざまな取り組

みを行ってまいります。とりわけ淀川区では、子育て世代の支援に力を入れておりま

したけれども、広報誌が５０歳代以上に多く読まれている現状がありまして、若い世

代は余り読まれておられなかったということがあります。そこで、平成２６年度、広

報誌をリニューアルすることといたしまして、きょうもお手元のほうへ、よどマガ！

の８月号を配らせていただいておるかと思いますけれども、こちらも従来、これタブ

ロイド判といいまして、縦長の大きな誌面だけの、皆様御存じかと思いますけれども、

それを平成２６年度に、このＡ４判に変更しております。このようにすることにより

まして、手にとりやすく、かばんにもそのまま入れることができて、電車とかいろん

なところで手軽に読めるように工夫を凝らしたところでございます。また誌面の内容

にも人にスポットを当てる形で、例えばこの８月号もごらんいただきましたらわかり

ますように、１枚目のところ、１ページ、よどじんとありまして、これ訪問型幼児保

育スタッフで働く方にスポット当てる形で、人を紹介するような形で、読者の共感を

呼ぶような記事やデザインづくりを心がけてまいったところでございます。また、広

報誌、情報の入り口といたしまして、ホームページやツイッター、フェイスブックに

連携していくような誌面づくりを工夫してまいっているところでございます。 

 また、昨年度までは、新聞折り込みによりまして、広報誌を主に区民の皆様方の御

自宅のほうへお届けしておったところでございますけれども、この新聞折り込みによ

る配布数が減少し、特に若年層の新聞離れにより広報誌が届きにくいという現状がご

ざいます。先ほど申しましたこの参考資料の広報誌リニューアルという、横長の右下

のところをごらんいただきますとわかるんですけれども、新聞折り込みによる広報誌

の配布率が年々下がっているというのが現状でございまして、なかなか新聞折り込み

では、我々が伝えたい情報というのが区民の皆様方の手元に届きにくい。とりわけ若

年層の新聞離れということで、我々が本来読んでほしい現役世代への情報が届きにく

いという現状がございます。そういったことを踏まえまして、ことし、平成２７年５
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月より全戸配布に切りかえております。全戸配布をすることによりまして、今まで届

いておらなかった現役世代にもこの広報誌が届くようになったものというふうに考え

ております。このようなさまざまな取り組みを展開しているところでございますが、

再度、この横長の資料３の５－２－１のところをごらんいただきたいんですけれども、

我々といたしましては、平成２６年度運営方針では、区の広報媒体がわかりやすいと

感じる区民の割合８５％という目標を掲げておりましたけれども、そこにありますよ

うに実績は８０．２％で目標には届いておらないというところでございます。私ども

といたしまして、区民に必要な情報を的確に届けるため、情報発信のさらなる充実を

図りたいというふうに考えておりますので、委員の皆様方からまた忌憚のない示唆と

も御意見を頂戴できればと考えております。 

 その一つ、資料３の例えば５－３－３の区長の個性あふれる区政運営と自主的な組

織運営についてでございますけれども、淀川区では皆様御承知かと思いますけれども、

小学生の読書活動の支援事業であるとか、児童・生徒の体力づくり支援、訪問型病児

保育など、地域事情の特性に合わせて、特色ある施策・事業を展開しているところで

ございます。そのような特色ある施策・事業を知っている区民の割合を目標８０％と

掲げておりますけれども、そこにありますように実態といたしましては、区民がその

ように感じている割合１１．５％と大きく下回っているところでございます。先ほど

申し上げました広報誌の全戸配布、あるいは本日もお配りしておりますけれども、

「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」、参考資料の一番最後になりますけれども、区役所でいろん

な取り組みをしたもの、ホームページ、ツイッターであるとか、フェイスブックに紹

介しているものを主にまとめて編集しているものでございますけれども、こういった

ものの配布等を通じまして、我々が取り組んでいる活動につきまして、区民の皆様方

に的確に届くように取り組みの周知・広報を図ってまいりたいと考えているところで

ございます。 

 私からの説明は以上でございます。 
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○浅雛保険年金担当課長 

 続きまして、保険年金担当課長の浅雛です。 

 今説明がありました運営方針達成状況資料３の２枚目の５－２－１と５－３－３の

間の５－３－１、来庁者サービスの向上のところの三つの枠だけ見ていただきました

ら結構です。特に資料をつけておりません。 

 区役所といたしましては、区役所に来られる方をお客様と捉えまして、皆様に気持

ちよく帰っていただこうという姿勢を進めております。その指標といたしまして、二

つありまして、窓口サービスに来られた方のアンケートをするということと、あと覆

面調査員が毎年大阪市から派遣されていまして、その方が評価をするんですね。３段

階で星三つ、二つ、一つ、ゼロというふうな評価をするという項目がありまして、そ

れの指標に目標達成できたかどうかというところを進めているところでございます。  

 平成２６年度の取り組みといたしまして、サービスアップ取り組み強化週間という

ことで、いかに窓口に気持ちよく来てもらって、挨拶をして、名札は見やすいところ

にあって、書類は両手で渡しているか、そういう細かいことをチェックして実際実践

しているところなんですけれども、結果といたしましては、窓口サービスを向上を感

じている区民の割合は６３．９％、これはオール大阪でです。目標の８０％には届い

ていないです。淀川区でいいましても６０．５％ということで届いておりません。取

り組みは予定どおりやったんですけれども、窓口ミシュランのほうも星は一つでした。

一つというのは民間の窓口と同じようなレベルということです。目標は二つ、民間の

窓口より上回るレベルに定めておりまして、今年度はそれに向かって頑張っていると

いうところでございます。改善策といたしましては、今まで前年度の結果を見まして、

それを潰していくといいますか、それに対して改善策を考えていくということで、各

課の取り組みの報告をしていただいて、それの進捗状況を窓口サービスＰＴというプ

ロジェクトチームを立ち上げておりますので、そちらのほうでチェックしていくとい

うような方式をとっております。 
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 私のほうからは以上です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 事務局からの説明は以上です。 

○小澤議長 

 ありがとうございます。かなり広範囲にわたって説明をしていただきました。 

 先ほど最初のほうで新規事業として、何か音楽祭をされたということで、今日はそ

の両方ともお見えなので、簡単にどんな内容だったかというのを説明していただきま

したら。まず三津屋さんのほうから。 

○泉水委員 

 三津屋は去年音楽祭をさせていただきました。これ、今までみつや交流亭が主催に

なってやっておったところが、今度は地域と一緒になって、商店街も一緒になってや

ろかということで、コミュニティ部会というのをつくりまして、地活協の中にね。そ

の中で、そこへ入れていって、新しい部門をつくっていこうということでやっていっ

た第１回で去年やったということです。普通は音楽祭といったら、一つの場所でいろ

んな音楽をして、皆さん、お客様は固定するというやり方なんですけれども、三津屋

の場合は、商店街の空き店舗を借りて、ずっとやるわけなんです。例えば一つの空き

店舗のところで沖縄の音楽とかをやったり。それで次はお年寄りの、「いきいきや」

というのがあるんですけれども、お年寄りの介護ホームみたいな、そこでジャズをや

るとか。今のところ、店で変わっていってやっていくということで。それで皆さんも

そのギャラリーというか、お客さんも皆、回っていくという形式で、最終的には三津

屋小学校で小学校のコーラスとか、いろんな音楽を、ジャズとかいうのを皆さんで、

一応そこでフィナーレということで、全部寄ってそこで１カ所で最終的にはやるんで

すけれども。それまでは１つずつの店屋さん、空き店舗とかを使って、７つぐらいや

ったかね、空き店舗、やっているんです。僕も余り音楽のほうは詳しくないので、ゴ

スペルとか、女の人の踊りとか、若い人の。結構皆喜んでいただいて。そやからクラ
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ッシックがありの、去年はちんどん屋とか来ていただいたり、それと阿波踊り、何々

デーいうて、来ていただいて、そういうので盛り上げて、商店街を盛り上げてもらっ

たりして、皆さんで。地域の人もあるし、よそからも来ていただいてやったというの

が三津屋のやり方で。またことしもやろうかということで、１１月２３日にやるんで

す。それは今度はことしはちょっと駅前が、三津屋の神崎川の駅前が、場所がありま

すので、そこでオープニングセレモニーをしてずっとやっていこうかということで、

またやりますので。 

○小澤議長 

 ありがとうございます。三津屋のほうは今、大規模マンションの建築中で、でき上

がると大変な変わりようになると思います。 

○泉水委員 

 ７５０世帯ありますね。 

○小澤議長 

 そうですね。元武田製薬の土地に建ってますので、できあがると、商店街活性化の

起爆剤になるといつも思っているんですけれども。 

 そうしたら、次に、同じようにこの事業を活用されて、音楽祭をされた、東三国で

されたということで、お願いします。 

○山本（喬）副議長 

 まず東三国なんですけれども、音楽祭をやったということですが、三津屋さんのよ

うにもともと音楽をやるような土台はなかったというところなんですけれども、ほか

の地区も同じような傾向かもわかりませんけれども、東三国での地域活動というと、

体育厚生協会というのがあるということと、それから子ども会のほうも、どちらかと

いうとキック大会とかソフトボール大会とか、何か運動ばっかりやっているんですね。

そういう中にあって、今回こういう補助金が出るということで、ぜひとももう少し違

う方向の地域の活動をしたいということで、私のほうでちょっと中心になってやって
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みたんですけれども、やるに当たってなかなか、どこどこの組織にお願いするとかい

う状態ではなかったので、かなり難しかったというふうに思っております。だけど、

結果的に音楽祭というのをほぼ１日かけて、実際の催しは半日だったんですけれども、

やって、地域の方からはいい評価を得たわけですけれども、目新しい行事ということ

ですね。だけど、またことしもやろうとはしているわけですけれども、それをどこに

お願いしようかということで、実際困っているところでございまして、淀川区には体

育厚生協会という区の会もあるし、子供会連合会というのもあるし、そこでやってい

ることというのは体育ばっかりやっているわけですね。その辺のバランスをもう少し

全体的に変えてかからないと、かからないというか、文化何とか協会というのがあっ

て、そこが一生懸命そういうことをリードするとか、そういうこともあってもいいん

じゃないかというふうに思うんです。戦後、日本人はなかなか栄養も回らなくて運動

ばかり奨励されてきたところがあるかと思うんですけれども、その流れがずっと続い

ているような気がしまして、そういう面では地域の活動というのはいろんな方向を考

えないかんのではないかと思っていますが。全体的なそういう区の団体でももう少し

音楽をやろうというような雰囲気に持っていっていただければありがたいなというふ

うに思っているんですけれども。ことしはどういう形でやるかということを今少し考

えておりまして、盆踊りとか運動会が終わった後に早急にチームを組んで、何とかま

た実現をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○小澤議長 

 ありがとうございます。 

 山本さんも苦労された部分で、いろいろな情報がもっと流れれば、その地域だけじ

ゃなしに、ほかの協力も得られますので、情報の共有をどんどん進めていただきたい

と思います。 

 それと、地域に各学校とかいろいろあるんですけれども、そこの連携ということで、
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先ほど西中島かな、説明があったんですけれど、委員がこの部会にはおられないので、

その後は大阪保健福祉専門学校かな、これは北中島のほうが関係されておられますの

で、その辺連携する部分で何かお話し願えればと思います。何をやっているか、でも

いいですから。 

○田中委員 

 まず一番大きいのは北中島祭りで、前日のお手伝いから当日の各部署のお手伝い、

いろいろもろもろ本当にたくさんの方が来て、元気に頑張っていただいています。高

齢者食事サービスになるんですけれども、そこは大阪は医療と福祉とハイテクノロジ

ーと三つに分かれているんですけれども、医療のほうの専門のほうから来て、認知症

予防とか、骨折予防とかいろいろなそういうことを先生と子どもさんが来て御指導い

ただいて、皆さん大変喜んでいただいております。それがきっかけで、そこの評議員

をさせていただいたり、また入学とか卒業なんかも見せていただいたりで、すごくい

い関係にはなっていると思うんです。専門学校の先生にも喜んでいただいていますし、

地域の私たちもすごく感謝しています、来ていただくことに対して。だから、私は始

まってよかったかな、と思っております。 

○新井市民協働課長 

 生徒さんも、卒業後、役に立つような実践的な体験ができたというふうに感想も。  

○田中委員 

 そうなんです。そして地域の福祉施設にボランティアで来ていただいたり。だから

お互いにすごいいい相乗効果があるような気がいたします。ありがとうございます。  

○小澤議長 

 ありがとうございます。 

 ちょっと前段でお話ししていただいたんですけれども、まさしく我々はコミュニテ

ィ部会ということで、こういう広がりが本当に大事で、こういうことで地域のコミュ

ニティの力というのが強くなっていくのかなと思いますので、いい事例ですので、ま
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ずいいことを情報としてお話しいただければと思って発表していただきました。  

 今、田中さんが言われた大阪保健福祉専門学校、地域にかかわることに学校自体が

熱心なので、実は私もひょんなところから、ここの学校の教育課程編成委員をやって

まして、教育課程のことについて意見を言わせてもらっています。また、たまたま、

何カ所かの保育園にもかかわっていまして、学校に保育科があるので、その辺をつな

げていってインターンシップというんですかね、在学中に自主的に研修に行くという、

そういうこともつなげていければと思って、かかわっています。最近は企業さんも非

常に熱心で、三国の駅前の放置自転車についても、パチンコ屋さんが社会貢献という

ことで参加しておられますし、野中にあるパチンコ屋さんも周辺の清掃をしたり、い

ろんな企業が業種を問わずそういう方向になっているんかなと思いますので、そうい

うことも巻き込んで、地域が一つになっていけばいいことかなと思います。各地域で

いろんな取り組みがされていますので、まずそれについて発表していただきました。 

 それと今、かなりボリュームがあって、ちょっと何から質問してもいいか、一応

我々が今まで部会で議論してきた中で、まず一番大きいのが地域活動協議会というこ

とでやってきたわけですけれども、なかなか地域活動協議会が本当にしっくり地域で

いい形でおさまっているかといったら、なかなかそう見えないところも多々あります

ので、今の評価の説明も踏まえて、この地活協の問題点というんですか、そういうと

ころも含めて、ちょっと御意見いただければありがたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。これもちょっと順番に行ったほうがいいかな。 

 そうしたら泉水さんのほうから。 

○泉水委員 

 僕が思うのは、地域活動協議会というのは、今地域での会での位置づけがどういう

ところにあるのかなという。皆さんはね、この位置づけがまだわかりにくいというの

がね。今までは振興があったり、社協があったりして、社協の下には子ども会とか、

青指とかいう組織があったんですけれども。それで地活協ができたと。その地活協と
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いうのは、その位置づけをどこへ持っていくかということね。その一番上に持ってい

くのか、そのピラミッドのつくり方がまだわかりにくいん違うんかなと思って、地域

によってもね。俺らどうしたらいいんかなということで、今いろいろ模索しているん

ですけれども、余りええ話が出てけえへんのでね。ほんまに地活協でぱっと言うたっ

て、皆さんがわかりにくいんやね、やっぱり地域に帰って。地活協があるんやけど、

その地活協ということの位置づけというのが、ちょっと皆さんわかってはらへんの違

うかなと。僕らもはっきり言って余り。どこへ持っていってどういうぐあいの組織に

持っていって、どうしたら一番皆さんが地活協というのをわかってくれはるかなとい

うのが。それが僕、今課題になっているんですけれどもね、地域ではね。やっぱり今

までやったら、振興があって、社協があって、そういう流れでずっと来ておったもの

が、ここに地活協といったら、こんなん言ったらあれやけど、お金もらう団体や、と

かいうような、そういうのじゃちょっと何かおかしいなという考えがあるんで、ほん

まにその地活協というのは、どこかどかっとしたものであって、そこから組織化を持

っていったらいいんかなと思うんやけど。そこらがちょっとまだ僕もまだ勉強不足な

ので。 

○小澤議長 

 いや、勉強不足よりもやっぱり、大阪市、また区役所自体が明確にそれをしてこな

かったというのが非常に大きいので、地活協が地域でどういう位置づけで、地域に今

までいろんな団体があって、右往左往していたのをそれをすっきりした形で納得して

活動できるような地域活動協議会にせないかんのですけれども、その辺が名前だけが

先行しちゃって、もうあとは地域にお任せみたいな形で来ているから、なかなか地域

としてもとまどいがあると思うんですけれども。そう言っていても、現状を踏まえな

がらやっぱり我々も提言していかないとあきませんので。 

 続いて山本さんのところお願いします。 

○山本（喬）副議長 
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 今言われた地域活動協議会の位置づけなんですけれども、区役所のほうは一体どう

思ってはりますか。私は、地域活動協議会というのは、唯一のそういう補助金を受け

る団体ですから、地域としたら一番トップに持ってくると。あとはその中に入るとい

うふうに解釈をして、そのように地域の方には説明はしていっているということなん

ですけれども、それが違うわけですか。そうかどうかはっきりしてもらいたいという

ことなんです。 

○小澤議長 

 だからすぐに答えられへんところはそういうのが明確になっていないから、基本的

にやっぱり今山本さんが言われたように、それが核になるわけで、一番おかしいのは

地域活動協議会があって、まだ社協もあって、振興もあって。今まで振興と社協でご

たごたしている中へ、もう一つもめごとを持ってきたみたいな話で、だからその辺や

っぱり地域振興との関係、それから社協はどういう立ち位置にするのかというのをも

うちょっと明確に、当初にすべきやったような気はします。それをもう地域にお任せ

やから、そこはやっぱり区役所なり大阪市がリーダーシップを発揮してやらないと、

なかなかおさまっていかないと思います。今、御質問があった地域活動協議会の位置

づけについて、区役所としてどう考えているのか。ちょっと言いにくいか知らんけど。  

○新井市民協働課長 

 私は、ことしちょっと異動してきたばかりなので、勉強中ではございますけれども、

大阪市として３年ほど前に立ち上げた、大阪市として地域の、大阪市が認める補助金

を交付する唯一の団体とは聞いております。しかし、それぞれ社協の活動やら振興の

活動も、それぞれ地域の中にはいろいろと活動していた団体があるということも聞い

ております。２４区の中でも立ち位置がいろいろとさまざまであるということも課長

会では伺っております。 

○小澤議長 

 だからそれは、何でといったら大阪市区役所の姿勢が曖昧やからそうなったわけで。
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そこが明確になっていれば、大阪市全体がまとまった形で進んでいくわけですよ。そ

れがないから淀川区だって地域によっても違うし、区によって全然温度差もあるしね。

くしくも言われたけれども、お金をもらうためにつくった団体と、そういうレベルの

話になっちゃうんですよ。それじゃあ、全く意味がないので、地域はいろいろな問題

を抱えていますやん。どこの区でも一緒やと思います。その中でそういうことを解決

して、地域のみんなが本当にすっきりとしたいい形で協力し合える、そういう地域活

動協議会にしてこそよかったということで。だからそのために区役所と我々がどう連

携していくか。また、我々が部会のメンバーとして、そういう方向を見た提言をして

いかないと、全く無意味なので。 

○山本（喬）副議長 

 私、東三国におきましては、もともと社会福祉協議会も地域振興会も一体で活動し

てきておりましたので、地域活動協議会ができるということで、何ら障害はありませ

ん。だから今、具体的にはもともと社協としての予算で動いていましたので、補助金

全ては地活協でもらったやつは社協に入れて決算をしているという状態です。ただ、

それでも帳面の名前が違うだけで、その地活協の帳面だと思えば、それはそれで済む

ことであって、地域には、一つの帳面しかないということです。帳面というのは、大

きなものね。あとは、またそこの参加団体にお渡しする助成金とか、そういうものは

また別としまして、そちらでまた行われる帳簿は別として、大きな帳簿としたら一つ

しかないので、ただ名前をどうするかだけの問題であると。ただ、大阪市のほうにこ

の補助金の使い方を報告するに当たりまして、いろんな削除しなければならない出費

があるわけですね。実際、飲み食いとか、そういうものをなしで地域活動をやるわけ

にはいかないわけでして、そういうものも含めた会計があると。それをそのまま大阪

市の今の補助金の報告としてすることができない。結果的に二重帳簿をつくらざるを

得ないという状態。補助金の結果申請用の帳面がまた別に要るという形で、それは少

し煩わしいなというところでございます。もうそれ以外は特に問題はないとは思って
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います。 

○小澤議長 

 会計の話が出たんですけれども、田中さんのところはどんな形になっているんです

か。 

○田中委員 

 北中島は本当に東三国さんと一緒で、もともと社協と地域振興会とスムーズにいっ

てましたので、そこへ地活協が来て、北中島は昔から社協としてのお金が全然ないん

です。だから活動したくてもできなかったので、地域活動協議会があって、そこでか

なりいろんなことを活動していけているから、北中島としてはある程度スムーズにい

っていると思うんです。皆さんもどっちが上や下やという、そういう感覚はどうかな

と、聞いてみますけれども、ただ、地域活動協議会の中に全てが入っています、今ね、

毎月５６名ぐらいのメンバーで会を開いているんですけれども、その中でやっている

から、皆さん地域活動協議会ってこんなもんだなというふうに思っていらっしゃるん

だと思うんです。それでその中で、例年社協としてやっていた、毎月やっていた会議

では報告しているんです、毎月何をしたかという。それを地域活動協議会になったと

きに、まず社協のメンバーがまず毎月の報告をして、その後、各部会の報告をしてと

いう形を、今、しておりますので、だからそういった困った問題というのは。ただ、

さっきおっしゃったみたいにやはり会計面でなかなか細かいから。私言うんですよ、

税金をいただくんだから当然なことと思うんですよ。でもそれにしてもちょっと細か

くチェックが厳しいので、そこがちょっと大変かなと。何も悪いこともしてないし、

普通にやっているんだけど、書き方一つがちょっとだめだったりとするところがやは

り会計としてはちょっと大変かな、というところです。だから反対に、北中島は、申

しわけないけれども、スムーズにいっていて、おかげで活動もいろんな皆さんに補助

金を渡して活動させていただいています。 

○小澤議長 
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 今は何とかやっていけます。ただ、社協にも規約がありますし、地活にもあるし、

当然地域振興会にもあります。それぞれの人事についてどうするとか、それから総会

をどういう形でするとか。今の新しい若いメンバーというのは、そういうところをど

んどん追及してきます。 

○田中委員 

 うちはみんなおとなしいというか。 

○小澤議長 

 人間関係がいいときは、問題は起きない。それと全ての団体を１人の人が長をやっ

てはるところとか、そういうところは比較的そういう問題はないんですけれども、そ

れぞれに長ができたときに、やっぱりいろんな問題が起きてきます。振興と社協がう

まくいっているところも当然ありますよ。だけどいろんな問題を抱えているところも

ようさんあるんですよ。そういうところはやっぱりお互いの立ち位置が全然理解でき

ていないから、やっぱり何かね。 

 いろんな問題が起きて、地域コミュニティの破壊につながらんようにしていくには、

規約も含めて、どんな人がかかわってもうまくいくような組織づくりというのをして

いかないかんと思う。それが多分我々も責任があるし、区役所の責任でもあると思う

んですよ。人間関係がいいときは規約なんかなかってもまとまっていきますよ。別に

規約のことを言う人もいない。だけど、やっぱりこれからの若い人は本当にそういう

ことを言ってくるんで。社協にも、地活協にも規約があり、本来両方とも総会をし、

会計報告もせなあかんということになってきたら、本当に地域は大変なんですよ。総

会とか会議ばっかりやってなあかんようになるので、今は多分両地域もどちらか一方

でされていると思います。だけどそれでおさまっているときはいいんですけれども、

そうでない時期も必ず来ると思いますので、その辺のことを考えながらやっぱり我々

も組織づくりというのを考えていかないかんの違うかなと思うんです。 

○泉水委員 
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 今のお金のことなんですけれども、三津屋の場合、僕は連合町会長になったときに、

今までは社協に渡して、社協から青指とか子供会とかに分配しておったんやね。ほん

なら一本化にならへんわけなので、それはいかんということで、僕はもう一本化する

ということで、もう青指とか子供会とか皆一本化でやっておったんですよ。振興から

みんなに渡して。そやから地活協ができたときにそんなに苦労はなかったんです、も

う同じことやからね。ほんで一括して皆見ていくということでやっておったから地活

になったときに、お金の、各団体に渡すのも申請制にして、こういう事業をするから、

ということで、自分らで年間組んで、この事業は何ぼ要りますから、ということで、

それをちゃんと報告して。今までやったら、皆各種団体が余剰金を持っておったんや

ね、何十万円とか。もうそれはだめということで、もう一切その年で終わったら一切

ゼロということでもらうということで、ほんでまた新しく出すということに。そやか

ら今、地活協と同じようなやり方になったから案外お金のほうは、そう皆さんの団体

には苦労はなかったんですよ、そういうやり方でやっていったからね。今までやった

ら、こっちの団体の使い方はタクシーまで使いよるとか、こっちはタクシーも使わず

自腹で行っている団体、いろんな団体がある。もうそれは認めない。これはもう淀川

区から出るときは、皆、電車賃出してくれとかいうようなことで同じようなやり方で。

こっちは見たら、弁当は出ているわ、こっちは自弁やわ、いうのじゃあかんというこ

とで、そういうのも決めてやっていたら、結構地活協になったときにはお金の分配は、

持っていき方が同じようなやり方やから、それで渡すと。それで決算して出しなさい、

というやり方をやってきたから、なかなかスムーズにはいけへんかったんやけど、や

っぱりそういうやり方でやっていると楽は楽なんやけど。 

○田中委員 

 北中島は反対で、なかったので簡単でしたよ。地活協からいただいた予算を、住民

を対象にして活動していただけたら出します、という条件で皆さんに応募したから、

だからその点はなくてスムーズにいったかなと。前は社協に入って、そのまま社協は
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受け皿であって、皆さんに分配して。でもそれが今度地活協になったら、今言ったよ

うに、それぞれが住民を対象にした活動ならば出ます、ということで、皆さんに応募

していただいているから割とスムーズに。 

○小澤議長 

 野中も考え方は全く一緒で、地活に集約して、地活から各団体に出しています。今

までは出しっ放しで戻していないから各団体には余剰金があるんですよ。だから地活

協になったときから、うちは３月末にヒアリングをしています、各団体に。決算、予

算、事業も含めてヒアリングをして、そのときに余ったお金は全部返金していただい

ております。最初は当然反発がありましたけれども、今は定着しています。けれども、

今言われたように活動費を運営費で使っているところが結構あるんです。一番多いの

が祝儀で、また一番困ったのは、互礼会、大挙行かれている団体もあり、かなりの出

費になっています。 

○田中委員 

 でも個人で当たり前になっているから。お祝い金とか、そんなん一切なし。 

○田中委員 

 出すときは全部個人で出す。 

○泉水委員 

 個人やね。 

○小澤議長 

 それが一番いいんやけど、なかなかね。 

○田中委員 

 地域によってね。 

○泉水委員 

 最初にやってしもたら楽は楽やしな。皆それでね。 

○小澤議長 
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 地活協に関し、区役所のほうに聞きたいこととかありましたら。 

○山本（喬）副議長 

 地域活動協議会の連絡会というのが、部会でされるということになったんですけれ

ども、それはそれでいいかもしれないんですけれども、それと地域振興会の会が毎月

いつも区役所であって。それと地活協の連絡会とか、位置づけが全然わからないと。

下手すると同じことを２回説明聞かないかんかったりする場合もありますし、何が本

筋かをきっちりとしていただいて、一本化していただきたいなと思うんです。全く同

じことを何回もやるということになり得ているような気がするわけです。  

 それとたまたま前回の地活協の連絡会に東三国は欠席してしまったんですけれども、

部会で説明されると。その内容が会計のことについて、今度は部会ごとに説明される

というお話を聞いたんですけれども、会計のことだったら別に地域性がないので、ま

とめてやったほうがいいのではないかというふうにも思うんです。部会に分けて説明

されるということ自体が、ちょっとどんなことをそこで協議されようとしているのか

わからないんですけれども。ちょっとこれ、今、これとは方向が違うから飛ばしてい

ただいても結構です。 

○小澤議長 

 今、山本さんが言われたように、その会の目的が見えないというのがあるんですね。

区役所は多分情報を流すための手段として考えておられると思うんですが、やっぱり

団体として、例えば振興の会長が集まった部分での目的というのはおのずからあるわ

けで、地活の会長連絡会、また、区政会議もありますし、それぞれ目的が全部違うわ

けで、それが全く地域と共有できていない。地域も多分それを把握している人は少な

いと思うんです。だからその辺をやっぱりしっかりと。 

 それともう一つ、あえて言わせてもらったら、社協を地活協に移行しようとしても、

いまだに社協の会長会があり、地域が非常に混乱しています。地域全体を見て、どう

いう形がいいのかというのはやっぱり大阪市が主導的立場で考えないと、それは地域
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に委ねてもなかなか難しいですよ。地活協、振興、社協などの活動のめり張りをちゃ

んとしていかないと、なかなか難しいかなという気はします。 

○田中委員 

 社協というのは福祉関係だけでしょ。 

○泉水委員 

 社協はな。 

○田中委員 

 区社協というのはね。だから全然地活協とこの。 

○小澤議長 

 区社協から事業がおりてきますやんか、いろんなね。 

○田中委員 

 そうです、来ます、来ます。そうしたら。 

○小澤議長 

 その受け皿が当然地活協で受けますやんか。 

○田中委員 

 そうそう、社協では、聞いたら地活協で話の上。 

○泉水委員 

 受け皿がね。 

○田中委員 

 そうそう。 

○小澤議長 

 逆に、社協の会長会というのが地活協の会長会であったらいいんですよ。区社協で

やろうがどこでやろうが。そうしたら風通しもよくなるねんけど、区社協でやるとき

は社協会長会でしょ、どない転んでも。 

○田中委員 
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 社協です。 

○小澤議長 

 時間もないんで、最後出てましたブロック単位での懇談会。 

 私が把握しているのは、今度、中学校下のブロック単位で話をするということで、

あくまで区役所主導よりも各地域の情報交換ということで聞いていますので、会計で

困っているところとか、やり方もばらばらなんで、その辺情報交換できる、どちらか

といったらもっと早く、１年前にやったほうがよかったかなという気がします。今か

らでも参考にもなるかと思いますので、身近なところで寄って細かい部分の話し合い

をして、情報交換できて、それが地域で取り入れられていったら、それはそれでプラ

スだと思いますので。 

○新井市民協働課長 

 きょう聞いた中では、大分ちょっと事例が違うし、お祝い金にしても出す場合と、

自前でやってますよ、というふうな、そういう情報交換ができたりしたら、自分のと

ころの地域もいいように改良していこうというふうに発想を持っていただけたらいい

かとも思いますし、それぞれ本当にきょう４人の地域の代表さんが来られただけでも、

やり方が、社協さんに一本に集めているとか、もう面倒くさいので地活協に一本に集

約しているよとかいう、そういうふうな情報交換もして、よい点を取り入れていけた

らなと思っているところなんです。 

 それと１８人どっと集まるとやはり発言を控える方もいらっしゃるので、近隣の地

域やったらなじみもあるかと思いまして、六、七人ずつ集まったほうが遠慮なく御意

見も言えるかなという趣旨でさせていただきたいと思っております。 

○田中委員 

 いいと思います。 

○泉水委員 

 そうですね。 
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○田中委員 

 問題も多少似ているところがありますので。 

○小澤議長 

 今回会計なので、またテーマを変えて、広報とかその辺でまたしていただければ。  

○新井市民協働課長 

 そうですね。いろいろやり方、テーマをいろいろ変えていきたいと思います。  

○山本（喬）副議長 

 部会で相談するというのは、もう全部ほとんど部会に分けて集まりましょうという

ことですか。というのは、広報とかそういう共通的なテーマは１８地域集まってやっ

たらいいと思うし、例えば自転車の問題とか、そういうことに関しては、地域性のあ

る部会で集まったほうがそれはいいと思うんですけれども。何でもかんでもその部会

でやるという。 

○新井市民協働課長 

 今年度の取り組みとして３ブロックぐらいで少しやっていきたいなと思っているん

ですが、それともちろん情報共有はしてください、ということなので、１８地域集ま

った地域協議会の意見交換会では、こういう意見が出ましたよということで情報共有

はさせていただきたいと思っております。何か仮に近隣でしたら、一緒に隣の地域と

合わさってイベントをしようというふうな意見も出てくるかもでございますし。なの

で、そのときに出た御意見は、とりあえず身近な地域同士集まって、ただ、１８地域、

同じ情報共有の場は設けてくださいよ、ということは聞いておりますので。今年度の

取り組みとしては西ブロック、東ブロック、南ブロックということで６地域にちょっ

と分けさせていただいて、一度やらせていただきたいなと思っております。 

○山本（喬）副議長 

 １年間通して、全体の会は何回ぐらいしようと、その部会の会は何回ぐらいを考え

ておられるんですか。 
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○新井市民協働課長 

 今のところ、第１回目は９月末にそのブロック会議を行いまして、第２回目以降ブ

ロック別に第２回が１２月末、また第３回は３月末ぐらいにテーマを変えて集まりた

いと思っております。全体の会議は、また担当者とも相談しますけれども、最低一、

二回は持ちたいと思います。共有しないといけないので。３回あれば３回のブロック

ごとに１８地域情報は共有したいと思っておりますので。 

○山本（喬）副議長 

 どちらかというと、部会がメインであって、それを補うものが全体の会議というこ

とですね。全体の会がメインであって、ある特定の問題だけを部会でやりましょう、

というのではないんですね。 

○新井市民協働課長 

 今回はブロック別に、ということでさせていただきたいと思います。 

○山本（喬）副議長 

 ブロックがメインということですね。 

○新井市民協働課長 

 ブロックをメインに組みかえしたいと思います。今まで３回ぐらいあって、余り意

見がそんなに活発じゃなかったので。 

○山本（喬）副議長 

 そうされる理由がよくわからないんですわ。 

○新井市民協働課長 

 今まで私が聞いておりますと。 

○山本（喬）副議長 

 全体で集まることによって、かなりの弊害が出ているわけですか。 

○新井市民協働課長 

 いや、弊害というよりは、やはり区役所がこのときばかりに情報提供やら事業周知
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やらやっていて、本来の地域活動協議会同士の意見交換を持つ時間がなかなかできて

いなかった、と聞いておりますので、そして意見交換を遠慮する方もいらっしゃった

りとかあったと聞いておりますので、小さく集まって、担当者レベルでお話しできる

ようになったほうが情報共有もやりやすいのかなと思ったものですから。 

○小澤議長 

 全体会をブロック会に変えるという話じゃないんでしょ。全体会は今までどおりあ

って、プラスブロック会ということなんでしょ。 

○新井市民協働課長 

 はい。 

○山本（喬）副議長 

 いや、今の説明は違う。ブロック会があって、そのブロック会の結果を持ち寄って、

全体会を２回ほどやるという言い方ですよ。だからメインはブロック会という。 

○新井市民協働課長 

 今年度はそういうふうにさせていただこうかなと思っております。 

○山本（喬）副議長 

 今年度はというのは。 

○白方市民協働課長代理 

 今、議長が言ってはるのと一緒で、ブロック会がまずメインです。ブロック、７地

域が小さい、言い方は失礼ですけれども、そういう身近な話題で、とりあえず発言を

していただいて、それぞれの地域でお話をしていただくと、ブロックの地域で。それ

を全体的に共有しなければならないときは、確かに１８地域の皆さんで共有するのは

大事やと思うので、それは一、二回はやらなければならないと思っています。でも基

本的にブロック会がメインというのは区役所は考えております。 

○山本（喬）副議長 

 わかりました。今、しつこく聞いていますのは、この会といつもされている地域振
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興会での行政側からの御説明と、それとの関係を知りたいんです。あのようにその行

政側から地域に対していろんなことを報告、連絡いただかないかん項目が、そこそこ

あると思うんです。本来は、私はこの地域活動協議会を通じて、そういうことはされ

るべきものだというふうに考えているわけです。それに対して、このただの意見交換

会を集約して、それを地域活動協議会の区の全体の会としてやっていくということ自

体が、全然発想が違うと思うんです。問題を吸い上げるための会がこの地活協の会長

会であって、今度逆にこの行政から地域へ情報を流す会が連合振興会ですか、という

質問になってしまうんですが。それはちょっとおかしいと思う。 

○小澤議長 

 多分言われているのは、地活協を重きに置いている割には、その会議の名称にして

も連絡会という名前やったり、その辺が明確になっていないと。連合振興会会長会や

ね。 

○白方市民協働課長代理 

 いや、違います。 

○小澤議長 

 違うの。 

○白方市民協働課長代理 

 地域振興会と区役所との意見交換会という位置づけでさせてもらっています。  

○小澤議長 

 みんなそういう名前になっているの。 

○白方市民協働課長代理 

 みんなというか、団体との関係を何年か前に整理させていただいたときからです。

確かに、いったら区役所がもとの事務局として運営というか、事務局になっていたと

きは地域振興会ということでさせてもらっていたんですけれども、やはり団体との関

係を整理させていただいたときから区役所でそういうことをやることは、基本的に区
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役所と団体さんとの意見交換という位置づけでないとやはりできない、というのも一

つなんですけれども。 

○小澤議長 

 区役所を使う費用でたたかれたときからそうなったんですか。 

○白方市民協働課長代理 

 それもありますね。 

○小澤議長 

 それまでは会長会と言って、ちゃんとやっていたんですけれども、何かある団体に

利益供用をしているん違うか、というような、そんな話があったんやろ。それから何

かややこしくなって、連絡会という名前に。 

○白方市民協働課長代理 

 それと山本副議長の言っているような区役所情報を一方的に地域振興会さんのほう

に流すだけかというのは、僕らはやはりちょっと、それはそうではないと思っていま

すので、やはり必要な情報は必要なタイミングで、地域の方々に流すのが僕らだと思

っています。今までは確かに地域振興会さんらのほうにお願いしていたのは事実です。

ただし地域活動協議会をつくってきた事実もありますので、そこにも重きをおくと、

きっちり私たちは考えていますので、必要な情報を必要なタイミングで情報提供をす

るのは、今までどおりさせていただいて、地域活動協議会にもさせていただくという

のは、スタンスは変わっていないです。部会をすることによって情報がけえへんやん、

というふうに今おっしゃられたと思うんですけれども、それは全くなくて、そのタイ

ミングはタイミングで、私たちは地域担当を必ず置いていますので、地域担当に伝え

て、地域担当が地域に必ず伝えるようにはさせていただいているシステムはつくって

いるつもりです。 

 だから、失礼ですけれども１８地域の地域活動協議会の会長さんが毎月１回来てい

ただいて、結局区役所から何もない、例えば、情報がないときに、本当に大切な時間
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を１時間でも時間を潰されるのは本当にもったいなと。それであるならば、ブロック

ごとにあるテーマを決めて、本当に会長より、失礼ですけれども、例えば会計だった

ら会計担当者が集まって、自分の意見をどんどん言って、ああ、よその地域はこんな

ことをやっているねんな、ということで、よりステップアップのための部会をつくっ

たほうが、１８地域のためになるということで、私たちはそう考えたんです。そうす

ることによって、１８地域がそれぞれの向上をしていただければ、淀川区の全体的な

地活協の底上げにもなるのかな、ということでさせていただいたんです。別に地活協

を全然重んじていないというようなことではないということだけ御理解いただきたい

なと思います。 

○小澤議長 

 今、彼が言ったように、確かに担当者というのは、集まることがない。だから実際

苦労している担当者が、かかわっている人の意見を聞くというのは、大事やなと思う

ので、その人たちとプラス会長なりが集まって、きめ細かい情報交換を現場の人たち

がされるというのは、非常に意味があるのかなと思います。会計、広報で苦労してい

る地域もあるやろうし、その辺の現場の担当者を集めるという、そこが大事やと思い

ます。 

○白方市民協働課長代理 

 現場の声が聞きたい。 

○小澤議長 

 区役所と同じく我々も情報が欲しいわけですよ。 

○白方市民協働課長代理 

 そうですね。 

○小澤議長 

 会長さんからの情報はあっても、やっぱり現場の情報というのはなかなか入らない

部分があるので。 
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○白方市民協働課長代理 

 そうですね。会長さんというのはやっぱりお忙しいので、実際やっている人はそれ

ぞれの担当されているので、その方の声が聞きたいというのが大きな目的で。  

○小澤議長 

 ９月に計画しておられるので、終わってからそれを踏まえてまた次のステップに行

かれたらいいのかなと思います。 

 地活の話をしておったら非常に長くなるので、次に進みたいと思います。 

 次は、いわゆるコミュニティ回収かな。コミュニティ回収について、淀川区として

事業計画を立てられて、予算化されてきているわけですけれども、今の進捗状況とい

うのは。 

○佐多政策企画課長代理 

 佐多です。 

 現在、４地域ほどが、実際取り組んでいる、もしくは検討中です。具体的には野中

地域が６月からスタート、木川南地域が今月からスタートということで、残り２地域

も近いうちに実施を見込んでおります。 

予算的には、もともと初めての事業でしたので、地域への説明とかを、二、三カ

月見たうえで、８月ぐらいから実施できたらなという形で予算を組んでいまして、地

域も、もともと３地域ぐらい見込んでいたんですけれども、皆さんの積極的な取り組

みで、今のところ４地域いけそうやという見込みです。予算は３００万円程度ですけ

れども、実際取り組んでいる地域が多いということもありますので、その辺状況を見

ながら、また予算も増額とかいうことも検討しながら、実績を見ながら取り組んでい

きたいなと思っております。 

 それから先日の区政会議の場で御意見もいただき、区長のほうからもありましたけ

れども、現場の声をお聞きして、また来年度どう生かしていくかということも前向き

に考えておりますので、皆様の忌憚のない御意見をいただけたらと思っておりますの
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で、よろしくお願いします。 

○小澤議長 

 これを進めるということで、淀川区として予算化していただいたんですけれども、

何せ広報が、もう事業年度が始まって、そこからの出発でなかなか行き渡らないとい

うことで、今、具体的に進みつつある、また進んでいるという地域は４地域というこ

とで、４地域でそれで満足していいのかどうかわかりませんけれども、今のお話です

と大体想定していた部分やとおっしゃるんですけれども、淀川全体で取り組むという

ことなので、４地域やったからといって満足できる状態じゃないんで、実際定着して

いくにはやっぱり来年度、この事業をもう１年継続していく必要があるのかなという

気はします。地域として、活動資金としてやってくださいというのは、それはそれで

意味があるのはわかるんですけれども、やっぱり一つの大きいテーマとしては、地球

資源の活用というのが一番のテーマやと思いますので、その辺もっと堂々とまず訴え

て、限りある資源を有効利用していくと。それから地域が取り組んで先頭に立ってや

っていく。結果として、その苦労に報うために行政が予算を活動資金として出すと。

そういうサイクルになっていかないと、何かこれもお金をもらうためにやっているん

やということになると、何かちょっと違うなという気がしますので、その辺を念頭に

置きながら、積極的に推し進めていっていただきたいなと思います。地域の進捗状況

とか、疑問な点、この件につきましてありましたら、泉水さんのほうから。 

○泉水委員 

 今４地域と聞いたんですけれども、それ、地域は連合町会でやっているわけですか、

一括で。 

○佐多政策企画課長代理 

 基本的には地活協で取り組んでいます。 

○泉水委員 

 例えば三津屋やったら三津屋全域でやっているというような。 
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○佐多政策企画課長代理 

 そうですね。いきなり全地域でやるというよりも、まず地活協として、できるエリ

アから取り組むということも可能です。それを徐々に拡げていくこと、それが確実か

なと思います。 

○泉水委員 

 うちの三津屋の場合は、町会が個々にも行っているんですよ。個々に行っているか

ら、地活協というより、自分のところの町会が自分ところでするわ、ということでや

っているからね。今までに町会でやっているところはそのままやっているねんけども、

前の業者でやっているんやけど、そういう今度は自主財源ということで出しはって、

それからうちらの場合は町会でやるわって言い出したから、町会は町会で出している

からね。 

○佐多政策企画課長代理 

 そうですね、その辺は地域によっていろんな取り組みがあり、事情が違いますので、

もしよろしければ、区から詳しくは御説明に伺って、事情等お話を聞いて御相談させ

ていただきたいと思います。 

○泉水委員 

 うちも３町会、４町会、そんなんやっていますので、町会で。うちもやる、うちも

やる、みたいで。だから連合としての取り組みはしていないわけなんですよ。そやか

ら今、４地域というのは、その地活協としてやってはるということやね。 

○佐多政策企画課長代理 

 淀川区のこの支援というのが地活協の取り組みを前提にしていますので、町会とし

ては申請できないんですね。 

○泉水委員 

 聞いとったのは地活協が、最初、自主財源、お金が要るということで。関係事業部

局に行ったら、そのまま向こうと取引して何かやっている、みたいなので。地活協と
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してはもう全然入れてないから、どないなっているんかなと思って、ちょっと聞いた

んです。 

○小澤議長 

 三津屋さんの場合は集団回収で、区の言うコミュニティ回収ではありません。野中

地域では既に町会も含めて６カ所集団回収されていましたけれども、それを話して、

地活協のほうに全部切りかえしました。地活協のほうにしないとコミュニティ回収に

はならないので、地活協が受けて、そこから町会、団体に配分するという方法をとり

ました。 

○泉水委員 

 そうですか。僕知らなかった。 

○佐多政策企画課長代理 

 もともと地活協の財源確保ということで、そういうこともありましたので。 

○山本（喬）副議長 

 東三国もやろうとしている、４つのうちの一つに入っているのかもしれませんけれ

ども、どういうやり方かというと、今、東三国は１０団体の集団回収をやっているわ

けです。１０団体の集団回収は、そのままの集団回収の形を続けてもらうけれども、

契約は１０本の地域活動協議会の契約と、その業者とに変えてしまうと。あと、大阪

市が集めている週１回の回収がありますよね、それはまた別の業者と契約をしてやろ

うとしているわけです。なぜそういうことにするのかというと、今まで集団回収をし

て、それなりの売却のお金と奨励金をもらっている団体については、金銭的に地域に

吸い上げられないという保障を与えて、みんな集めることによってその累進でふえる

奨励金のかさ増し分、それを地域にもらおうとしているわけです。ですから今までや

っている形はそのまま残すと。大阪市で回収していただいている部分だけをまた新た

な、実際にはその個別の集団回収と契約をしている業者と同じところと契約をして集

めてもらうということにしてわけです。だから、住民の人にとっても、今まで集団回
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収をしているところにとっても、ほとんど差は、今までと変わらないというやり方で

やろうとしているわけです。だから、泉水さんのところもそういうふうにやっておら

れる方の名前をだけを切りかえていって、地活協にして報告したら、奨励金をいただ

けるということらしいですわ。 

○小澤議長 

 うちはそれでもう出発しているんです。個々の集団回収を廃止して、野中地活協で

全部申請も、やっていることは今、山本さんが言われたように同じです。田中さんの

ところは、まだこれから。 

○田中委員 

 うちらはまだマンションの人がやっているぐらいで。 

○小澤議長 

 集団回収やな。 

○田中委員 

 出したらすぐなくなるとかで、正直言って、そういうのも話し合いをしたときに、

マンションでは何カ所は取り組みをやっていらっしゃるけれども、私たち自宅の前だ

と、出した思って今度行ったらなくなるから、それはどうしたらいいんだろうとか言

ってました。まだ何もしていないです。そういうのはないんですか、出したらなくな

るとか。 

○山本（喬）副議長 

 それはそれであるんです。あるというか、大阪市が集める日がありますわね。例え

ば東三国だったら木曜日ですけれども。大阪市の環境局の方は９時に工場から出てき

はるから、それを一般の業者というか、拾い集める人は９時までに集めはりますわ。  

○田中委員 

 でしょう。 

○山本（喬）副議長 
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 だから、それは今度、これは持っていかないでくださいという紙を１枚置いて、こ

れは地域の財産ですというふうにするというのと、業者間で大体わかっているわけで

すわ。どこの業者がどう回っているかというのは。でもここは○○の業者が受けまし

たということをその業界で知らしめてもらうということで防止できるだろうと思って

いるんですけれども、ほかにもいろいろ問題は。 

○田中委員 

 個人的に集めていらっしゃるじゃないですか、皆さん。 

○山本（喬）副議長 

 個人で売っておられる方は協力は要らないと。 

○小澤議長 

 ただ、私のところもあったんやけど、出しといたら業者がお金をポストに入れてく

れるというのがあるんですよ、さすがにそれは断りました。認めるのはあくまで集団

回収としてやっておられる町会とか、マンションです。だけど、窓口は全て地活協で

行っております。 

○田中委員 

 そのままで継続してもらって。 

○小澤議長 

 そうそう、やることは一緒です。 

○山本（喬）副議長 

 全く同じやつ活用して。 

○小澤議長 

 その業者も認めるわけですよ。野中は６業者ぐらい入ってます。その業者を認めて

あげないとできないですわ。ただ、全ての業者から報告書は全部来るようにしていま

す。計量しますから、その計量結果は集中するようにしています。今確かにいろんな

問題はありますが、その辺はその地域に合わした形で、区役所のほうも相談に乗って
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あげてうまくいくように応援していただかないと、なかなか１８地域全部そろうとい

うのは大変だろうと思います。来年度は本格的に進むようにするためにも、もう１年

事業化して、予算のほうも確保してやるということが結果としてこのコミュニティ回

収を淀川区で定着することになるんかなと。また、そうせなあかんと思います。  

 コミュニティ回収でほかに何かありますか。 

○山本（喬）副議長 

 この前言ってはった上限の７０万円をもうちょっと上げてもらいたい。 

○小澤議長 

 区政会議でも言ってますけれども１６０トンで天井です。そこにどんな報償金をつ

けられても７０万円が限界です。だから少なくとも、この７０万円という上限をとら

ないと、地域を２つに分けることはできないと言っているんですから、地域全体とな

るとうちみたいな小さい地域でも恐らく５０トンぐらいは報奨金ゼロの状態になりま

す。だから大きい地域に至っては、もう半分以上対象にならないとなるので、それで

あってはなかなか納得のできない地域も多々出てくると思いますので、その辺は地域

も気持ちよく協力できるように頑張れるように制度のほうも見直していただきたいと、

これは区役所よりも環境局の問題なので、その辺また、環境局に口添えのほうをよろ

しくお願いしたいと思います。ほかの方法もあるかと思いますけれども、７０万円を

少なくとも撤廃するのが一番いいと私は思います。 

○佐多政策企画課長代理 

 その辺ちゃんと環境局があわせて検討してまいります。ありがとうございます。 

○小澤議長 

 ほかに何かありますか。 

 行政側から何かありますか、コミュニティ回収について。何もないですか。 

 ４地域が前を向いているけど、あと１４地域はまだまだこれからなのでよろしくお

願いしたいと思います。 
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 それでは、さっきから出ている、広報についてはいろいろ先ほどからも話が出てい

たんですけれども、広報の方法と言ってたかな、先ほど広報の説明の中で全戸配布っ

て何か言うてはったけど、どんな形で全戸配布してはるんですか。 

○西政策企画課長 

 業者のほうで、住んでおられるところにほぼ無条件で郵便受けに入れている状況で

す。 

○山本（喬）副議長 

 「ザ・淀川」が入れているような形で入れるということですか。 

○西政策企画課長 

 今まで新聞、朝刊をとってはるところへ入れ込んでいって、１日に届くような格好

やったんですけれども、これを見ていただいたらわかるように、新聞をとっていない

ところが非常にたくさんで、特に若い人は新聞をとっていないのです。我々が伝えた

い情報を、これを見てもらって、それでここからインターネットで入ってもらうとか、

いろいろ情報発信、情報はたくさん持っているんですけど、本当に見てほしい、特に

若い人らは今は新聞を読んでないので、届いてなかったと言うので。でも、それなら

新聞をとれ、というのもなかなか難しいので、ならばこっちからそれを入れ込もうか

ということで、各戸配布の形で入れているんです。 

○小澤議長 

 それとその「よどマガ！」、人が集まるところに置くということはできへんの、あ

る程度はしておられるやろうけど。例えば簡単な話が喫茶店に置いてもらうとか、そ

ういうことも考えていったらいいと思う。 

○西政策企画課長 

 お店にも。 

○黒川政策企画担当係長 

 よろしいですか。政策企画課の広報担当をやらせてもらっています黒川です。一応
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現在、区内のお風呂屋さん、銭湯と、あと美容院にはお願いをしております。散髪屋

さん、理容のほうには一度お願いをしたんですけれども、既に全戸に配布されている

ということであれば、もう置かなくてもいいんじゃないか、ということで断られまし

たので今のところ公共施設ですね、区民センターであったりとか、図書館であったり

とか、郵便局であったりとか、ああいうところと、先ほど申しました美容院とお風呂

屋さんというところに協力をいただいて設置をさせてもらっているという形になりま

す。 

○山本（喬）副議長 

 この「まちセン通信」はどんなふうに配布されているんですか。 

○山崎市民協働担当係長 

 「まちセン通信」につきましては、まちセンが地域の会議に伺ったときに、情報提

供をさせていただいたり、会議に間に合わないタイミングだったら個別に地域の福祉

会館や憩いの家のほうにお邪魔させてもらって、そちらに置かせてください、という

形で。大体１，０００部ほどしか発行しておりませんので、まだ始まったばかりで、

これから。 

○小澤議長 

 部数が少ないね。 

○山崎市民協働担当係長 

 はい。 

○小澤議長 

 今、地域の会館と言われたけれども、これは地域の会館に置いているんですか。  

○黒川政策企画担当係長 

 「よどマガ！」のほうは、今のところ地域の会館のほうには置いてません。  

○小澤議長 

 ないですよね。地域には会館が必ずあります。また、町会の会館もあります。そう
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いうところは地域の人が集まるので、一定部数は置かれたほうがいいのかなとは思い

ます。 

○黒川政策企画担当係長 

 その辺のことは、昨年までの新聞折り込みのときは、届いていない世帯があると、

実際に最終、ことしの３月の時点で５万２，８２０が新聞に折り込まれているんです

けれども、その時点の淀川区の推計の世帯数、９万４，５３６世帯ということで、そ

ちらのグラフのほうで５０何％かというような部数しかまけていないという状態やっ

たんですけれども、実際今、各おうちのほうに配らせていただいているという状態も

ありますので、地域のほうから、うちの会館にも置いてほしい、というような声がご

ざいましたら、こちらのほうからお届けさせていただくというのはありかな、という

ふうに思います。全世帯に配布しているような形にはなっておりますので、今のとこ

ろは考えてはおりませんが、もし、会館に、というようなことでありましたら、また

お声がけいただきましたら、それはお届けさせていただきたいと思います。 

○小澤議長 

 かなり行き渡っているんやったらいいんですけれども、場合によったら主要駅の周

り、自転車整理しているわけですから、その自転車対策協議会の人たちが整理すると

きに配るというのも別にありの話やと思うんで。 

○黒川政策企画担当係長 

 実際は、前の新聞折り込みのときに、淀川区政の発行は今１１万１，０００部の発

行というふうに部数も５万部弱ほどふえておるというような形にもなっておりますの

で、９万５，０００世帯ほどある中での１１万そこそこの配布ということになってお

りますので、ほぼ区内の全世帯をカバーできているのかなというふうには考えており

ます。 

○小澤議長 

 ありがとうございます。淀川区の広報については、かなり努力されて行き渡ってい
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るんかなという印象を持っています。ただ、先ほどから出ていました、各地域での広

報がなかなかスムーズにいっていないという現状があります。地域の身近な情報がな

かなか共有できていない。その辺のところは今後区役所も考えていっていただきたい。

地域にははぐくみネットの新聞も含めて、社協新聞、ＰＴＡの新聞など、いくつかあ

ります。それをひとつにまとめて一冊にすれば、それを見たら地域全部が見えるみた

いな広報誌ができたらなと思いますので、その辺も前向きに考えていただいたら、地

域としては非常にありがたいし、地域と連携してそういうことができていけばいいか

なと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、時間もあまりないんですけれども、先ほど評価も含めて全体的に説明し

ていただき、今大きくテーマを三つにしぼって御意見をいただいたんですけれども、

それ以外のところで、何かございましたら。 

 そうしたら総論的に一言ずつ、泉水さんから何か。積み残しの質問でも結構です。 

○泉水委員 

 積み残しはないね。 

○小澤議長 

 何かありましたら。期待も含めて、いいですけれども。 

○泉水委員 

 期待も含めてですか。余り言うことないね。 

○小澤議長 

 そうですか。もう十分言われたということで。そうしたら田中さんはいかがですか。 

○田中委員 

 私もないですけど、この間も区政会議で申し上げたんですけれども、防災のプロジ

ェクトチームをつくって、そこでチームとして頑張っていこうかなと思っているのと、

この間専門学校でアンケートを書くときに、地域と一緒に防災訓練をしていただけま

せんか、というお願いをしたんです。専門学校は専門学校でしているんですよね、防
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災訓練。だから地域と一緒に。小学校とか中学校もそのチームになっていただいてい

るんですけれども、ことしたまたま小学校が工事だったので、小さくしたんですけれ

ども、多分来年は大丈夫だと思います。先生方もすごい協力的で、そういうふうに前

向きに考えております。 

○小澤議長 

 ありがとうございます。そうしたら山本さん、お願いします。 

○山本（喬）副議長 

 東三国は、今ここの報告にありましたように会計の説明会であるとか、いろんなセ

ミナーとかたくさんやっていただいているんですけれども、なかなか出席させてもら

っていないと思うんです。ただ、地域全体で誰が出ていいか、というのがなかなか絞

りにくいところもあって、同じような人に何回も出てもらうわけにもいかないし、結

果的に地域のそういう事務処理能力というか、そういうコミュニティ力が全く向上し

ていないというのが現状でありまして、それを打破するためにどうすればいいかとい

うことで、今、もう少ししっかりとした地域の事務局を置きたいというふうにも思っ

て、そのように進めていきたいなと思っています。というのは、専任の方についても

らって、ほとんどのことがわかるというような形をとってみたいというふうに思って

るんですけれども、以前にも前区長とも懇談で話をしたときに、区役所からどなたか

一人出てきていただいて、東三国に常駐するぐらいの人を配置していただいたらあり

がたい、というふうに思ったんですけれども、どうもそれを地域でやらないかんのか

なというふうに考えるに至りました。そういうことで専任といいますか、かなりの事

務能力がある人にいろんなことをやっていただくということで進めないと、なかなか

分担というのができていかないと、今までやっている人もだんだん年をとっていきま

すし、私も年をとっていきますし、なかなか後継者が決まらないということで、ある

種有償の方でこなしていただくということが必要かなというふうに思うに至りました。

地域でもそういう結論に持っていきたいというふうに思っているんですけれども。そ
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ういう面からいって、このコミュニティ回収等にもたくさんお金がもらえることを期

待しておりますので、御支援いただきますようによろしくお願いいたします。  

 以上です。 

○小澤議長 

 ありがとうございます。今言われましたように、事務局が本当に昔のしがらみから

離れ切らんと、何かほんまにいい形で運営できているんかなと思いますので、やっぱ

り事務局が要としてしっかりしていかないと、組織というのは成り立ちませんので、

その辺のところをみんなで考えていけたらなと思います。 

 今、区役所で退職された方が相当数、おられるんですけれども、そういう人たちの

力もおかりできればなと思うんです。そんなに多くは払えないですけれども、来てい

ただいて区役所で培ったノウハウを身近な地域で生かしていただければ、非常にいい

ことかなと思いますので、区役所の皆さんが退職されて第二の人生といったら大げさ

ですが、地域のためにほぼボランティアになるかと思いますけれども、また力を発揮

していただければありがたいなと思いますので、そういう道筋もつけていただけたら

ありがたいなと思います。 

いずれにしても今までいろんなことを話し合ってきましたけれども、これは全て

組織づくりも含めて手段やと思います。今、山本さんも言われたように、やっぱりコ

ミュニティ力というのは人間と人間の問題ですので、そこが強くなっていかないと何

の意味もないので、いろんな行事をやったり、人を集めたり、組織をつくったり、そ

れは全て私は手段やと思っています。その辺のところも踏まえて区役所と地域が協力

してやっていけたらなと思います。 

 ちょうど時間も来ましたので、終わりたいと思います。 

○西政策企画課長 

 どうも本日はお忙しい中、活発な御議論ありがとうございます。本日は、いただき

ました内容につきましては、第２回の区政会議において、御報告を議長のほうからお
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願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 また、第２回の区政会議におきましては、平成２８年度の区役所の全体的な取り組

みについて、また改めて御意見を頂戴いただければと思いますのでよろしくお願いい

たします。第２回区政会議の日程が決まりましたら、また御案内させていただきます

とともに区役所のホームページなどでも公表してまいりたいと考えております。  

 時間も参っておりますので、このあたりで淀川区区政会議コミュニティ力向上部会

を終了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どうもありがとうございました。 

―了― 


