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平成２７年度第２回淀川区区政会議 

 

日 時：平成２７年９月３０日（水） 

   午後６時２８分～午後８時３４分 

場 所：淀川区役所５階 

    ５０１～５０２会議室 

 

○西政策企画課長 

 定刻となりましたので、ただいまより平成２７年度第２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、御出席いただき、まことにありがとうござい

ます。 

 それでは、開催にあたりまして、区長の榊より御挨拶申し上げます。 

○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、まことにあり

がとうございます。 

 さて、今回、現委員の皆様においては、２年の任期の最終の会議という形になって

まいります。それにあたりまして、少しお時間をいただきますけれども、まず最初に

お話をさせていただきたいと思っております。 

 私は区長に就任しましてから丸３年を経過しているわけでございますけれども、こ

の間、やっぱり課題としては、区民、住民の皆様のお声をどのようにしたらより区政

に反映できるのかということをずっと考えてまいりました。その一つの手段というも

のが、区政会議をいかに充実させるかということと考えてまいりました。じゃあ、区
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政会議を充実させるにはどうしたらいいかということについて、これもやはり試行錯

誤で今まで進めてきたわけでございますけれども、進めた当初よりは少しは改善する

ことができたかなというふうなところは思っておりますが、まだまだという思いもご

ざいます。 

 区政会議を充実させるために何が必要かということについては、一言でいいますと、

私どもが行政としてまだ気づいていなかった点などについて、委員の皆様から厳しい

御意見をいただいて、ああ、そうかというふうに気づいたものについては、いかにし

てスピーディーに実現をしていくのかということではないかなというふうに、一言で

いうとそのように思いをうたっております。 

 前回までの会議なんですけれども、そのような形では思っているのですが、やはり

前回の会議を見まして、まだまだそこに至っていないな、私も含めて職員の意識はそ

こに至っていないなとふうなことが散見されました。言葉を変えましたら、行政のア

リバイづくりの会議のような受け答えであったり、まだ防御線を張っているような受

け答えであったりとか、そのようなものがあったなということを反省をしております。  

 それでも、大分意識が改善されてきたなという部分もありまして、今回、この２年

間のまとめということで、いろいろな御意見をいただいたものについて改めて表にし

て、これが実現いたしました、これが来年度実現する予定でございます、これはまだ

まだ検討中でありますというふうなことを改めて整理させていただいて、後ほど、少

しかいつまんででありますけれども報告申し上げるということになろうと思います。  

 やはり、前回の会議で思ったのですけれども、厳しい御意見をいただいて、しっか

りと私どもが受けとめていって、それが実現に、スピーディーにやっていくというこ

とができれば、委員の皆様は、それはやっぱりいっちょ言ってやろうかというふうに

言っていただけると思いますし、その連鎖が区政会議の充実によりつながっていくの

ではないかなと、そのような思いでおります。 

 ですので、本日もぜひ、厳しい御意見をいただいて、区政会議を充実させてまいり
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たいというふうに思っております。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す。それでは、お手元の資料を確認させていただきたいと存じ

ます。 

 まず、表紙、第２回淀川区区政会議と書いたものと、淀川区政会議委員名簿、それ

から、座席表が裏表になっているものがございます。 

それから、配付資料一覧、資料１、平成２７年度淀川区政会議「教育・子育て部会」

議事要旨となっているもの、続きまして、資料２、分権型教育行政の転換について。

資料３、平成２７年度運営方針の達成状況（概要）、Ａ３の縦長のものでございます。

資料４、平成２７年度淀川区運営方針。 

 なお、この運営方針の２１ページと２２ページに一部、数字等の誤りがございまし

たので、正しく印刷されたものを別紙でお手元にお配りしておりますので、２１ペー

ジ、２２ページにつきましては、そちらのほうをごらんいただければと思います。  

 あとは、資料５、区政会議委員より事前にいただいた御意見、こちらはＡ３の縦長

のものでございます。資料６、淀川区福祉バス廃止に伴う今後のあり方検討会につい

て。資料７、淀川区政会議委員名簿。資料８、区政会議委員の意見への対応方針。こ

ちらのほうもＡ３縦長のものでございます。あとは、広報誌であります「よどマ

ガ！」、「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」をおつけしております。 

 過不足等はございませんでしょうか。不足がありましたら、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。 

 着座して説明させてもらいます。 

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

資料の２枚目の表と裏に区政会議の委員名簿と座席表をつけております、そちらのほ

うを御参照いただきますよう、お願いいたします。 
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 なお、浦田委員、東三国の山本委員、松坂委員、三前委員、高石委員、森本委員、

牛島委員、松田委員におかれましては、欠席と承っております。 

 ただいま、区政会議委員２２名中、１４名が出席でございます。定員の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。 

 続きまして、淀川区選出の市会議員からも御出席いただいておりますので、当番幹

事順に紹介させていただきます。 

 北野議員でございます。 

○北野議員 

 皆さんこんばんは。お世話になります。 

○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 

 寺戸議員でございます。 

○寺戸議員 

 こんばんは。お疲れさまでございます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、区役所の職員につきましても紹介を省略させていただきます。お手元

の資料を見ながら、座席表に職員の役職をつけておりますので、そちらのほうをごら

んいただきますよう、お願いいたします。 

 それでは、次第に沿いまして、３、議題に移らせていただきますが、この会議は午

後８時３０分を目途に終わってまいりたいと考えておりますので、御協力賜りますよ

う、お願いいたします。 
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 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 

 皆さん、こんばんは。議長をやっと２年間で、きょうが一番ラストということで、

本当にラストもラスト、９月３０日、あしたからは新しいメンバーになるということ

でございますけれども、スムーズに進行して、本当にここがよくなるように、皆様方

と御協議をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、議題にのっとりまして進めさせていただきます。座って進行させていた

だきます。 

 それでは、議題で、「平成２７年度淀川区運営方針の中間振り返りについて」を議

題といたします。 

 なお、平成２６年度の運営方針の振り返りと、平成２８年度の運営方針策定に向け

て、意見をお聞きするために、先般、教育・子育て部会、コミュニティ力向上部会、

安全・安心なまち部会が開かれております。各部会の議長さんから、その内容につい

て御報告をいただきたいと存じます。 

 その後、事務局より、各資料に基づき説明をいただき、後ほど委員の皆さん方から、

平成２７年度の取り組みや平成２８年度の運営方針、予算編成に向けての御意見をい

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。 

 まず、教育・子育て部会の辻川議長より、御報告をお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

○辻川委員 

 失礼をいたします。座らせていただきます。 

 当委員会から説明をさせていただきます。先般、９月１１日に会議を開させていた

だきました。一つの案件、討議の内容につきましては、副議長の選出でございます。

部会の議長は平成２６年１１月に委員を辞職したことによりまして、副委員長の選出
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にあたったところでございます。新たに、横山委員を副議長に選出いたしました。  

 内容等々につきましては、お手元のほうに資料があるかと思いますので、時間の制

約もございますので、端折りながら報告をさせていただきます。 

 ２つ目といたしまして、平成２６年度運営方針の事業にかかる評価について、また、

３番目としましては、平成２８年度運営方針の事業にかかわる方向性について。その

中で、教育支援運営課長様、また、保健・子育て支援課長様、福祉担当課長代理様

等々の御出席をいただいております。 

 平成２６年度運営方針の事業にかかる評価について、資料３に基づいて説明を受け

ました。また、続いて資料５に基づき、平成２７年度の事業進捗状況と、平成２８年

度の運営方針の事業にかかわる方向性について説明を受けました。 

 その中で、討議をした報告といたしまして、訪問型病児保育事業につきまして、こ

の制度は保護者が病気になったときも利用できるのか、子どもが病気になったときの

対応も必要だが、親のサポート制度の案内も必要ではないかという意見が出ました。 

回答といたしましては、この制度は子どもが病気のときのみ利用ができる。保護者が

病気になったときは、また別の制度になる。例えば、子ども・子育てプラザのファミ

リーサポート事業、保育所の一時保育、ショートステイなどが考えられます。 

 その中で、網にかからなかった人たちはどうサポートしていくのかが大きな課題と

いうふうに出ました。そして、それと合わせて、広報のあり方も考えていかなければ

ならないのではないかというような答弁がありました。見やすいホームページの構築

など、懸案事項になっている。今後改善していきたいというふうに説明がありました。 

 次に、発達障がい児等子育て支援事業について、討議を進めました。既に発達障が

いであると認識している方だけでなく、その前段階で悩んでいる保護者が多くおられ

ます。そんな方々の相談窓口などはないのかという意見。また、発達障がいではない

かと不安に思っている保護者のほうでも、この回答といたしまして、ピアカウンセリ

ングは利用できる。また、子育て支援室では、健診などの機会に応じて、それぞれの
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悩みを聞いたり、適切な制度や関係につなげるようにしているという回答がありまし

た。 

 中学生の子どもについての親の悩みになると、相談窓口がわかりにくいという声。

またその中で、「すまいるすてっぷ」はまだまだ周知が足らないのではないかという

意見。その中で、子育て支援関係の部署全てをワンフロアにということは物理的に難

しい。区役所では２階、３階に分かれているけれども、連携しながら、適切なサービ

スがスムーズに受けられるように努めていきたいというふうにあります。また、「す

まいるすてっぷ」についても、事業者と連携して、引き続き取り組んでいきたいとい

う回答がありました。 

 広報の効果について討議をいたしました。広報紙「よどマガ！」の訪問型病児保育

の特集記事は、とても見やすかったというような声がありました。この広報の効果が

非常によかったという声がありました。そして、その中では、制度は申し込んですぐ

に利用開始できるわけではないので、特集の記載された広報誌８月号の反響が出るの

は二、三カ月先と考えられるという回答がありました。 

 小学生の読書活動支援事業につきまして、成果として読書量がふえてきたとのこと

だが、読書をしてみてどれだけ学力が向上したかを調査しなければならないのではな

いか、というような意見が出ました。後追いの調査になるけれども、とても貴重な意

見と受けとめる、という回答がありました 

 全国学力調査は、相対評価で順位をつけるということよりも、絶対評価の学力のほ

うが大事ではないかというような声がありました。 

 また、図書だけではなく、さらに進んで、読書感想文を提出させることによって学

力向上につなげていくことが大事ではないかという意見もありました。それについて

は、読書感想文という直接的な内容の教示なので、何らかの検討をしていきたいとい

う回答がありました。 

 雇用促進支援事業につきまして検討いたしました。区内の主要事業者にもう一度集
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まってもらって、趣旨説明や支援の検討をしたほうがよいのではないか。また、対象

企業の枠を広げて、働きたい人と企業のマッチングをしてもらいたい。また、区内の

企業でも声がかかっていないのではないか。調査をすればもっと雇用創出できる可能

性があるのではないか。初めから障がい者の雇用は無理だと考えている職場も多いと

思われるので、具体的な障がい者の就労の実例を集めて周知してはどうかという声が

ありました。 

 次に、分権型教育行政・教育支援事業につきまして、この分野につきましては、後

ほど事務局のほうから御説明があろうかと思いますけれども、委員会の中で出ました

ものといたしまして、分権型教育行政の仕組みを利用して中学校の土曜授業で、地域、

区役所が連携し、一泊泊まり込みの防災教育授業を実施してはどうかというような声

がありました。今年度の取り組みは難しいが、区行政連絡会で学校側に伝え、連携し

ながら進めていきたいという回答がありました。 

 この仕組みは、学校選択制の充実などを実現するためのものと理解しているのか、

との質問につきまして、校長先生の裁量が拡大されているので、学校経営について最

終的には学校が決定することになるという回答がありました。 

 学校長の裁量で実行できないものについては、区長の権限で行うことになるのかと

いう意見に対して、学校の問題は基本的に学校協議会で解決することになる。行政は

そのサポートをし、教育委員会の立場で指導していく。回答としましては、学校選択

制等区全体の方向性について、保護者・地域住民等が参加する新たに設置する会議で、

区長が区担当教育次長としての立場で意見を伺っていくという回答でした。  

 学校育協議会委員対象の研修の受講は必須になっているのか。協議会のあり方につ

いてなど、しっかりと理解していく必要のある内容なので、必須ではないのならば、

きっちりと各委員に伝える機会を設けるべきだという意見。新任の委員には研修の案

内はしている。都合が合わなかった方には、ＰＴＡなどを通して伝達をお願いしてい

る。区長の出前授業や再度の研修会開催も行っているという回答でございました。 
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 その他につきまして、平成２６年度の実績について、訪問型病児保育推進事業の登

録者と、発達障がい児等子育て支援事業のピアカウンセリング利用者数が目標と達成

状況の数字がぴったり一致している。これは目標数から調整したのではないか等々の

意見が出ました。訪問型病児保育の登録者は、偶然目標値と同数になった。ピアカウ

ンセリングの利用者数が目標と同じなのは、回数と定数がもともと決まっているため

との回答でございました。 

 児童・生徒の体力づくり等々につきましては、平成２６年度の目標数が、過去に達

成した水準になっているのはなぜかという質問に対しまして、３年間の目標数値を設

定し、各年の目標は中間ポイントとしているので、当初の見込みとはずれてきている。

事業当初は登録者数も定着しないほうが多かったという、またプールで遊べるという

勘違いの方があったということでございます。そんなところから、事業２年以降も継

続して来てもらうことを主眼におき、実際継続利用者はふえてきているという回答で

ございます。 

 また、いきいき教室や学童保育につきまして、保護者等に情報発信してもらいたい

という声があります。その回答といたしましては、学童についてはこども青少年局で

取りまとめております。また、区役所では、問い合わせがあれば、わかる範囲でお答

えしている。いきいきについての説明は、各小学校の学校説明会の際に行っている。

９月に、来年度以降入学予定の家庭あてに、学校選択制の冊子と一緒に案内を送る予

定になっているという回答でございました。 

 この中で感じましたのは、委員自体も情報を受けるとき、また区の発信とマッチン

グさせる必要もあるのかなというふうに思いました。 

 以上でございます。 

○今田議長 

 どうもありがとうございます。 

○榊原教育支援担当課長 
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 事務局のほうから、差し出がましいですけれども、若干補足という形でさせていた

だきます。教育支援担当課長の榊原でございます。 

 資料としましては、資料２という物で御説明をさせていただきたいと思います。分

権型教育行政につきましては、今年度４月１日から始まった制度になっております。

もともと平成２４年学校活性化条例ですとか、平成２５年教育振興基本計画が策定さ

れまして、教育について一層力を入れていく、ニア・イズ・ベターの考えも含めなが

ら進めていくということですけれども、４月１日から、やはり全市の学校を中之島の

教育委員会だけで見るのは物理的にもどうかという話が出てくる中で、やはり区役所

がそういった教育行政を担うということをすべきだというふうなところが発端だとい

うふうに聞いております。 

 大きな柱としましては、今まで区長が区担当理事という位置づけだったんですけれ

ども、新しく区担当教育次長ということになっております。この業務につきましては、

教育委員会の教育次長の所管、大阪市として一元的に実施することが必要な事務を除

き、この区内における教育長の一定の権限と責任を区長が区担当教育次長という位置

づけで権限を持って担うというふうに大きく変わっております。 

 それに伴いまして、私ども区役所の職員につきましても、教育委員会事務局の兼務

が発令されているところでございます。組織的な変更につきましては、大きな部分に

ついては今、申し上げた内容となっております。これによりまして、区役所、教育委

員会、事務局等の兼任なりました関係で、何をしていくかということでいいますと、

学校教育コミュニティの状況、進捗のモニタリングをしていくということです。この

資料でいいますと、２つ目の丸の小さい黒点の三つ目のところですけれども、進捗と

モニタリング及び状況の把握、分析、評価を行っている、そういうところを担ってい

くというところでございます。これにつきましては、学校協議会等の仕組みをとりま

してやっていくというようなことで御理解いただきたいと思います。 

 それから、大きな丸でいうと、４つ目の１つ目の点ですけれども、区において保護



11 

者・地域住民、校長等の多様な意見・ニーズをくみ取るための仕組みを運営するとい

うことで、これにつきましては、教育行政連絡会議、これにつきましては、学校園と

私ども区役所の職員で意見交換をしていく、あるいは教育の本局のほうとも意見交換

をしていくという組織でございます。 

 また、子ども教育会議、下の表でいいますと、参画のための会議というのが黒い網

掛けの中の左のほうにあると思いますけれども、これが子ども教育会議ということで、

保護者の方々、地域住民の方々、区役所職員、あるいは学校園の校長先生方等を含め

て、そういった会議をして、多様なニーズをくみ取るための仕組みをしていくという

ことを担っているところでございます。 

 その下でございますけれども、学校だけでは解決できない横断的な課題につきまし

て、最近でいいますと、睡眠コントロール、子どもたちの睡眠がなかなか取れない、

遅くまで起きているということもありまして、そういうことをやっていこうというこ

とにつきまして、学校だけ、あるいは区役所だけ、あるいは保護者だけではなかなか

取り組みがたいものにつきまして、横断的に課題をもってやっていこうというところ

でございます。 

 それから、ヨドジュクですとか、英語交流授業というものも生まれてくるかと思い

ます。 

 従来やっております学校選択制でありますとか、学校の適性化の内容につきまして

も、従来から区のほうで担っているところでございます。先ほどの部会の御説明の中

にもありましたけれども、選択制につきましては従来このようになっているところで

ございます。 

 あと、先ほどの部会の中の説明の中で、防災の取り組みについての、中学校で土曜

日授業について防災の取り組みをしてはどうかということで、三国中学校さんですと

か、複数の中学校で既にもう土曜日の授業で防災授業のほうをしていただいていると

ころですので、一層そういうものを進化していきたいと思っているところでございま
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す。 

 それから、先ほど申しましたように、横断的な課題につきましては、先ほど申しま

した区子ども教育会議で担っていくというふうに考えておりますので、そういう形で

御理解をいただきたいと思います。 

 簡単雑駁な説明となりましたが、以上でございます。 

○今田議長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、コミュニティ力向上部会の小沢議長より、御報告をお願いいたします。  

 小沢議長、よろしくお願いします。 

○小澤委員 

 それでは、コミュニティ力向上部会の報告をしたいと思います。 

 この部会は、８月４日に開催しました。そのときの内容は、「住民が主体となって

運営されるまち」また「区民との協働による快適で魅力あふれるまち」をテーマに、

実際は具体的なテーマを幾つか示して話し合いました。かなり活発な意見が出まして、

時間が足らないくらいの状況だったと思います。 

 報告ですけれども、委員のいろんな意見が出た中で、ポイントを絞って御報告した

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず最初のテーマで、「地域の特色ある事業について」ということで、まず報告が

ありました。一つ目は、三津屋地域、東三国地域より、音楽祭開催の報告がありまし

た。それと、北中島地域より、専門学校との連携事業の報告がありました。それをテ

ーマに話し合いで出ていたのが、淀川区全体を見たときに、体育関係の活動を行って

いる団体は非常に多い、地域も多い。ところが、文化に関する文化活動のイベントは

非常に少ないということで、これからはその辺に注目しながら、地域の活動を行って

いく必要があるのではないかという意見がありました。 

 それから、次のテーマなのですけれども、「地域活動協議会について」ということ
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で、各地域において、地活協の地域での位置づけが非常にわかりにくいという声が相

当ありました。実は、地活協と地域振興会との関係、また社会福祉協議会との立ち位

置など、なかなかわかりにくいと。だから、本来この地活協設立の出発当初に、区役

所がリーダーシップを発揮しまして、もうちょっと明確な形で説明する必要があった

のではないかという意見がありました。いずれにしても、各団体のかかわる人間が入

れかわっても、地域がうまく回っていくような組織づくりをする必要があるのではな

いかという意見でした。 

 それから、今、淀川区で３ブロックに分けまして、そこで会計をテーマにとか、い

ろいろなテーマで話し合っているという報告がありました。その中で、全体にかかわ

る部分は全体でやったらいいのではないかと。ところが、同じ問題を抱えている地域

も多々あるわけで、例えば自転車の問題、そういう地域性のある課題についてはブロ

ックで話し合ったほうが密な意見交換ができるのではないかという意見がありました。

そういう意味で、今、淀川区が進められている各ブロックで話し合うというのは非常

にいい形ではないかという意見がありました。 

 実際、私も一度会計についてということで、西中島で三田さんの元に集まって議論

したのですけれども、確かに各地域全てが意見を言って、いつもこういう広いところ

だったらしゃべらない人が多いのですけれども、そういうブロックであるとみんなで

しゃべって、情報交換ができたかなと思っていますので、これからもそういう話し合

いの場をこしらえていただきたいということです。 

 それから、コミュニティ回収についてということで、区のほうからも説明がありま

したが、これは２７年度予算で、やっているわけですけれども、ところが、今、１８

地域ある中で４地域だけがやっているという報告でした。それでは区の事業として余

り意味がございませんので、これを定着させる必要があると思います。ぜひとも２８

年度、もう１年、この事業を淀川区として継続していただきたいという強い要望があ

りました。 
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 また、２９年度になれば、淀川区の予算はなくなり、それ以降は環境事業局の事業

に移っていくわけですけれども、そのときにネックになるのが、環境事業局の報奨金

の上限は７０万円です。７０万円で切られるというと、どんなに小さい地域でも、地

域全体でやると７０万円をオーバーします。そういう意味で、この７０万円の上限を

撤廃していただきたい。コミュニティ回収については、この２つの強い要望がありま

した。区として、取り組んでいただけるということを確認しております。  

 それから、その他でいろいろな意見が出たのですけれども、先ほどの部会の報告で

もありました広報についての質疑がありました。その中で、区役所としてどういう広

報の仕方をされているのですかという話がありまして、区内は９万５，０００世帯ほ

どあるという中で、１１万１，０００部配布しておりますと。だから、それについて

は全戸配付できているという、そういう報告がありました。 

 「まちセン通信」については、地域の福祉会館、憩いの家などに出向いたときに、

そこに置かしていただいて、周知していっている。また、発行部数は約１，０００部

であるという報告がありました。 

 それから、委員の中から問題提起がありましたのは、各地域の広報、例えば、はぐ

くみの広報、社協の広報、その他いろいろな形で、地域には広報が存在していると思

います。そういう広報をばらばらではなく、地域として一本化して、そこに区役所と

しての資金援助とか、支援をしていけば、もっと実のある充実した広報活動ができる

のではないかという話がありました。 

 それと、地域の防災プロジェクトチームの立ち上げということで、小中学校だけで

はなく、専門学校と協力して防災訓練を立ち上げて行く予定であるという、そういう

地域の報告もありました。 

 それと最後に、これは地活協にかかわる部分だと思いますけれども、地域の事務処

理能力ですね。非常に失礼かもわかりませんけれども、事務方が余りうまくいってい

ないという地域が多いということで、その事務処理能力をもう少し向上する必要があ
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るのではないか、区役所としても努力してほしいという一方で、地域によっては事務

局に専任の方を置きたいという話もありました。その選任について、区役所の職員で

退職された方を紹介していただければ、地域としてもありがたいという話もありまし

た。いずれにしてもある程度そういうことに精通している人が事務方としていていた

だければ、地域としてはありがたいと。今のところ、本当に素人に近い人が事務方を

やっていますので、会計処理が難しいという状況下にあります。その辺を充実してい

く必要があり、やはり地活協という組織を定着していくには、大事な要点ではないか

と、そういう意見がありました。 

 だらだらとお話させていただいたのですけれども、以上が委員の方々から出た主な

意見です。そのほかにもいろいろありましたけれども、あとはこの報告の中を見てい

ただければありがたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○今田議長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、安全・安心なまち部会の嘉悦議長より、御報告をお願いいたします。  

○嘉悦委員 

 安全・安心なまち部会の議長を務めております嘉悦です。 

 それでは、部会を代表いたしまして御報告させていただきます。 

 当部会は、９月１５日に開催いたしましたけれども、残念ながら、出席委員が定足

数に達しなかったために、意見交換会として開催いたしました。 

 議事録のほうも、そのせいかどうかは知りませんけれども、作成されていないよう

ですので、口頭による御報告とさせていただきます。 

 部会では、経営課題１、安全、安心に暮らせるまちをテーマに、平成２６年度の淀

川区の取り組みを振り返りながら、平成２８年度運営方針の事業にかかる方向性につ

いて討議いたしました。 
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 そこで、意見交換会での主な意見や質疑内容について、かいつまんで御報告をさせ

ていただきます。 

 まず、戦略課題１の防災対策につきましてですが、主な意見としては、まず一つ目

に、地域防災計画にハザードマップの内容を入れ込んで、一体化すればより効果的に

なるのではないかという意見がありました。 

 ２つ目の意見として、大阪は他所に比べると災害が比較的少ないので、ともすると

油断が生じやすいと。防災対策のポイントは、防災意識を高め、維持することだと思

われますので、広報活動が非常に重要であると。そういった意味で、防災訓練が区内

各地域で頻繁に実施されているのというのは効果的ではないかということです。今後

も積極的な災害対策の広報活動とか、訓練の実施に取り組んでいただくとよいのでは

ないかということです。 

 三つ目の意見は、帰宅困難者対策についてですけれども、平日に災害が起こった場

合、新大阪駅周辺に滞留する人が膨れ上がる可能性が高いと思われます。しかし、避

難所の備蓄品は限られているので、どう対応するかの想定とか、あるいはルールづく

りが必要ではないかと思われます。 

 それから、市外在住者も企業や施設で受け入れてもらう方向で検討する必要がある

のではないかという意見もありました。 

 これらの意見に対して、区役所担当者からは、帰宅困難者対策については、新大阪

駅周辺においては、今年度いろいろな業種の企業と地域でワーキンググループを設置

する予定であるということ。それから、避難者や津波避難ビルは、市内の滞在者を対

象に想定しており、それ以外の人がオーバーフローするおそれがあるので、そうした

人たちを企業や施設で受け入れてもらえないか、目下検討中であるというような説明

がなされました。 

 続きまして、戦略課題２の防犯対策でございますが、主な意見としては、まず一つ

目に防犯カメラや防犯灯の設置台数や設置場所をしっかり把握しておいたほうがよい



17 

のではないかと。そして、これらの機器や設置主体ごとにマップに落とし込んでみて

はどうかということです。それをベースにして、犯罪の発生場所と対比することによ

って、犯罪抑止のための分析、対策に役立つのではないかという意見です。  

 それから２つ目は、現在、ひったくり防止カバーは相当普及しているわけですけれ

ども、これはどちらかというと、守りだけの対策であると。そこで、これにパトロー

ル中とか警戒中といった表示をしたひったくり防止カバーを前かごに装着すれば、も

っと前向きな防犯対策になるのではないかという意見もありました。 

 三つ目の意見として、駐車場防犯カメラ設置補助金は、対象地域を限定して募集を

しているけれども、これら以外にも必要な地域があるのではないかといった意見も出

されました。 

 これらの意見に関連して、区役所担当者から、地域で設置する防犯カメラを、信号

中や道路標識に取りつけられるよう、関係機関と調整をしているが、今のところ、強

度や維持管理の問題があって難しいが、市全体の課題として引き続き検討していく旨

の説明がなされました。 

 次に、戦略課題３の、地域福祉の推進についてですけれども、主に要援護者名簿の

活用について、意見が交換されました。 

 区役所担当者から、個人情報に関する協定締結に向けての進捗状況の説明があり、

それを受けて、委員から次のような意見がありました。 

 まず一つは、地域全体の事業なので、地域の窓口を一本化したほうがいいのではな

いかということ。 

 ２つ目は、協定は地域活動協議会と締結し、実際に動くのは町会長といった形が望

ましいのではないかということです。 

 ３つ目は、このような制度がなくても、地域では困っている人がいるときはお互い

に助け合うということは当たり前という考え方の人がほとんどであると。したがって、

あえて今、このような仕組みをつくるというのであれば、そのつくる必要性について、
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よほどしっかりとした説明ができるようにしておかないと、なかなか地域では理解さ

れにくいのではないかという意見もありました。 

 それから４つ目は、昨今、個人情報が漏えいして問題になるケースがしばしば見ら

れるわけですけれども、そのため、地域の人の中には、個人情報を預かることに抵抗

を感じている人も少なからずいるという意見です。こういった意見がありました。  

 これらの意見に対して、区役所担当者から、個人情報に関係して、淀川方式として、

具体的な障がいの内容などは省いた氏名、住所、連絡先程度の情報だけを流すように

している。そして、細かいデータは、区社協で保管して、必要に応じて閲覧できるよ

うにしているといった説明がなされました。また、保管についても、地域ごとに見守

りしやすい方法で保管していただくという説明がありました。 

 以上が、安全・安心部会での発言内容の概要でございます。 

 御報告を終わります。 

○今田議長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、平成２７年度運営方針の振り返りについて、事務局より説明をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 改めまして、政策企画課長の西でございます。 

 資料３と４をごらんいただけますでしょうか。資料４のほうが運営方針の本体でご

ざいまして、この見方なのですが、例えば資料４の４ページをお開きいただけますで

しょうか。４ページのところ、具体的取り組み１‐１‐１、区地域防災計画の周知、

地区防災計画の作成支援というのが下段にあろうかと思います。この左側の段の真ん

中に、中間振り返りという段があろうかと思います。そこに、業績目標の達成状況と

いうことで、これは①（i）とありますけれども、その見方は、その下のところの、

目標は達成の見込みで、取り組みには予定どおり進捗している。こういう評価をさせ
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ていただいているというものでございます。これ以下、ずっとこの様式がずっと続く

わけでございますけれども、こちらの資料はかなり分厚いものになってございますの

で、それを要約したものが、資料３のＡ３の縦長のほうでございますが、そちらをご

らんいただけますようお願いいたします。 

 平成２７年度運営方針でございますけれども、我々淀川区の経営課題１から５まで

定めております。経営課題１、安全・安心に暮らせるまち、経営課題２、子育て世帯

が住み続けたいと思うまち。経営課題３、住民が主体となって運営されるまち、経営

課題４、区民との協働の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

立つ区役所ということで、五つの柱立てをしております。 

 それぞれの具体的取り組みは、そこに書いてあるとおりでございます。「安全・安

心に暮らせるまち」でいいますと、戦略１‐１の防災対策、次に防犯対策、地域福祉

の推進というふうになっておりまして、それぞれに具体的取り組みは続いております。 

 資料３の達成状況が真ん中の段にございます。ごらんいただきますとわかりますよ

うに、ほとんどが①ということで、これを達成見込みというふうにさせていただいて

おります。一つだけ、資料３の表のほう、下のほうにつきまして、２‐１‐４児童・

生徒の体力づくり支援事業、これにつきましては、プール無料開放の登録者数が昨年

度よりちょっと下回っておりますので、②という評価をさせていただいておりますけ

れども、残り１本を①の達成見込みというふうにさせていただいております。  

 ただ、これはあくまでも、年度途中の８月時点での振り返りということでございま

す。取り組みにおいて、進捗がかんばしくないものもあります。それらの課題解決に

向けまして、また来年の事業につながるような貴重な御意見を本日の会議で承ること

ができればというように考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 それぞれの具体的な説明は、資料を事前に委員の皆様方にお送りさせていただいて

おりますので、見ていただいているかと思いますので、また細かい説明をさせていた

だきますと時間の限りがございますので、この資料の説明は以上とさせていただきた
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いと思います。 

 続きまして、事前に委員の皆様から御意見を頂戴しておりますので、そちらのほう

の説明に移らさせていただきたいと思います。 

 資料５をごらんいただけますでしょうか。皆様方から七つほど、意見を頂戴してお

りますので。お忙しいところありがとうございます。 

 まず一番は上から順々に、各担当のほうから説明してまいりたいと思いますが、こ

の一番上の安全・安心部会の開催ということで、これは私のほうから説明させていた

だきます。 

 開催を予定していた８月１０日と９月１５日、いずれも出席者が過半数に満たず、

９月１５日は意見交換会となってしまった。条例を改正して区政会議及び各部会とも

委任状を提出できるようにしてほしいという質問というか、御要望かと思います。  

 これは事務局のほうも調査力不足でございまして、２回にわたりまして、この安

全・安心まち部会。会議が成立しなかったことを心よりおわび申し上げたいと思いま

す。 

 ただ、区政会議はそこの回答のところにありますように、条例により設置する会議

で、議事においては委員の定数の２分の１以上の委員が出席しなければ、これを開く

ことができないというふうに定められておるものでございます。また、質問のほうで、

委任状を提出できるようにというような御意見もいただいておりますけれども、この

区政会議の位置づけそのものが、何かがここで議決すると、そういったものではなく、

御出席いただきました皆様方から幅広く意見を頂戴するという、そういう趣旨で開催

しているものでございますので、委任状をもって会議の有効、あるいは無効というも

のを判断するのは、ちょっとなじまない会議かなというふうに考えておりますので、

御理解賜りますよう、お願いいたします。 

 ただ、我々事務局のほうも２回にわたりまして会議が不成立になりましたのは我々

の調整不足であると、重ねておわび申し上げましたが、今後、委員の皆様方がより出
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席しやすいような形で案内なり、日程の調整等、報告を心得てまいりたいと考えてお

りますので、よろしく御理解、御協力賜りますようお願いいたします。 

 私のほうからの一番目の説明は以上でございます。 

○新井市民協働課長 

 ２番目につきまして、市民協働課長の新井です。よろしくお願いいたします。  

 ２番、帰宅困難者対策事業。質問内容、安全・安心なまち部会で説明がありました、

関係者が集まってのワークショップを早期に立ち上げてほしい。回答としまして、新

大阪駅、及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業に関して、年内に鉄道事業者、企業、

地域、行政機関から構成されるワーキンググループを立ち上げ、課題の共有などを行

い、年度内の協議会設立準備会立ち上げを予定しております。合わせて、帰宅困難者

対策全般に関する学習会、図上訓練、（仮称）を新大阪駅周辺防災計画素案の作成に

取り組みます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、３番、地域団体とのネットワーク拡充支援ということで、９月１日の

全戸配付予定の「よどマガ！」がポストに投函されていなかった、インターネット回

答調査、これは国税調査のことを指されておられるのかと思います。封筒も投函され

ていなかったと。業者委託するポスティングに問題があるからではないでしょうか、

調査、検討してくださいという御意見を頂戴しております。この区政会議の場でも御

報告いたしたかと思いますけれども、ことし５月より、この広報誌「よどマガ！」に

つきまして、全戸配付を実施するところでございます。区内の有人世帯の全戸に配付

させていただいているところでございます。配布を委託している事業者とは、毎月１

日から５日の間に、区内の有人世帯のポストに全戸配布をするという規約を交わして

おるところでございます。 

 御指摘いただきました配付漏れの対応につきましては、御連絡いただいた場合、す

ぐに事業者より区役所でおわびの上、配布をさせていただいていることで対応してお
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ります。このような配付漏れにつきまして、５月の全戸配布していた当初は事業者の

ほうもふなれという点もありまして、多数の配付がされていないというお問い合わせ

や苦情を頂戴しておりましたけれども、毎月改善もされておりまして、現在、月にま

だ二、三軒程度、まだ入っていないというおしかりや御指摘もいただいておりますが、

徐々に減ってきておるのかな、とは思っております。ただ、毎月まだゼロにはなって

いないという状況でございます。今年度の配付業務を通じまして、また配付のあり方

の課題を整理・分析して、次年度の業務に反映していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 ３番についての説明は以上でございます。 

○新井市民協働課長 

 続きまして、４番、防災アプリの普及。質問内容、先日の東日本豪雨の鬼怒川の反

乱場所と推定予想のハザードマップと被害状況が一致していたと聞きました。淀川、

神崎川決壊予想のハザードマップも淀川区のホームページなどで閲覧できないか。ま

た、夜中の避難指示、緊急メールは住民に送られるようになっているのでしょうか。 

 回答、淀川、神崎川が氾濫した場合の水害ハザードマップは、淀川区ホームページ

に掲載しております。また、淀川、神崎川の洪水予防情報は、淀川区のホームページ

で閲覧可能です。新たに、防災のカテゴリーでは、役立つ防災関連リンク集を設け、

河川の防災情報などを掲載しました。 

 淀川区のホームページで、安全・安心のカテゴリーがございまして、防災と防犯、

交通安全、大阪防災ネットというカテゴリーがございます。そこをクリックしますと、

避難勧告指示状況を見るとか、大阪府の河川防災情報等を閲覧することができます。

少しわかりにくいようですので、もう少しカテゴリーの上部にするとか、わかりやす

いホームページの工夫をしてまいります。 

 それから、避難情報ですけれども、準備、勧告指示は、各携帯電話の緊急速報メー

ル、エリアメール、テレビ等を通じて通知することになっています。よくテレビで急
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に、上段でテロップが出ることがあると思うのですけれども、そのように通知されま

す。また、避難勧告、避難指示が発令された場合、区内２２カ所に設置している防災

行政無線で皆様にお知らせします。 

 続きまして、５番、声かけ事案件数。質問内容、子ども事案、前年比率のグラフが

１００％となっていて、グラフになっていないことは誤植でしょうか。どのような声

かけがどこで起きたのか等、具体的な事例も知りたく思いました。 

 これに関しましては、ちょっと探しましたら、資料４の８ページ目なのですけれど

も、重点的に取り組む主な経営課題の中段に４つの本来折れ線グラフがございまして、

左下の、子ども声かけ事案の事件件数というのが、平成２６年１２月末で前年比２１

件なのですけれども、これの折れ線グラフが表示されていない状況でしたので、今現

在、修正版を折れ線グラフで配っております。確かに、誤植ですので、グラフにつき

ましては、すぐに修正したものを公表いたします。 

 それから、具体事例につきまして、安まちメールによりますと、淀川地区どこそこ

の町名がありまして、何丁目何番付近、徒歩通学中の１０代女子中学生が後方から近

づいてきた不審な男に「君、かわいいね、何年生」などの声かけ事案、や、淀川区○

○の何丁目何番付近、徒歩で通行中の男子児童が卑わいな言葉をかけられる事案があ

りました、というふうに、安まちメールで具体的に町名とか事案について発信されて

おります。 

○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。 

 私のほうからは、６番、７番につきまして、御報告申し上げます。 

 まず６番、保育料の決定について。保育料の所得スライドによる決定は、何か理由

があるのでしょうか。上限２万円くらいかと思ったので、近隣の幼稚園と同じ水準な

ど、という御質問でした。 

 回答ですが、子ども子育て支援新制度における利用者負担につきましては、世帯の
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所得やその他の事情を勘案いたしまして定めることとされておりまして、国が定める

水準を限度として、市町村が定めております。大阪市の保育所保育料につきましては、

応能負担の考えにより、二十階層に段階的に区分されておりまして、最大で月額７万

６００円の御負担となる場合があります。なお、国基準では、１０万４，０００円が

最高額となっております。 

 また、保育所の保育時間は８～１１時間が基本とされていますが、幼稚園の教育時

間は４時間が標準とされておりますので、単純に比較できないことを御理解いただき

ますよう、お願いいたします。 

 続きまして７番、訪問型病児保育について。訪問型病児保育の共済料を二人分払う

と、子どもにかかる費用が支出に占める割合が大きくなり過ぎ、申し込みにちゅうち

ょしてしまいますという御質問でしたが、回答といたしまして、現在実施している淀

川区訪問型病児保育（共済型）推進事業におきましては、登録児童一人あたり３，２

４０円の月会費で、月１回目、８時から１７時３０分までの保育を実施しております。

兄弟で同時に登録される場合は、人数分の御負担をおかけすることになりまして、御

家庭によっては負担感が高い場合もあるかと存じます。訪問型病児保育は１対１で保

育を行っているため、施設型と比べて利用児童の増加による費用逓減効果が低くなり

ます。利用者間の公平性の観点から、登録児童数に応じた御負担に御理解をいただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、区政会議委員の意見の対応方針ということについて、区政政策企画課

長の西でございますが、説明させていただきます。 

 資料の８をごらんいただきますでしょうか。Ａ３の縦長の資料でございます。  

 平成２７年度では、これまでの区政会議及び教育子育て部会、コミュニティ力向上

部会、安全・安心なまち部会をそれぞれ１回ずつ。また、平成２６年度には、区政会
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議を４回、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、それ

ぞれ１回ずつ開いてまいりました。 

 その中から、委員の皆様から頂戴した主な意見と対応について取りまとめたものが、

この資料になってございます。 

 平成２７年度中にいただいた意見の対応を示しましたものが、１枚目の表裏でござ

います。主な意見だけで２６件ほど頂戴しております。ただ、３枚目以降は、平成２

６年度にいただいた意見で、全体で７７件の意見を頂戴しております。 

 ただ、一部、２６年度の分で、番号が飛んでおる部分があろうかと思います。これ

は平成２６年度第４回の区政会議で一旦お示ししたもののうち、そこで平成２６年度

で対応したものという部分については省いておりますので、残ったものをここに紹介

させていただいているものでございます。合計で１００件を超える貴重な意見を皆様

方からいただいているということでございます。どうもありがとうございます。 

 これを一つ一つ紹介しておりますと時間がありませんので、かいつまんで説明させ

ていただきますが、資料８の１枚目、平成２７年度分なのですけれども、番号でいい

ますと２番と３番をごらんいただきたいのですけれども、これは前回の区政会議で頂

戴した御意見でございます。 

 一つが、学校施設の夜間使用の制限について、そちらにも原則があるのはわかるけ

れども、例えば、照明施設がないところでは、明るいうちは使用できるようにするな

ど、原則以外のところで対応できないのか。 

 ３番が、現在、防災リーダーの実技研修が余り実施できていない。夜間に学校施設

が使えれば、平日の夜間に週に１回でも訓練をすることができ、有効だと思う。地域

の事情をくみ上げて考えてほしい。騒音、苦情などがあれば、地域で対応するとも考

えているというものでございます。 

 それについての対応方針でございますけれども、前回の区政会議でもこれらを質疑

させていただきましたが、改めて対応を促進させていただいております。  
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 ２番目につきましては、夜間使用制限の原則については、近隣住民への配慮という

点により、運営しております。 

 先ほども、地域の皆様の実情をお伺いしながら、対応してまいりたいということで

ございます。 

 ３番につきましては、防災訓練など、地域の事業で学校施設を使用する場合は、学

校に直接申請していただくことによって、施設の使用は可能であるということになっ

てまいりたいと考えております。 

 それと、ちょっと下へ行きまして、資料番号６番と７番、コミュニティ回収につい

てでございます。これも前回の区政会議で御意見を頂戴いたしたものでございます。

コミュニティ回収の支援金について、この支援金では、平成２７年度限りのものだけ

でも期間を延長できないか。あるいは、担当局の制度が使えるものは、支援金の上限

が７０万円では厳しいので、上限を撤廃するように働きかけてくれないか、という御

意見でございます。先ほど、コミュニティ力向上部会の議長からの報告がありました

ように、このコミュニティ改修につきましては、もともと淀川区の発案でこの予算を

環境局につけたものでございますので、現在地域の意向や取り組み状況を踏まえなが

ら、必要な支援について予算化について検討しておるところでございます。２８年度

につきまして、これから予算要求が始まるところでございます。また、環境局、支援

金の上限などにつきましても、現行の制度と実際収集実績との関係など具体的なデー

タなども検証しながら環境局とその改善に向けて取り組んでまいりたいと考えておる

ところでございます。 

 ちょっと飛びまして、裏面をごらんいただけますでしょうか。２３番防犯、安全・

安心なまち部会、意見交換会の形でさせていただいたんですけど、この中で「パトロ

ール中」あるいは「警戒中」と書いた２通りの防止カバーを啓発物品として作成して

はどうかという御意見を頂戴いたしました。早速、区役所で対応したいと考えており

ます。防止カバーを取りつけて、自転車で町なか走ることで自身のひったくり防止と
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啓発活動を兼ねたアイデアを取り入れたもの、１１月に区役所納品予定のものにこの

ような文言をつけて、もう早速貴重な意見頂戴いたしましたので、実行に移らせてま

いりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 また、２５番、区役所で町会加入の促進を行うと聞いたけども、その後の経過はど

うなったか、ということでございます。夏祭り、あるいは盆踊りなどに配付できる町

会加入促進のチラシの中と作成して活用を呼びかけましたところ、複数の地域で区役

所作成のひな形を活用されたというふうに伺っております。ほかの区でも、なかなか

ない、先駆的な取り組みというふうにも伺っております。今後も他都市の加入促進状

況なども参考にしながら効果的な加入促進方法を検討してまいりたいと考えておると

ころでございます。 

 あと２６年度３枚目の２６年度の区政会議意見対応方針について、先ほど申し上げ

ました前回２６年度の第４回の会議で一旦お示しいたしましたものですので、今回ま

た時間も大分押しておりますので、細かい説明のほう割愛させていただきたいと思い

ますが、備考のところに書いております平成２７年度運営方針の反映、あるいは２７

年度予算反映とあるものにつきましては、いただいた意見につきましてそれぞれの運

営方針、あるいは予算、何らかの中の形で採用され反映されているというものでござ

いますので、御理解いただきますようにお願いいたします。 

 以上簡単ではございますけども、私からのこれまでの区政会議委員から頂戴した意

見に対する対応方針というのを説明とさせていただきます。 

○今田議長 

 どうもありがとうございました。いろいろと説明がございましたけれども、これか

ら委員の皆様方の御意見をいただくことにいたしますので、何か御不明な点、もう全

部満点やいうのではないと思いますから、御意見がございましたら、こういうところ

もう一度意見を述べていただければありがたいと思います。どなたかございませんか。

小澤さんから、済みません。 



28 

○小澤委員 

 ２年ぐらい前ですか。幼稚園や保育園がこども園に移行していくということが、決

定されたわけですけど、何か見るところによると余り移行していない。淀川区の保育

園、または幼稚園がこども園に移行したパーセントって一体どれぐらいあるのでしょ

うか。それと、なぜ移行できないのか。何か問題点があるのか。その辺をちょっと聞

かせていただければありがたいです。 

○今田議長 

 今の件について。 

○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。ちょっと数を数えたいので済みま

せん。お待ちください。保育園、認可保育園ですね、約３０ほどございます。そのう

ちで認定こども園に移行したのが３カ所でございます。ですので、１割強ですかね。

そういった状況でございます。国を挙げて、もちろん認定こども園を今進めていると

ころなんですけども、やはり新制度といいましてもいろんな準備が十分できないと言

いますか、少し準備期間が欲しいということでちゅうちょされている園が多いと聞い

ております。多分、いろいろ保育料につきましても今まででしたら園で独自で決めて

いた部分が、認定こども園になりますと新制度に移行いたしますので、所得に応じて

負担するだとか、あと園の経営もそれによって随分影響を受けますので、そこでちゅ

うちょされたりとかではないかと感じております。 

○小澤委員 

 今、お聞きしたのは何か経営者側の大人の理由が多いんですけれど、子どもにとっ

て一体どうなのか。やっぱり子どもにとってプラスになるからこども園というのを進

めるわけで、だから、その辺経営も大事かと思いますけど、もっと視点を子どもに向

けて、大人は努力はせないかんと思います。やっぱり子ども目線で進めていっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

 やはりこども園になりますと教育と保育が一体となって、子どもたちにかかわるこ

とができますので、その点については国が言っております認定こども園の制度を私た

ちとしても進めていきたいと思っておりますので、またどうかよろしくお願いいたし

ます。 

○今田議長 

 よろしいですか。どなたかほかに、御意見。三田委員どうぞ。 

○三田委員 

 資料８の２ページ目。２６番。これは西企画課長さんに区政会議委員の委任状ある

いは代理出席が条例上無理だというお話いただいたんですけども、区政会議が区の意

見の把握・聴取が基本というか目的であるならば、その委任状は無理だとしても代理

出席とか、あるいは補欠委員をあらかじめ推薦で選んでおいて、その人を出席、その

委員が都合悪ければその代理の方が出席して、できるだけ多くの区民の意見を聴取す

るという方向を、これ管轄しているのは市民局ですか。そちらのほうにぜひ働きかけ

ていただきたいなと思うのですけども、いかがでしょうか。 

○西政策企画課長 

 先ほども申し上げましたが、この区政会議、条例で２分の１、区政委員本人の出席

でなければ開催できないというふうに定められておりますで、現時点ではその要領に

基づいた開催しかできないのかなと考えております。代理出席はなじまないのではな

いかと考えております。まだ代理という形も今のところ認められておらないとい言い

ますか、御本人の出席ということになっております。その補欠委員という考え方がな

じむかどうか、新たな御提案かとは思いますので、現状ではこの条例に沿って御本人

出席をお願いしますとしか言いようがないんですけども、また御出席いただいたこと、

今後我々運営しやすい運営にあたりまして、参考にさせていただきたいと思います。 
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○三田委員 

 意見交換会のときに意見は市民局のほうに伝えますということお話があったと思う

んですけど、それはいかがなんですか。 

○西政策企画課長 

 委員からこのようなお声があったこと。市民局のほうにもお伝えはさせていただき

たいと思います。 

○三田委員 

 はい、わかりました。 

○今田議長 

 ほかに。どうぞ。 

○長尾委員 

 防災に関してですが、今、淀川区でこのような防災冊子を今、つくろうとされてる

んですが、これに関しての冊子の作成にあたっての方法とか説明ですね。各地域にこ

ういうものの作成の指導をどうされるのか。それと、これ作成するための費用、これ

はどこから捻出したらいいのか。各地域でお金出せというのか、それをお伺いしたい

のですが。 

○新井市民協働課長 

 各地域で防災計画を立てている地域もございますので、今後は立てる地域に関して

は、これを元にアドバイスしていきたいと思います。それと地域の防災計画に関しま

しては、いきなり全地域は無理ですけれども、予算化することも検討しております。  

○石崎市民協働課長代理 

 課長代理の石崎と申します。ちょっと補足させていただきます。地域防災計画は重

版地域、全地域で今年度と２８年度、２年間にかけて作成をするということで今、計

画してます。２７年度につきましては、５地域で計画のほうということで、我々とし

ては考えておるわけなんですけども、地域防災計画というのは基本的には地域の皆さ
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んで地域特性を生かして作成していただくというのが私どもの考え方でございまして、

それについて各地域に説明のほうに入ろうということで考えております。  

 それから費用のほうなんですけれども、基本的に危機管理室の担当がおりますので、

そちらのほうが地域の方々に説明をさせていただきます。そして、冊子につきまして

は今年度つくられた地域防災計画につきまして、来年度の予算で我々のほうで予算化

すること考えていますので、その費用で印刷をかけていただきたいというふうに考え

ております。 

○長尾委員 

 作成にあたっての費用は、そういう予算は出るということですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 具体的に申し上げますと、地域の皆さんでその地域防災計画をつくるにあたっての

メンバーさんを選択していただきます。それで、そこに危機管理室のアドバイザーが

入りまして、地域特性に応じた形で計画を作成しています。それを次に印刷かけるわ

けなんですけども、その印刷製本代につきましては、ことし計画をつくられた地域の

分につきましては、来年度の予算化を考えています。 

○長尾委員 

 そうですか。我々のところは一応刷ってあるんですが、今変更しようとしてるんで

すけども、印刷代とかそういう配本にあたって、３０万ぐらいは要ると思うのですが、

そのぐらいの金額出していただけるのですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 額までちょっと覚えてないんですけれども、ことしつくられた地域で全戸配付がで

きるぐらいのところまでの予算は予算化するということで今考えております。  

○長尾委員 

 期待しております。 

○今田議長 
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 ほかございませんか。 

○小澤委員 

 先ほど防犯カメラの報告がありましたが、私の町会でも２カ所取りつけてるんです

けど、その予算は２６年度で終わってるんですよね。地域に対する補助金は。１５万

円やったかな。それをまた復活していただく必要が２８年度であるのかなと思ってま

す。 

 先ほど信号灯、それから交通標識につけてほしいなと、そういう意見がありました

けど。確かに標識は非常に難しいと思います。しかし、関西電力の電柱につけるとい

うのは実際あります。ただ防犯灯については関西電力は無償でつけてくれるんですけ

ど、防犯カメラについては毎月一定の金額は徴収されます。電柱使用料としてですね。

それが、地域として納得いかないと思います。やっぱりこういう御時世で、防犯カメ

ラが非常に防犯に役立ってますので、そういう点を、関西電力に働きかけてですね、

防犯灯と同じように使用料なしで無償でつけていただくということを区役所として、

関西電力に働きかけてお願いしていただきたいと思います。 

○石崎市民協働課長代理 

 今の御質問、防犯カメラのまず１点目、復活ですけども、２６年度までは補助事業

としてやっておりまして、今年度は駐車場の見守りカメラということで補助をやらせ

ていただいてます。２８年度につきましては、まだ予算確定はできておりませんので、

あくまで市民協働課としての案ということでお願いしたいのですが、先日から寝屋川

の事件があったりして、そこで防犯カメラの有効性というものが相当マスコミ等で言

われてますので、それらを踏まえて同じ名前ではできませんが、似たような事業とし

て復活、復活というよりも取り入れたいなというふうに考えております。  

 それから、次、警察の施設のほうで道路標識は設置できないけども、例えば信号機

の関係なんですが、これは先日淀川警察署のほうから連絡ありまして、基本的に民間、

地域のことなんですけども、防犯カメラ等の設置については警察としては認めてない、
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というふうな正式な回答をいただきました。基本的には維持管理の問題があるんだと

思います。 

 それから関電柱の関係なんですけども、私の記憶では年間１，５００円ぐらいじゃ

なかったですか。 

○小澤委員 

電気代と合わせれば５，０００円以上のお金が毎年要るわけですよ。それって、

地域として非常に納得しがたい。関電も地域貢献ということで、少なくとも使用料を

取るなんていうのはあり得ないので、その辺の話をしていただいたら。我々は防犯灯

と同じレベルで電気代は払えばいいので、防犯灯と同じように使用料なしにしていた

だくように交渉していただきたいということでございます。 

それと今度の駐車場の防犯カメラ設置補助、私も非常に期待していたんですけど、

ふたをあけてみると進んでないように聞いてます。要綱を見ると、非常に枠組みが狭

い。対象地域を淀川区全域に広げて広報していけばもうちょっと申し込みもふえたん

ちゃうかな、と思います。 

 ○新井市民協働課長 

 済みません。市民協働の新井です。先ほどの防犯カメラの分なんですけれど、回答

しているところが資料８の１ページ目の１番、町会で防犯カメラを設置する際、道路

標識や信号灯にも取りつけることができるようにしてほしいということでしたが、先

日警察の方がこられまして、やはり維持管理とかメンテナンスの継続にすごく不安が

あるということですので、民間設置に関しては認めてない状況ですということを説明

されました。それから、小澤委員の質問にもありましたけど、ちょっと３ページ目め

くっていただいて、ナンバー６５番なんですけれども、同じような悩みを持っておら

れるということで、防犯カメラを設置したい場所に許可してもらえない現状がありま

すよ、ということで、確かに私ども３月に３区防犯プロジェクトということで信号

柱・照明柱はじめ関電柱など４０基設置するにあたって、警察とも協議をしたんです
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けれども、関電さんも含めて本来の電柱の設置目的にやはり支障を来すようなところ

でしたら、制限をかけられまして、場所変更を余儀なくされているということで難し

いところはございます。ただ、防犯カメラの有効性につきましては、この夏の事件も

ありましたものですから、次年度に関して検討をしてまいりたいと。来年のことなの

で確約ができないですけれど、そのように市民協働課は検討してまいりたいと思って

おります。 

 今年度に関しましては、一時募集で１５台ほどございまして、二次募集も何台か今

オーダーを受けているところでございます。引き続き、広報周知に取り組んでまいり

たいと思っております。よろしくお願いします。 

○今田議長 

 ほかに御意見ございますか。 

○辻川委員 

 済みません、失礼いたします。先ほど教育・子育て部会で御報告をさせていただい

たところですけども、ちょっと体調を崩しまして十分に御報告できませんでした。そ

の分に関しましては、資料１のほうで十分にお読みいただきながら御確認いただけれ

ばなというふうに思っております。 

 そんな中で、さらに質問させていただきます。御報告があったのかどうかは先ほど

の体調が悪かった中ですので、確認はできておりませんけれども、質問として今申し

上げます。１５番、資料８の１５番ですけれども、今年度から学校図書館にコーディ

ネーターと補助員が増員されるというふうにありますけれども、私ども学校のほうへ

ボランティアとして入っているんですけども、いつから増員される、もしくは入って

こられない学校についてはいつからその担当者が入られるのか、お聞きしたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長榊原です。補助員につきましては、今募集をしまして１０月１日
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から、あしたから入るということでお聞きしております。ただ、直ちに現場に入るわ

けではなくて、やはり研修をしなければなりませんので、研修期間をとって各区のほ

うに行くというふうに聞いています。ですので、その連絡がありましたら、また具体

の作業を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

○今田議長 

 よろしいですか。わかりました。ほかに、どうぞ。 

○三田委員 

 済みません。もう一度防犯カメラの件なんですけど、関西電力さん、確か使用料が

年間２，０００円だったと思います。ただし、電気代は１，８００円です。年間３，

８００円ぐらい。うちで今７８台ついてるんですけど、関電でついてるのは１台だけ

なんですわ。これからつけようとしたら、業者いわくほとんど認められない。関電さ

んの電柱並びにＮＴＴさんの電柱。やっぱり嫌がるそうです。その何かあるたびに電

柱に上らなあかん。そこで、彼らの機器に障がいがあるのを非常に嫌ってるというふ

うな。だから、関電さんの電柱もＮＴＴさんの電柱も割合いいところにあるんですけ

ども、なかなかつけさせてもらえない。だから、区役所さんのほうも関電さんなりＮ

ＴＴさんにそういう地域の働きかけを後押ししてほしいなと。それと警察さん、先ほ

ども言われましたけども、信号灯とか道路標識、無理だということですけども、でも

犯罪が起きるとですね、一番に警察さんがデータ貸してくれって飛んでくるわけです

ね。だからいつも一方通行なんです。こちらからお願いするとあかんと言うといて、

向こうからデータ貸してくれと、そういうことがあるので。こちらは捜査の協力はし

ますけれども、逆にそういうコーナーにつけて非常にいい角度なのにつけさせてもら

えないというところがあるので。何か府警本部さんにＯＫをもらう方法を何か考えな

いかんな、と思うんですけどね。いつも一方通行の状態です。ですから、できたら区

役所さんの後押ししてほしいなと思います。 

○新井市民協働課長 
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 警察のほうに聞きますと、やはりその設置した信号灯とかに負荷がかかったりとか、

防犯カメラの強度、あるいは維持管理、メンテナンスがどこまで町会で続くのかとい

うようなことがあるので、逆に言いますと、公設置なら認めるというふうなことで解

釈をしております。防犯カメラの重要性はもう重々認識しておりますので、私どもは

来年度に向けても検討課題として取り組んでいきたいと思っております。  

○三田委員 

 公的な設置ならＯＫやったら、お金は地域で出すから区役所さんの名前でつけてく

れると。 

○新井市民協働課長 

 例えば、淀川３区の防犯カメラのプロジェクトの場合は、大阪市、淀川区でつけて

いるわけなので、その辺のいろんなことを視野に含めながら今後考えてまいりたいと

思っております。やり方いろいろあると思いますし。 

○三田委員 

 それと、ことしの駐車場の防犯カメラ、さっき１５台と言われましたけども。  

○新井市民協働課長 

 一次募集で。 

○三田委員 

 確か枠は５０台ですよね。 

○新井市民協働課長 

 そうです、はい。 

○三田委員 

 二次募集かけられてるということですけど、ちょっとクエスチョンマークがつくん

じゃないかな、と思うんですけど。 

○新井市民協働課長 

 一次の場合に期間が短期だったので、図面とかいろいろ複雑な要因もありますので、
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それが間に合わなかったと言って、何社か、今でも説明とかもきておりますので。 

○三田委員 

 ５０社いきそうですか。 

○新井市民協働課長 

 まだ５０社まで、今の時点ではないので。９月２４日から募集を始めたところで１

０月下旬まで募集はやっておりますので。何社かオーダーは聞いておりまして、申し

込みするのに今書類を整えています、ということは聞いております。 

○三田委員 

 小澤委員から提案があった、２８年度はもう防犯カメラ、地域での防犯カメラを予

算をとってほしいなと思います。以上です。 

○今田議長 

 ほかに。 

○嘉悦委員 

 防犯カメラの関連で。確かに関電柱とか、信号柱、私もあったらいいな、と個人的

には思っとるんですけども、関電の言い分というか、何となくわかるような気がする

んです。信号柱のほうですけども、恐らく淀川署に言うても恐らく話にならないんじ

ゃないかな。というのは、これは大阪市レベルの話じゃないかと思うんです。市全体

の。だから、大阪市との、だから、警察サイドは本部の府警本部の方針やと思うので、

淀川署との折衝じゃなくて本部との折衝になると思うので。大阪市、本庁と本部との、

多分交通部と思うんですけど、そちらとの折衝に一応、働きかけだけは、だめもとに

はなるんですけども、やる価値はあるのかな、やってみてもおもしろいのかな、とい

う気はしますけど。淀川署でだめやからと言って諦めずに１回試しで市役所のしかる

べき担当のほうから。多分府警本部のほうは交通部と思います。交通やから、信号や

から。ちょっとやりとりしてもらったら。それでだめだったら諦めざるを得ないです

けど、一応それの価値はあると思うんですけど。以上です。 
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○今田議長 

 どうぞ。 

○小澤委員 

 それこそ嘉悦さんが先頭になって、交渉していただければ、よろしくお願いしたい

と思います。 

 いずれにしても関電も企業責任が当然あるわけで、関電ももうちょっと高い意識レ

ベルで判断してもらう必要があるかなと思います。 

 先ほど、５０台のうちの１５台ということなんですけど、私本当は春期待してて、

いつ要綱出るんですかって、しょっちゅう聞いてたんですけど、なかなか出てこない。

出てきたの９月やったかな。 

○新井市民協働課長 

 ８月。 

○小澤委員 

 ８月でした。そのときに出てきてびっくりしたのが地域限定なんですね。私もある

程度知り合いに話していたけど、全部指定地域から外れてるんです。そういう意味で

私は１台もお手伝いできておりません。先程の報告で防犯カメラが５０分の１５。こ

ども園は３０分の４。それから、コミュニティ回収は１８分の４。その数字って淀川

区が取り組んだ結果として本当に納得できる数字なんかなと思うんです。やっぱり少

なくとも分母の半分は超えないと。 

○新井市民協働課長 

 まだ１５と決まってない、一次が１５台で、まだ今、二次募集中で。数十台ふえま

す。 

○小澤委員 

 コミュニティ回収だって、１８分の４地域しかやってないということなので。やっ

ぱり何か問題があるからこんな低い数字なので、取り組む限りはパーセントをもうち
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ょっとできたら５０％以上に上げれば我々も納得できるし、また５０を１００に近づ

ける努力も我々も協力できるのであって、今のこの状況でしたら何か首をひねりたく

なるような数字なので、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

○榊区長 

 小澤委員ありがとうございます。全くおっしゃるとおりで。ほかの区はどうなんだ

と言ったらゼロとか１なんです。ですので、淀川区はそれでも相当先行しているとい

うことあるんですけど、ただおっしゃるとおりで足りてないんです。これは私どもの

説明不足や努力不足があって、まだ地域のほうに御承認いただいてないということが

あるんですけれども。これもともと言ってたんです。やっぱりごみの処理に関して、

自主財源にするとともに、そういう先進的なものを取り組む地域なのだ、という淀川

のブランド化を狙ったところもございます。ですので、これはほかがゼロとか１とか

だからということではなくて、おっしゃるとおりで、やっぱり半分以上を来年目指そ

うよ、とか、そういう姿勢で区役所は努力してまいりたいと思います。 

○小澤委員 

 よろしくお願いします。 

○今田議長 

 ほかに御意見ございませんか。もうラストでございますから、きょう何か意見言う

とかんと、持って帰るのももったいないですから。 

 私ちょっと質問させてもらいますけどね。きょう、説明ございましたけども、分権

型教育について。区長権限は教育次長の権限というようなことでございますけど、ど

れぐらいの権限が生じるんですか。教育次長としての区長権限は。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね。これまでも取り組んでいってますけども、例えばヨドジュクを実施す

るとか、いろんな学校だけで教育を担わすのではなくて、行政も地域も含めてやるよ

うな、そういう各種事業の立案とかすることができるということで、これまでは、教
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育委員会として、学校の中に入ってどうこうするのはだめ、というふうな切り口だっ

たんですけども、我々も教育委員会の兼務をもらってますので、教育委員会としての

いろんな働きかけをしています。例えば、今まででしたら図書館の蔵書を含めるにし

ても、はぐくみ文庫という名前をかりて、区としてそこに入れていくというようなこ

とだったんですけども、これからは教育委員会のものですので、実際に実態的に学校

のほうの支援をしていく。当然、校長先生がやはり学校の統治をする、というのも一

方あるんですけども、今までは区役所・教育という壁がどうしてもあったんですけど、

そこの壁がなくなって立案がより円滑になってきているということで御理解いただけ

たらと思います。 

○今田議長 

 ということは、人事権とか予算案とか、これもあるんですか。区長に。  

○榊区長 

 ありがとうございます。僕の担当いうことで。もともと、区担当理事というのは、

市長部局と、教育委員会から完全に分けられている行政体としてですので、もともと

区長という市長部局の人間が教育委員会に関与するというのは、非常に限定的に考え

られておりました。４つぐらいしか実は権限がなかったんです。学校選択制だとか、

給食の導入だとか、本当に非常に限定的なものだったんですけども、それがこの４月

からの協定で次長という形になって、市で一律にやるもの以外は区の分権にするとい

う、そういうやり方なんです。ただ、もともとの考え方もあるんですけども、教育内

容、何を教えるかというところについては、やっぱり相当抑制的でないとならないの

で、そこについては権限はないんです。ですので、モニタリングというちょっと妙な

表現があるんですけど、要するに命令でなくて、こういうふうにやっていこうよ、と

いうふうに大体を区で決めて、その状況がどうなってるかをチェックしていくという。

どうなってますか、何か支障はありますか。区で何をサポートしますか。このような

関与に今なっているというとこであります。ただ、予算についてはもともと校長先生
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へ権限と予算をもっと移していく、区に移していく、という考え方なので、２８年度

以降について、今、教育委員会内で考えられているのは、幾何かの予算を校長先生に

権限拡大、区に拡大、というようなところを教育委員会の企画のほうでは考えている

というふうに聞いておりますので、来年は、何か実現するのではないかな、と思って

おります。 

○今田議長 

 それはもう区ごとに決めるわけですね。大体は、方針は。区長権限で。 

○榊区長 

 はい。 

○今田議長 

 ありがとうございます。ほかに御意見ございませんか。 

○山本（隆）委員 

 私は、クレームではないんですけど、解決した事案をせっかくですから皆さんにお

伝えしようかなと。今、外国人の居住者もこの淀川区で結構たくさん住んでおられま

す。うちの地域でも中国の方、韓国の方住んでおられるんですが、文化の違いという

一言で片づけたら何なんですけども、ごみの分別ができないことで、すごくむちゃく

ちゃなごみを捨てられて困っておりまして。区役所にそういう書類がないということ

で、環境局のホームページで５カ国、四、五カ国語の外国語のごみのマナーの説明を、

ごみの出し方とかそういうような全てを、ホームページでアップしてまして、それを

その方に、こういう形でやってほしい、と言ったら、最近うまくやってくれるように

なって。やっぱり簡単に、文化が違うからもうこんな人はしょうがないんや、と思わ

ずに、いろいろこういうわかってもらうような文章を、外国語の文章いうのがあった

ら、日本で住んでおられるということで、それに応じて協力していただけるのかな、

ということで。最近、きれいにしていただいてるので、これもきめ細かい形で大阪市

もちゃんとやっていただいてるな、とお褒めの言葉で終わらせてもらいたいなと思い
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まして、これはちょっと一言、言わせていただきます。 

○今田議長 

 ありがとうございます。たまにはお褒めの言葉ももらいながら、何かほかに御意見。 

○横山委員 

 公募委員の横山です。よろしくお願いします。先ほど来から出てます部会の出席率

というか、定数の２分の１以上云々の件で、教育・子育て部会とコミュニティ向上部

会、議事録では先ほどついてして、もう一つの安全・安心部会が議事録ないと。これ

は定数がきっちりそろった部会とそろってない部会と、でもそろってなくても意見交

換会をして開催されたわけですよね。この結果的な違いってどうなるんですか。議事

録が残ってて解決していく正式なものと、ただ意見交換をしてそれだけという違いな

どですか。その辺をちょっと教えていただけたらと思います。 

○西政策企画課長 

 区政会議と、会議体とする２分の１以上の出席が必須となっておりますので、ちょ

っと私もちょっと回答が難しい部分があるんですけども、御意見いただくのが会議で

ございますので、正式な会議としては２分の１以上ないと要するに開かれてないとい

うことになるので。２分の１下回ってましたので、ただ、そのメンバーでお越しいた

だいた委員と我々区役所のほうで意見交換会という形でさせていただきました。意見

としては頂戴しておりますけども、会議としては区政会議の会議としては有効に開催

されておらないと、あくまで意見交換会という形でなっておるということ。 

○横山委員 

 ということは、やっぱり実態としてはなかったということになるわけですよね。区

政会議上では。 

○西政策企画課長 

 区政会議としては開かれてないということですね。 

○横山委員 
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 そうしたら、意見は聞いたけども正式な議案としては上がっていかないということ

ですか。会議として成立してないということは。 

○西政策企画課長 

 議案というか、区政会議として開催していないという形になります。 

○横山委員 

 ということですね。 

 何が言いたいかといいますと、そろってないのであれば、ひょっとしたら開催しな

いという判断もあるわけですよね。もちろんそろわないこと自体に問題があるわけで、

私も思うのはすごい日程がタイトでしたり、日程を聞いていただいてから返ってくる

までがすごい時間があって、結局その間に埋まってしまって行けませんと。もちろん

当日の確認もされてるんでしょうけども、その辺もうちょっとしっかりと集まるよう

に考えていかないと。せっかく来ました。でも会議として成立してません。けど言い

たいことは言いたい。でも、言いたいことは結局残らないからただお茶濁して終わり

みたいなことにならないかなという心配はあります。 

○渋谷副区長 

 済みません。貴重な御意見ありがとうございます。嘉悦議長のほうが安全・安心部

会、そちらのほうで発表いただきましたんですけれども、確かにペーパーのほうは今

回議事録という形で同様には扱ってはおりませんですけども、当然のことながらそち

らのほうは我々の手元にもつくっておりますし、資料８のほうをごらんいただきまし

たら、安全・安心なまち部会としましては２０番以降、２０番から２４番と２６番に

つきまして、こちらのほうは嘉悦議長のほうが発表されました内容をここに落とし込

ませていただいております。議事録のほう、議事概要のほうはここには同封させてい

ただいておりませんけども、資料８のほうで当日の御出席者の意見交換会からいただ

きました御意見といいますのは、我々は同じ扱いということでこちらの資料８に掲載

させていただきまして、それに対しまして御意見いただいたものについての対応方針
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は載せさせていただいたということで、何とぞそういう趣旨で御理解いただければな

と思います。 

○横山委員 

 意見交換会にしろ、上がってきたことについて淀川区役所としてはどのように解決

の方策を探っていくというような理解でいいんですかね。 

○渋谷副区長 

 そうですね。同様、ほかの部会でいただいた意見と同様の形として取り組んでいく

ということで、区政会議というこの会議体としての意見としていう意味では少し違う

のかもわかりませんけども、余り条例に四角四面に取り組み過ぎなのかもわかりませ

んけども、少しやっぱり成立するしないというところについては、厳然と取り扱わせ

ていただいた上で、いただいた意見といいますものは当然区政会議の委員の皆様方か

らいただいたものでございますので、貴重な意見ということでその解決に向けて取り

組んでいくということで考えております。 

○横山委員 

 安心しました。無駄にならないようになと思って。 

○今田議長 

 次年度、委員さんが選ぶときは絶対欠席しないようにという。言うといてもらわん

と、こういうことになったら一生懸命やっても何の値打ちもないので。そういうこと

で、一応本日の議題を終わらせていただきたいと思います。 

 それでは事務局より説明、ほかのほうでお願いいたしたいと思います。  

○西政策企画課長 

 私のほうから、お手元資料６をごらんいただけますでしょうか。この区政会議の場

でも何回か御案内いたしておりましたけれども、淀川区役所で運行してまいりました、

淀川区福祉バス「夢ちゃん号」につきまして９月末、本日でございますけど、を持ち

まして運行のほう終了いたしました。前回の区政会議でも説明させていただきました
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けども、その後の交通のあり方を検討する会議を福祉バスが、走っておりました７つ

の地域から委員を御推薦いただきまして、また学識経験者から、そして近畿大学の毛

海准教授、またオブザーバーとして山守区政会議委員の御参加いただきました。本日

は御出席いただきました市会議員の中からも御参加いただいている方もおられます。

御協力ありがとうございました。 

 資料１枚目から４回ほど、７月から９月にかけまして４回ほど開催しております。

全部で５枚ほど資料ありますので、２枚目以降が各会議の詳細でございます。そちら

のほうまた後ほどごらんいただきたいと思いますけども、１枚目戻っていただきます、

この４回の会議の流れ、簡単に私のほうから報告させていただきます。 

 第１回目の７月９日の会議につきましては、この淀川区の福祉バスの経過と現状に

ついて赤バス廃止後の変遷であるとか、予算状況など。また今後考えられる方策につ

いて、法的な位置づけなどを検証してまいります。意見交換といたしまして、需要規

模の把握を行って本当に困ってる地域に絞った対策が必要ではないかとか、受益者負

担するべき交通手段以外の支援の方法も検討すべきじゃないかと、病院の送迎バス運

行はできないか。来年度の予算としてどう考えるか。という意見をいただいたところ

でございます。 

 第２回８月６日の会議におきましては、他都市の事例、紹介して意見交換をさせて

いただきました。その中で、予算アンケートのニーズ把握が必要である。バスの乗務

員にも意見聴取を行うべきである。福祉バスで対応できないのか。あるいは、この福

祉バス運行終了にあたっての周知を徹底してほしい。「うめぐるバス」これは阪急の

ほうで運行されてるバスでありますけど、その内容について知りたいというような御

意見頂戴いたしました。 

 第３回の８月２７日の会議では、予算アンケートの結果、あるいは乗務員の聞き取

り調査の結果であるとか、交通手段以外の支援の実例紹介、また阪急で運行されてま

すうめぐるバスについての運行状況。あと、企業が運営するようなバスの事例につい
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ても紹介をさせていただきました。地域で利用できるような資源について加島地域の

ほうから福祉施設の送迎バスの活用の可能性を探っていくというような御提案もされ

たところでございます。意見交換といたしまして、区内を東西に移動するような交通

手段を再検討できないか。あるいは道路運行法第４条のバスで対応できないか検討す

るということでございます。 

 第４回９月１７日、最後でございますけれども、路線バス事業者の見解などについ

て紹介させていただきました。 

 最後、議論・統括として大きく２つの方向性が示されたところでございます。１つ

目が区全体の交通網についての検討。路線バスを含めた淀川区の全体の交通について、

今年のビジョンをもって長期的に考える必要があるのではないかと、検討会終了後も

まちづくりの観点からこの交通を考えていく場を設ける必要性があるのではないか、

という御意見。２つ目として、交通空白地への早急な対応としてアンケート調査の結

果などから特に利用者が多く福祉バス廃止の対応が求められる加島地域、隣接する三

津屋地域も含めて福祉施設の送迎バスを活用するようなアイデアが示されたところで

ございます。その具体化に向けて検討してみてはどうか、という御意見を頂戴してお

ります。 

この具体化の検討にあたりましては、この制度が持続可能な仕組みにすることが

重要でありますので、利用者の受益者負担なども原則としながら、法的は位置づけや

運営方法なども精査して意見を頂戴したところでございます。 

 この第４回の２つの意見、この検討会から頂戴いたしました。我々今後の福祉バス

廃止後にあたっての、この交通のあり方とりあえず交通空白地域の施策につきまして、

来年度これからの予算要求の作業も始まりますけど、これに向けた検討も進めてまい

りたいというふうに考えておりますので、簡単ではございますけれども、４回にわた

りましてのこの検討会の報告とさせていただきます。 

○今田議長 
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 では、もう報告やから、明日からもうバスがないんやから、どうってことないよね。

意見今さら述べる言ってもないし、もう報告ということでよろしいですね。ほかに今

さら意見言うてもしょうがないでしょ。 

○越智委員 

 俺らの地域としたらね。やり方はいろいろあるかわからんけど、別に役所の考えを

否定するわけではないけど、地域の住民、僕ら、御存じのように乗る権利ないからね、

年齢的に言うたら。乗っとる人間から言うたら、やっぱり困るという意見が、結構う

ちの地域ではあるので。今検討しとるから、区役所さんのほうで検討しとるから、４

月１日できるように検討しよるので辛抱してほしい、というような、私も会合で常に、

この間も２８日かな、老人会やったときに、不便かけるけど、と。今田議長言われる

ように、きょうで終わりなんです。僕が一番心配しよったのは、あしたひょっとして、

来るものや思ってね、並ばれたら困るな、という危惧が、ごっつい持っとったから。

僕は地域の集まりのときに、こうですよという話はさせていただきましたけどね。区

役所のほうでやってくれてますけどね。以上、そういうことです。 

○今田議長 

 これでよろしいですか。もう今年度の、きょうで終わりでございますので。この辺

で終わらさせていただければありがたいなと思います。本当にこれが最後になります。

また、どこかでお会いするときはまたいろいろと御意見を言っていただければありが

たいと思っておりますけれども。 

 本当にこの２年間、皆さん方の御協力ありがとうございました。議長も皆さん方の

御協力で滞りなくうまいこといったような気もいたしますし、仲よくできたかなと思

っております。これからも皆さん方の区政のためにいろいろ、委員の方々は多方面で

御活躍をいただいて、いろいろ意見があると思いますけど、またきょう来られる区長

さんはじめ、各課長さんにもお会いしたら意見として言っていただければ、淀川区も

よくなるのではないかなと思っております。本当に２年間どうもありがとうございま
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した。 

 それでは進行のほうよろしくお願いします。ラストを事務局お願いします。 

○西政策企画課長 

 今田議長、議事進行ありがとうございます。また、委員の皆様方におかれましても

この間区政会議の運営にほかならぬ御高配を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。 

 なお、次期の区政会議委員につきまして、お手元資料７のとおりでございます。引

き続き、委員をおやりいただく方もこの中におられます。引き続きされる方よろしく

お願いいたします。 

○渋谷副区長 

 マイクが回ってまいりましたので、最後の。区政会議ももう皆さん方の今回１期終

わりということで、その前から続いてられる方も実は中にはおられるかと思います。

実は、今田会長なんかも実は条例が制定される前からの委員でもございます。小澤委

員も多分そうだと思ってます。もう４年もやっていただきまして、立ち上げのときか

ら私担当課長としていろいろ取り組んできておりまして、冒頭区長の挨拶にもありま

したように、この区政会議をいかに活性化していくかということが区民の皆様方のい

ろんな住民の声を拾い上げるという非常に大切な場であるということは、もう共通の

認識でございます。議会のほうでもこの区政会議の存在というのが注目されておりま

す。区政会議が活性化・活発な区というのは、きっと区政がうまいこといっている区

というふうなことなんだろうな、と思っておりますので、我々もこれからまた次期の

区政会議の委員の皆様方が、今度１０月以降顔を合わせるということになるんですけ

ども、またその方々とともに区政会議を盛り上げまして、この淀川区をよくしてまい

りたいと思っております。また、引き続きの委員の方はどうぞよろしくお願いいたし

ますとともに、今回委員退任されます方につきましては、引き続きいろいろ区政のほ

う応援、いろいろ厳しい意見等頂戴できればというふうに思っております。２年間に

わたりまして、本当にありがとうございました。 
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○西政策企画課長 

 どうもありがとうございました。市会議員の皆様方もお忙しい中ありがとうござい

ました。 

 それでは時間まいってます。このあたりで第２回淀川区政会議を終了いたしたいと

思います。本日も長時間にわたりましてありがとうございました。 

―了― 

 


