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平成２７年度第３回淀川区区政会議 

 

日 時：平成２７年１２月１７日（木） 

   午後６時３０分～午後８時２４分 

場 所：淀川区役所５階 

    ５０１～５０３会議室 

 

○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３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申し上げます。 

 委員の皆様方には御多用中のところ、御出席いただきまして、まことにありがとう

ございます。今回の会議は１０月、新たに選出された議員の皆様方による初めての区

政会議となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、冒頭、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。区長の榊です。今日はお忙しいところ、また夜間にかかわらず

お集まりくださいまして、本当にありがとうございます。 

 この２７年度の、第３回の区政会議でございますが、御存じのとおり１０月の改選

後初めて開かれる新しい会議というようなことになります。 

 委員の方が２２名中１１名の方がかわられるというフレッシュな皆様で会議してい

ただくということになってまいります。任期は今後２年間という形になります。よろ

しくお願い申し上げます。 

 ではこの区政会議のあり方なんですけども、どうしたら充実するかということにつ
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いて、私、区長になりましてからずっと試行錯誤続けてまいりました。今もその最中

でございます。この区政会議の充実、すなわち区民の区政への参加、それから意見の

反映というところを、いかにしていくかっていうところについては、直近の市議会に

おいてもいろんな指摘を受けて、各区の努力、切磋琢磨みたいなものが求められると

いうところでございます。 

先だっての説明会でも、いろいろ討議といいますか、御説明したり、意見交換さ

せていただいたんですけども、淀川区の工夫としては、この限られた時間をいかにし

て密度を濃くしていくかということで、事前に資料を配布し、事前に質問をいただき

一旦整理をして、この中で披露していただくいろんな質疑とか、あるいは意見が、中

身が非常に濃く、効率的に研ぎ澄まされたものになるように、そういった整理をさせ

ていただいて、この２時間という限られた時間が、より効果的といいますか、私ども

にとって厳しい場になるように努めてまいりましたし、またこれからもそのような形

で、いろいろ工夫を重ねていきたいというふうに思っております。  

 ２時間という長い時間、というか短い時間があっという間に形になるように、私ど

も心がけてまいりますので、皆様からも御協力いただき、また厳しい意見を寄せてい

ただきますように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。それでは私のほうより区政会議委員の皆様方を紹介させて

いただきます。お手元の資料に、２枚目の表裏に区政会議委員名簿と座席表をつけて

おります。こちらも御参照しながらお願いいたします。 

 淀川区の区政会議委員は地域団体推薦１８名と公募選定委員４名の皆様方で、構成

されております。 

 本日初めてお顔を合わせられる方もおられるかと存じます。私より名簿の順番に紹

介させていただきますので、お名前をお呼びいたしましたらその場で簡単に自己紹介

していただきますようお願いいたします。着座にて失礼いたします。 
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 それでは東三国の板谷委員でございます。 

○板谷委員 

 はい。東三国の板谷でございます。東三国地域活動協議会のほうで総務部長という

ことで担当しております。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 北中島の田中委員でございます。 

○田中委員 

 失礼します。北中島地域の地域活動協議会の副会長を務めさせていただいておりま

す、田中幸恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 宮原の姫野委員でございます。 

○姫野委員 

 宮原の姫野です、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 西三国の嘉悦委員でございます。 

○嘉悦委員 

 西三国の地域活動協議会の会長をさせていただいております、嘉悦です。よろしく

お願いします。 

○西政策企画課長 

 三国の森田委員でございます。 

○森田委員 

 三国地域活動協議会の副会長をやってます、森田です。社会福祉協議会の会長を兼

任しております。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 西中島の山本委員でございます。 
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○山本委員 

 西中島の山本でございます。どうぞよろしくお願いします。地域活動協議会の副会

長をしております。どうぞよろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 木川の長尾委員でございます。 

○長尾委員 

 木川地域担当の長尾でございます。防災リーダー隊長もやっております。よろしく

お願いいたします。 

○西政策企画課長 

 木川南の牧委員でございます。 

○牧委員 

 木川南の牧でございます。地域で町会長をしております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○西政策企画課長 

 野中の小澤委員でございます。 

○小澤委員 

 野中地域の小澤です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 神津の一丸委員でございます。 

○一丸委員 

 神津の地域活動協議会の、総務部会の副会長しております、一丸です。よろしくお

願いします。 

○西政策企画課長 

 新北野の西尾委員でございます。 

○西尾委員 
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 新北野の西尾でございます。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 塚本の角本委員でございます 

○角本委員 

 塚本の角本でございます。地域活動協議会の総務部長をさせていただいております。

よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 田川の今田委員でございます。 

○今田委員 

 田川の今田でございます。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 三津屋の藤野委員でございます。 

○藤野委員 

 三津屋連合の藤野といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 続きまして公募選定委員の辻川委員でございます。 

○辻川委員 

 公募委員の辻川でございます、よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 同じく公募選定委員の丸山委員でございます。 

○丸山委員 

 公募委員の丸山と申します。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 同じく公募選定委員の横山委員でございます。 

○横山委員 
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 横山と申します。どうぞよろしくお願いします。東三国小学校のＰＴＡ会長をさせ

ていただいております。 

○西政策企画課長 

 同じく公募選定委員の福島委員でございます。 

○福島委員 

 福島陽子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 どうもありがとうございます。なお本日、新東三国地域の浦田委員、新高地域の高

石委員、加島地域の越智委員におかれましては、御欠席との連絡をいただいておりま

す。また十三地域の久本委員におかれましては、御到着がおくれられているというこ

とでございますが、間もなく到着するという連絡をいただいております。  

 ただいま、区政会議委員２２名中１８名が御出席でございます。区政会議は区政会

議の運営の基本となる事項に関する条例第７条第５項によりまして、定数の２分の１

以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができないとされております。なお本

日、定数の２分の１以上の委員の出席をいただいておりますので、この会議、区政会

議と有効に開催されておりますことを御報告申し上げます。 

 続きまして本日、御出席いただいてます、淀川区選出の市会議員の方々を御紹介さ

せていただきます。 

 当番幹事順に紹介せていただきます、北野議員でございます。 

○北野議員 

 皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。 

○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、おつかれさまでございます。 
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○西政策企画課長 

 なお山下議員、杉田議員、市位議員におかれましては到着がおくれられているよう

でございます。 

 続きまして、出席している区役所職員を紹介させていただきます。改めまして区長

の榊でございます。 

○榊淀川区長 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 副区長の渋谷でございます。 

○渋谷淀川副区長 

 副区長の渋谷です。どうぞよろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 総務課長の中園でございます。 

○中園総務課長 

 中園でございます。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 市民協働課長の新井でございます。 

○新井市民協働課長 

 新井と申します。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 保健福祉課長の萩野でございます。 

○萩野保健福祉課長 

 萩野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 窓口サービス課長の上西でございます。 
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○上西窓口サービス課長 

 上西でございます。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 教育支援担当課長の榊原でございます。 

○榊原教育支援担当課長 

 榊原です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 保健・子育て支援担当課長の嶌岡でございます。 

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 嶌岡でございます。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 生活支援担当課長の岸本でございます。 

○岸本生活支援担当課長 

 岸本です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 お手元の座席表についております保険年金担当課長の浅雛でございますが、別の公

務と重なっているため、後ほどこちらに参る予定となっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 またこの室内、各担当の職員も控えさせていただいておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 まず表紙があり、第３回淀川区区政会議次第とあるもの。 

 続きまして、区政会議委員の名簿と座席表がごらんいただいたものです。 

 あと、配布資料一覧。資料１「平成２８年度淀川区運営方針（素案）概要版」。資

料２「平成２８年度淀川区運営方針（素案）」。資料３「平成２８年度淀川区関連予
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算」。資料４「もと淀川区役所跡地の活用について」。資料５「区政会議委員より事

前にいただいた御意見について」。資料６「区政会議委員の意見への対応方針」。資

料７「区政会議の部会の設置について」。あと当区役所で発行しております「よどマ

ガ！」という広報誌のほうをつけさせております。不足のある方おられませんでしょ

うか。あれば事務局よりお持ちいたしますので挙手願います。よろしゅうございます

でしょうか。 

 それでは案件に入ります。 

 まずはじめに、議長と副議長の選任をお願いいたします。区政会議の運営の基本と

なる事項に関する条例第７条におきましては、区政会議の委員は互選により議長及び

副議長を選任することとなっております。またこの条例では、議長は区政会議を主催

する。また副議長は議長を補佐し、議長が欠けたとき、また議長に事故があるときは

区政会議を主催することとなっております。皆様方、議長についてはいかがいたしま

しょうか。自薦、他薦いずれでも結構でございます。 

 前回の任期中、議長を務めていただきました今田委員、いかがでございましょうか。 

○今田委員 

 議長はできるだけ持ち回りで、皆さんに経験をしていただいたら１番いいと思いま

すので、新しい方が議長になっていただく。２期も３期もやるんじゃなしに、１期ご

とに交代で２年間やっていただければいいと思いますので、議長の方よろしくお願い

したいと思います。 

○西政策企画課長 

 前議長より、次の方という御意見いただきましたが、どなたか議長を推薦いただき

ますでしょうか。 

○小澤委員 

 今田さんもう１期されるもんやと思って、ここに来ているんですけど。若い人材に

譲りたいということで。御本人まだ若いと思うですけど、御意志が固そうですので、
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御推薦と言ったら僭越なんですけど、嘉悦さんですね。いろんな見識というんですか。

警察、防犯といろんな見識が高い方ですので、私としては嘉悦さんを推薦したいと思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。ただいま、嘉悦委員を議長に推薦するという御発言があり

ました。皆さんいかがでございましょうか。 

（異議なしと呼ぶ者あり） 

○西政策企画課長 

 異議なしということでございます。 

 それでは、嘉悦委員。議長のほう、就任いただけますでしょうか。 

○嘉悦委員 

 私にとっては非常に荷が重たいんですけれども。今田先輩のようにちゃんとできる

かどうかわかりませんですけれども。僭越ですけれど、お受けさせてもらいます。  

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。続きましては副議長についてはいかがいたしましょうか。

また自薦、他薦でも結構でございますが。 

○小澤委員 

 何回も言うて申しわけないんですけれども。あんまり時間かけたくないんで。前の

ときも私、御意見言わせてもろたんですけど。副議長は議長を支える立場ですのでど

ちらか言うたら新しい議長、嘉悦議長のほうからどなたか指名するのが１番いいかな

と思いますんで、議長に指名していただければと思いますので、お願いしたいと思い

ます。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。小澤委員のほうから、議長から御推薦ということでござい

ます。嘉悦議長いかがいたしますか。 
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○嘉悦議長 

 それではもう時間があまりありませんので。やっぱり私としては１番尊敬する前任

の今田さんがですね、１番私の横におっていただいたら心強い次第ですね。自信を持

ってできるかと思います。ぜひ今田前議長に副で支えていただきたいと思いますので、

よろしいでしょうか、皆さん。 

○西政策企画課長 

 ただいま、今田委員を副議長に推すということで皆様方、御賛同いただけたものと

思います。今田委員、副議長をよろしくお願いいたします。 

 それでは申し訳ございません。嘉悦議長と今田副議長には中央の議長席、副議長席

のほうにお移りいただきまして、御挨拶いただけますでしょうか。よろしくお願いい

たします。 

 それではすいません。嘉悦議長、今田副議長。一言ずつ御挨拶いただけますでしょ

うか。 

○嘉悦議長 

 ほんとに僭越なんですけれども、ただいま御指名をいただきましたので、議長を仰

せつかりました、西三国の嘉悦でございます。よろしくお願いしたいと思います。  

 今回の役員、委員改選で先ほどお話がありましたように、半数近くの方がかわられ

たということですけれども、私は前期から引き続き、再任ということで２期目になり

ます。しかしながら議長という役は、余りやったことがないと言いますか、不慣れで

すので、皆様方に御迷惑かけることが多々あろうかと思うんですけれども、皆様方の

温かい御協力で何とかこの大任を果たしていきたいと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それで１つだけですけれども、この区政会議に対する私の基本的な考え方、スタン

スというんですか。これは淀川区の行政をですね、よりよくしていくために、区民の

皆様方の意見をですね、この場で提言していただくというか、示していただくという、
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そういう場と思っておりますので、どうぞ委員の皆様方には将来を見据えたところの

大所高所的観点から、いろんな意見を忌憚なく率直に述べていただいたらありがたい

なと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○今田副議長 

 副議長になりました、今田でございます。よろしくお願いいたしたいと思います。

議長を助けてやっていきますので、御協力のほどお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。嘉悦議長また１つよろしくお願いいたします。  

なお、ただいま十三の久本委員が御到着されました。御紹介させていただきます。

一言、お願いいたします。 

○久本委員 

 遅れてきて申し訳ありません。十三の久本です、よろしくお願いいたします。  

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ここからは嘉悦議長に進行をお願いいたしますが、この会議、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、議事進行のほう御協力い

ただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは嘉悦議長、よろしくお願いいたします。 

○嘉悦議長 

 それでは、早速次第にのっとりまして、議題を進めさせていただきます。  

 平成２８年度淀川区運営方針、これは素案ですけれども。及び平成２８年度淀川区

関連予算につきまして、両方とも密接な関係がありますので、事務局から一括して説

明をいただいて、後ほど委員の皆様から御意見を頂戴することといたします。 

 それでは事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 



13 

 それでは改めまして、政策企画課長の西でございます。私より平成２８年度淀川区

運営方針（素案）の作成について御説明申し上げます。 

 お手元資料１「平成２８年度淀川区運営方針について（素案）概要版」及び資料２

「平成２８年度淀川区運営方針（素案）」をごらんいただけますでしょうか。 

 まずこの運営方針についてでございますけども、めざすべき将来像を我々のほうで

念頭におきながら現状を把握し、また目ざすべき将来像と現状との差、そのギャップ

が生じている要因を分析して、課題をあぶり出し、その課題解決に必要な具体的な方

策を示して、その方策の有効性や成果を評価しつつ、さらに必要な改善だしを行う。

次年度以降の事業計画としてつなげていくことを目的に毎年作成するものでございま

す。 

 Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）こ

の４つの頭文字をとって呼ばれる、ＰＤＣＡサイクルの徹底を図ろうとするものでご

ざいます。このような観点で淀川区の平成２８年度運営方針の素案として作成したも

のが、お手元の資料の２でございます。ただごらんのように資料２、非常に分厚い資

料となっております。その考え方を要約した概要版がお手元、資料１でございます。

会議全体の時間に限りがございますので、要約版でありますこの資料１に沿いながら、

平成２８年度の運営方針の考え方について、御説明申し上げます。 

 資料１の１ページ目をごらんいただきますようお願いいたします。 

 まず、淀川区の目標といたしまして、「区民との協働によるまちづくり」を推進し、

「子育てしやすく、つながりのある、安心・安全なまち」を目ざすということをかか

げておるところでございます。一方で淀川区の現状といたしましては、災害発生時で

の自助・共助の機能であるとか、街頭犯罪への取り組みなどの安心・安全への備えが

まだ十分とは言えない状況であります。また、子育て世帯が区外へ転出する傾向があ

ります。そのため、淀川区の当該事項におきましては、「安全・安心に暮らせるま

ち」、「子育て世帯が住み続けたいと思うまち」、「住民が主体となって運営される
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まち」、「区民との協働による快適で魅力あふれるまち」を平成２７年度末を見据え

た主な施策としてかかげております。その実現に向けて、例えばこれまで政令指定都

市で初めて訪問型病児保育事業を実施したり、あるいは、性的少数派であるＬＧＢＴ

施策など、さまざまなユニークな取り組みも進めてきましたところでございます。 

 平成２８年度では、これまでの取り組み成果を基盤といたしまして、防災対策や防

犯における環境整備、子育てに関する支援をさらに推進することといたしております。

また、分権型教育行政への転換を図る特色ある取り組みによりまして、小中学校の教

育環境の充実も図ってまいりたいというふうに考えておるところであります。また、

区政運営などの情報を確実に区民の皆様方のお手元にお届けし、淀川区に住みたい・

住み続けたいと思っていただく「淀川ブランド」の実現を目ざしてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。 

 ２８年度の具体的な取り組みでございますが、先ほど申し上げました「淀川区将来

ビジョン」に掲げた主な施策を運営方針におきましても、経営課題として掲げておる

ところでございます。そのうち経営課題１の「安全・安心に暮らせるまち」について

でございますが、防災対策といたしまして、防災意識の向上であるとか地区防災計画

の周知によりまして、「減災」の取り組みを浸透させてまいりたいと考えております。

また、防犯対策といたしましては、防犯腕章の着用であるとか防犯カメラの設置など

犯罪抑止の環境づくりを推進することとしております。地域福祉の推進といたしまし

ては、災害時などにおけます要支援護者体制を確立するほか、「淀川区地域福祉推進

ビジョン」や地域福祉推進計画の浸透を図ってまいりたいと考えておるところでござ

います。 

 経営課題２の「子育て世帯が住み続けたいと思うまち」でございますけれども、ま

ず学校教育の支援といたしまして、中学生向けの課外授業であります「ヨドジュク」

を拡大するほか、学力と相関性があるとされております睡眠習慣の改善に向けた取り

組み、題して「ヨドネル」と我々呼んでおりますけれども、こちらのほう改めまして
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実施してまいりたいというふうに考えております。また子育て支援といたしましては、

子育て情報の発信や関係施設の連携を図るとともに、これまで取り組んでまいりまし

た訪問型病児保育（共済型）事業。こちらのほうの供給量を拡大してまいりたいと考

えております。 

 続きまして経営課題３の「住民が主体となって運営されるまち」とおきましては中

間支援組織と連携いたしまして、地域活動協議会の自律運営を支援するほか、コミュ

ニティ回収事業の推進のための支援制度を継続することというふうにいたしておりま

す。 

 経営課題４の「区民との協働による快適で魅力あふれるまち」におきましては、市

民協働型自転車利用適正化事業に取り組みまして、放置自転車対策協議会の活動など

の啓発を取り組んでまいりたいと考えております。また、ＬＧＢＴ支援事業といたし

まして企業、区民向けの講習会を行うなどＬＧＢＴの正しい知識の普及に努めてまい

るとともに、当事者との意見交換会なども開催してまいりたいと考えております。  

 経営課題５「区民のお役に立つ区役所」では、広報誌の全戸配布を、今年度から始

めたものですけども、事業所のほうにも拡大いたしたいと考えております。それによ

りまして、区民が必要とする情報の把握に努めまして、より効果的、魅力的な情報発

信を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 このほか【不適切な事務処理の根絶】をするために、標準作業書や点検マニュアル

の作成も行ってまいりたいというふうに考えております。 

 次のページ以降は、経営課題ごとに現状と課題をかかげて分析して、平成２８年度

の主な取り組みを記載しております。ただこの内容につきまして、先ほど御説明した

内容とかなり重複する部分もございます。会議の時間の関係もございますので、詳細

な説明のほう割愛させていただきたいとございます。 

 以上、非常にかいつまんだお話になりましたけども、「１．平成２８年度淀川区運

営方針（素案）の策定について」の説明とさせていただきます。よろしくお願いいた
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します。 

○嘉悦議長 

 続きまして、予算のほうの説明。 

○中園総務課長 

 総務課長の中園でございます。それでは私のほうから予算の説明をさせていただき

ます。着座にて説明させていただきます。 

 まずはお手元の資料なんですけれども、「平成２８年度淀川区関連予算について」

と書かれました資料３をごらん下さいますよう、お願いいたします。 

 冒頭、お断りしておくところなんですけれども、資料に記載しております予算算定

額や各事業なんですけれども、現時点において淀川区役所が財政局に対して要求をし

ているという内容でございます。現在も財政局におきまして、全市的な調整が進めら

れておるところでございます。今後、財政局が２８年度大阪市の予算案をまとめ、市

会に提出することになります。市会の審議を得て予算案というのは確定するというこ

とになるところでございます。それは３月ごろに正式に予算が決定されると。本日御

説明させていただく内容につきましては、今後調整に伴いまして、若干の変更や修正

等はございますというところは、御含みをいただきたいと思うところでございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは資料の「１．予算編成にかかる考え方」。こちらをごらん下さい。こちら

は先ほどの私どもの御説明いたしました運営方針と非常に似通った内容でございます

けれども、いま一度お耳を傾けていただければと思います。淀川区では平成２５年に

「淀川区将来ビジョン」を策定いたしまして、おおむね５年後の平成２９年度の淀川

区の姿を見据えて「子育てしやすく、つながりのある、安全・安心なまち」をめざす

ということを将来像としております。この将来ビジョンの実現に向けまして、資料で

は枠で囲んでおります５つの提言、先ほど申し上げましたとおりのところでございま

す。この５つを柱に、予算編成を行っているところでございます。予算編成に当たり
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ましては、本当に今、大阪市も厳しい財政状況の下にございます。しかしながら区政

会議でいろいろ御意見をこれまでいただいたところもございます。さまざまな機会に

区民の皆様から、いろんな意見もいただいたところでございます。そのような御意見

を反映するように心がけてまいっておるところではございます。 

 次に、「２．淀川区関連予算について」。この資料３の中の大きな項番２でござい

ますね。そちらについて御説明いたします。平成２８年度区予算についてなんですけ

れども、総額で３億８，７１９万７，０００円でございまして、昨年度に比べて３４

７万８，０００円の減額等を見込んでおるところでございます。主な増額要因と主な

減額要因ということで下の段に書かせていただいておりますけれども、主な増額要因

といたしましては区役所の住民情報業務委託。こちらのほう市民局から移管したこと

によりまして、この５，０９０万９，０００円という額が増額となってございます。

このほか増額要素といたしましては、地域活動協議会によるコミュニティ回収実施地

域に対しての環境局への奨励金制度に加えまして、淀川区独自の上乗せ制度であるコ

ミュニティ回収促進モデル事業。こちらのほう、新たに地域での実施を見込んでおり

まして、こちらの予算の増額なども、この５，０００万ほどのものではないんですけ

れども、積み上げておるところではございます。 

 一方、減額要因ということで７点並んでおるところではございますけれども、土嚢

ステーションの設置事業それと駐車場安全見守り防犯カメラの設置補助事業、これは

区政充実のために２７年度は充填予算事業として設定しておりました。これは平成２

７年度、単年度のみの事業でございましたので、こちらのほうは減額ということにな

ってございます。そして校庭等の芝生化事業につきまして１，０４６万、減額となっ

てございますけれども、こちらのほうは現時点で来年度に芝生化施工の調整がついた

学校が今のところないというところで、鋭意調整はさせていただいております。しか

しながらまだ、来年度にめどがたってないというところで、減額をさせていただいた

ところでございます。 
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 続きまして、７０周年のＤＶＤは、こちらもう７０周年は終了したということで減

額ということでございます。 

 そして、小学校の読書活動支援事業、こちらなんですけれども、平成２５年度から

３カ年の計画で全小学校にはぐくみ文庫というものを整備したところでございます。

一定、全小学校に整備を終わりましたので、淀川区の事業としては終了させていただ

くということで減額させていただきました。２８年度からは、教育委員会の予算に移

行して、運営は引き続き継続させていただくというところでございます。  

 また、夜間の青色防犯パトロール事業についてなんですけれども、こちらのほうは

見直しを行わさせていただきまして、新たに学校付近や通学路などに防犯カメラを公

設置、区役所のほうで設置させていただくということで、３０台増設する事業に振り

分けるようにさせていただきました。これによりまして、引き続き犯罪の起こりにく

いまちづくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 こうした取り組みによりましてですね、厳しい財政状況でございます。予算をつく

り上げるのに非常に苦労しておるところでございますけれども、効率的・効果的な予

算となるよう工夫を行いまして、区将来ビジョンに支障を来すことのないよう務めて

いるところでございます。御理解いただきますようよろしくお願いいたします。  

 続きまして、資料の２ページ目をごらんください。こちらのほうなんですけれども、

項番３ということで、「施策分野別事業費と平成２８年度の主な事業」といたしまし

て、冒頭で御説明いたしました５つの施策分野ごとに分けまして、主な事業と予算額

を記載させていただいております。 

 まず、「安全・安心に暮らせるまち」ということで、子どもの安全見守り等防犯カ

メラの設置といたしまして、先に読みました内容でございます。学校付近や通学路な

どに防犯カメラを３０台増設いたします。 

 次に、「子育て世帯が住み続けたいと思うまち」ということで、区内小学生の睡眠

習慣の改善に向けて取り組みを行う。子どもの睡眠習慣改善支援事業、こちらのほう
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を新たに実施するほか、中学校の課外授業「ヨドジュク」として今実施させていただ

いておるところなんですけども、そちらについても継続実施をいたします。  

 次に、「住民が主体となって運営されるまち」、こちらについてなんですけれども

地域活動協議会様への補助金、こちらは前年同様の額を維持するようにいたしており

ます。それとともに、地域の自主財源の確保の助けになればというところもございま

して、地域活動協議会によるコミュニティ回収、実施地域に対して環境局の奨励金制

度に加えて区独自の上乗せ制度を平成２８年度も継続実施する予定となってございま

す。 

 次に、「区民との協働による快適で魅力あふれるまち」ということでは、これまで

本当に地域の皆様方から御協力いただいて進めてまいりました、目覚ましい効果が出

ておるところでございます、この放置自転車対策事業。こちらについて引き続き取り

組んでまいります。 

 最後に、「区民のお役に立つ区役所」。こちらは、皆様の御自宅等にお届けしてお

ります、淀川区の広報誌「よどマガ！」なんですけども、こちらは新たに店舗や、事

業主への配布を開始しまして、より皆様方の目に触れるというきめ細やかな区政情報

の発信をさらに進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 このほかの予算といたしましては、区役所の電気、ガスなど光熱費、この建物等の

維持費などもございます。そういうものも合わせまして、平成２８年度の区予算の合

計額は冒頭申しましたとおり、３億８７１９万７，０００円となっておるところでご

ざいます。平成２８年度の淀川区関連予算の概要につきまして、私からの説明させて

いただきました。以上でございます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、委員の皆様方に事前にさまざまな御意見を頂戴しておりますので、そ

ちらのほうを御紹介するとともに、また事務局のほうから回答させていただきます。 

 資料５をごらんいただきますでしょうか。合わせまして１１項目の質問を御紹介さ
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せていただいておりますので、それぞれ担当より質問内容、紹介及び回答も行わせて

いただきます。 

○中園総務課長 

 私のほうから質問項目１番、淀川区関連予算についてということに対しての回答を

させていただきます。質問内容につきましては、減額が大きいということと、その減

額の中でどのように工夫して予算を組んだのか、というところの御質問をいただいた

というところでございます。先ほどの予算の説明でもお話させていただきましたんで

すけれども、平成２８年度ですね、やっぱり厳しい財政状況に伴いまして、シーリン

グという、最初から何％減らせ、というようなことなんですけれども、こちらの影響

で財政局から示された配分額が昨年度に比べて削減されております。このため、効果

的な事業手法の検討や内容の転換など、事業全般にわたって見直しを行いました。そ

の結果、平成２８年度予算は、市民局から移管された住民情報業務委託料を除いた実

質的な比較で昨年度から５，３００万余りの減額となっております。しかしながら、

防犯カメラの増設だとか、子どもの睡眠習慣改善支援事業こちらなどを新たに実施し

たり、コミュニティ回収の奨励金上乗せ制度も継続し、それと地域活動協議会の補助

金こちらも現状同額を維持するなど、努めてまいっておるところでございます。  

 このような厳しい状況ではございますけれども、区民の皆様の御意見もお聞きしな

がら効率的・効果的な予算となるように工夫を行いまして区将来ビジョンの実現に、

支障を来すことのないよう務めてまいる所存でございます。以上、回答でございます。

よろしくお願いいたします。 

○榊原教育支援担当課長 

 続きまして、２番目でございます。教育支援担当榊原でございます。座らせて御説

明させていただきます。御質問内容としましては、目ざす状態の、区内小中学校の体

力学力が全国平均を上回る区内小中学生に運動習慣が身についている、というのに対

して、体力への対策が水泳教室、スポーツ出前教室、大縄跳びとなっており、全体的
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な底上げとしては物足りないように思います、ということでいただいております。も

ともと、スポーツが得意な子どもたちは運動習慣があるのだと思います。得意でない

子を伸ばす、運動習慣をつける、という観点から取り組みをされているのでしょうか。

もう一つとしまして、スポーツの出前教室などには、苦手な子ども向けのものなどは

あるのでしょうか。また、新メニューを増やす予定はありますか、ということでいた

だいております。これにつきまして、御回答として用意させていただいております。

児童・生徒の体力向上の取り組みは、学校、家庭、地域、区役所それぞれの立場・や

り方で取り組んでいくことが大切と考えております。区役所では、運動習慣のきっか

けづくりとしまして出前講座を実施しておりまして、これにつきまして学校の授業で

すとか、ＰＴＡのイベントなどに取り入れていただいて協働してやらしていただいて

るところでございます。それの参加層としましては、昨年度の調査結果となりますが、

全く運動していないところから余り運動していない層、大体これは週２回以下の子ど

もたちが、全体の６割程度を占めていただいているということで、過半数以上運動の

習慣がない子が来ていただいているというところです。メニューとしましては、児童

生徒が日々取り組んでいるものとして、走り方講座、それと、これから取り入れやす

いものとして人気のある、ダンス講座などを用意しております。御指摘がございまし

た、得意でない子を伸ばす、運動習慣をつける、という観点を意識してやっていると

ころでございます。実際の講座の例としましては、走り方講座では、初めは腕の振り

もできておらず、太ももが上がってない、すり足で早足のような形で走っていた児童

が、この講座でコツを教わることにより、フォームも美しく走れるようになっており

ました。一目瞭然変わっております。また、その中で参加した子どもたちに学びたい

スポーツのアンケートも取っておりまして、その中でマット運動を取り入れてほしい

というような意見が出ておりましたので、新メニューとして今検討しているところで

ございます。 

 続きまして、３番の項。睡眠について質問いただいております。睡眠に関するモニ
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タリング調査、研究、データ分析とは具体的にどのようなことを予定しているのか教

えてください。せっかく調査するのであれば、長期的に行う、子どもたちが大人にな

るまで追跡をする、結果を定期的に公表してほしい。例えば、よく寝た子は成績がよ

く進学率がよい、高所得になる、病気にならない、精神的に強いなどの結果がわかる

ようなものになりますか、ということで質問をいただいております。これにつきまし

て回答としましては、子どもの睡眠習慣にかかる課題抽出のため、市内の市立小学校

４年生から中学校２年生に対して大規模な調査を予定しております。調査結果を専門

家が科学的に分析・研究するということで予定をしております。その結果は、各学校

の生活習慣改善の取り組みに生かしていただくために各学校にフィードバックしまし

て、区民の皆様には講演会で情報をお伝えしようと思っております。調査期間として、

１年を単位としてＰＤＣＡサイクルを回しまして、その結果を次年度に反映するもの

としまして、当面３年計画としております。委員のほうからいろいろなヒントという

ものをいただいておりますので、これは来年度調査をするなり専門家とあるいは学校

のほうとお話しする中で検討しまして、ヒントとして使わせていただくようなことも

考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○新井市民協働課長 

 続きまして、市民協働課の新井です。４番、中学生防災リーダー結成のための助成

金について知りたい。回答、中学生防災リーダーは、現在三津屋中学校、三国中学校、

東三国。美津島中学校、すみません、失礼いたしました。三国中学校、東三国中学校

の３校で結成されています。それぞれの設立経過は異なりますが、地域とのつながり

を目的とした防災学習の一環と伺っています。学校の取り組みに区が助成金を拠出す

ることはできませんが、元気アップのメンバーから中学生防災リーダーへのヘルメッ

ト支給の発案をいただき、防災意識の高揚が期待できるものとして、淀川区地域防災

リーダー設置要綱を改正するなどして、中学生防災リーダーへのヘルメット支給の位

置づけを整理し、結成された各中学校と調整して、装備品として１２月下旬にヘルメ
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ットをお渡しすることといたしました。部会には１２月２２日にお渡しすることにな

っております。ヘルメットの見本は、今、石崎代理が持っているんですけど、これが

中学生の防災リーダーにお渡しするヘルメットとなっております。  

○石崎市民協働課相談調整課長代理 

 本来は防災リーダーの方に、白のヘルメットを着用していただいてるんですけども、

学校のほうから一目瞭然にわかるようなものを、ということで、この黄色のヘルメッ

トの御要望をいただいたので、これをそれぞれに配布させていただきます。ここに、

淀川区中学生地域防災リーダーということで、こういう文字を入れさせていただいて

おります。 

○新井市民協働課長 

 続きまして５番、地域の企業など事業者との連携不足。木川地域の太陽工業株式会

社（防災用具の製作工場）が他地域との連携を深めたいとのこと。ほかの地域はどう

ですか。回答、市の防災・減災条例においても、事業者の責務として防災訓練等に参

加するなど防災・減災の取り組みを行うよう務めなければならないとなっており、区

としても地域防災力の向上には、地域の皆様と企業の連携が重要と認識しています。

２７年度の地域の訓練では、新高地域の塩野香料様や田川地域の応用地質様、また、

２６年３月の三津屋地域の訓練には地域内の企業７社が参加され、それぞれの地域と

連携を深められています。いずれの地域も、地域の皆さんが企業を回り、訓練の趣旨、

災害時の住民と企業の連携の重要性を説明され、訓練参加に至ったと伺っております。  

 続きまして６番、地域の防災訓練において町会に参加していないマンション、ワン

ルームマンションとの防災に対する関わりはどのように考えていますか。回答、防

災・減災対策を推進するにあたっては、区が区民等及び事業者を災害から守るための

対策を推進するとともに、区民及び事業者の皆さんが、自己の責任により自らを災害

から守る必要があることを認識していただくため、町会未加入や加入を区別すること

なく、広く区民に対し防災・減災への取り組みや意識の啓発を実施しています。  
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地域の防災訓練は、地域で想定されている災害の特性に応じた訓練を実施いただいて

いることから、地域の皆様に幅広く参加を呼びかけていただき、地域防災力の向上に

努めていただくようお願いいたします。現在、防災講座を各企業さんとか事業者さん

とか地域の方から呼ばれて開催しておりまして、本年度で約３０回ほど出向いており

ます。 

 ７番、子ども見守り防犯カメラの設置補助３０台の場所は決まっているのですか。

２７年度、運営方針の重点的取り組み課題として駐車場防犯カメラの設置補助５０台、

センサーライトの促進とありましたが、現在までの設置状況はどうでしょうか。回答、

防犯体策については淀川警察署と連携し、多発事案の啓発や情報発信などの広報に協

働して取り組んでいます。２８年度の３０台は、補助ではなく区役所が公設置するた

め過去の事案発生状況などをもとに、警察署と調整していますが、具体的な設置位置

は今後の調整となります。また、２７年度の駐車場防犯カメラの補助は１１駐車場に

合計１９台の交付を決定いたしました。センサーライトは防犯協会の補助で、１２台

を配付したと伺っております。なお、区役所は取りつけなどの協力を行っております。  

 ８番、防犯カメラを一般の家庭にも広げてほしい。道路や信号機では数が限られて

いるので、家庭に拡大することで点から線になるので効果が高いと思います。回答、

区が設置する防犯カメラにつきましては、淀川警察署から提供される犯罪情報を勘案

して警察署と設置箇所を調整し、より効果的な配置となるよう連携して取り組んでい

ます。区の防犯カメラを一般家庭に設置することにつきましては、公共施設などで個

人情報保護やプライバシー保護の観点から画像データやカメラの維持管理などの日常

管理において多くの課題があります。また、緊急の犯罪捜査時には、警察が画像を取

得するため、２４時間家庭に立ち入る必要があるなど、取り扱いについては警察とも

慎重な協議が必要と考えております。 

 ９番、子どもの安全見守り等防犯カメラの設置については、各小学校下で犯罪の発

生実態、発生周辺箇所の特性等を把握の上、犯罪リスクの高い箇所に引き続き重点し
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て設置していただきたいと思います。防犯対策については、淀川警察署と連携し、多

発事案の啓発や情報発信などの広報に協働して取り組んでいます。区が設置する防犯

カメラにつきましては、淀川警察署から提供される犯罪情報に則して、必要な区域に

設置しており、過去の事案の発生状況などを勘案し、警察署と設置箇所を調整し、よ

り一層効果的な配置となるよう取り組んでまいります。 

 １０番、地域における福祉活動や、地域行事に積極的に参加してくれる若者が少な

くなってきている。このような地域の活動を今後進めていく上で、後継者の育成が急

がれるため、努力はしているものの、なかなか実を結んでいないのが実情である。ほ

かの地域において成功事例があれば今後の参考にしたいと思います。回答、新たな担

い手の拡大については、地域でも問題意識が非常に高く、さまざまな取り組みが行わ

れています。地域活動協議会に広報部会やパワーアップ部会といった新たな部会を設

け、若い世代の方が活動しやすくする。子どもや若い世代向けの新たなイベントを開

催し、実行委員もＰＴＡや子ども会等に任せる。仕事を持つ若い世代が地域活動に取

り組みやすいように地域会議等は夜間や休日に行ったり、当日の従事割り振りも負担

がない範囲での参加を呼びかける。若い世代の方々が地域で動きやすい活動をするこ

とで、既存の活動部隊の方々と繋がれば、福祉活動もスムーズに進むと考えます。今

後も新たな担い手確保の成功事例について、情報収集と他地域への展開に取り組んで

まいります。 

 １１番、現在ＣＢの取り組みとしてコミュニティ回収が始動しているが、大きな公

園の除草作業でも無償ではなかなか人が集まらない状況にある。さらなる対象事業と

して、公園の清掃・除草や放置自転車の整理・管理など、公共が実施している事業を

地域にＣＢとして回せないか。また、対象となり得る事業を抽出・検討していただき

たいと思います。回答、市内数区においては、公園清掃や放置自転車啓発活動、区広

報誌への配布、有償ボランティア活動等を区役所と地域が委託契約により実施してい

る事例があります。事例研究や現地視察を行って淀川区で導入可能かどうか検討を進
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めてまいりました。区役所として、ＣＢ・ＳＢについては地域の自立的運営における

自主財源確保のツールとして非常に重要であると認識していますが、地域における持

続的な実施体制の確立が不可欠であり、地域特性に応じた取り組みが必要です。淀川

区では、今年度から区独自で事業展開しているコミュニティ回収の実施により、地域

における自主財源確保の重要性が認識されつつあります。今回御提案いただいた事業

や他の事業についても、地域の方々と区役所地域担当者並びにまちづくりセンターと

ともに、持続性から実現可能かなどの検討を続けてまいります。 

 追加で補足説明しますと、ＣＢとＳＢというところなんですけどＣＢというのがコ

ミュニティビジネスを指しておりまして、ＳＢというのがソーシャルビジネスを指し

ております。他地域で放置自転車の啓発活動をやっている地域があるんですけれど、

それは地域と契約しているのではなく、事業者さんと委託契約をしておりまして、事

業者さんが地域の方を雇用しているというふうな形態でございました。 

○西政策企画課課長 

 続きまして、区政会議委員の意見への対応方針の説明に入ります前に、ただいまの

ところで訂正があります。先ほどの資料５の４番のところ。中学生防災リーダーの説

明の回答のところですが、三津屋中学校とありますが美津島中学校の誤りでございま

す。おわびして訂正させていただきます。お手元の資料の訂正していただきますよう

お願いいたします。 

○藤野委員 

 字も違います。美しい島ですので、全く違うもので、ちょっと。 

○西政策企画課課長 

 申しわけございません。 

 それでは、改めまして資料６をごらんいただきますでしょうか。区政会議委員の意

見への対応方針について説明いただきます。平成２７年度ではこれまで区政会議を２

回また、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
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ぞれ１回。また、平成２６年度には、区政会議を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、委員の皆様方から頂戴した主な意見とその対応について取りまとめたものが

ごらんいただいております、縦長の資料６でございます。平成２７年度いただきまし

た意見の対応方針を示したものが１枚目。２枚目以降が、平成２６年にいただいた意

見について記載しているわけでございます。この平成２７年度の意見につきましては、

２７年度のみで対応するものは①、２８年度に対応予定のものが②、２８年度中では

対応できないけども今後引き続き検討するものを③、対応困難または対応不可のもの

が④、その他のものを⑤というふうに分類しております。また平成２６年度につきま

しては、２７年度対応済みのものを①、２７年度対応予定のものは②、２７年度では

対応できないが、今後引き続き検討するものは③、対応困難または対応不可のものは

④、その他のものを⑤というふうに分類しております。 

 ただ、①あるいは④⑤にあてはまるものは随時この表から掲載を省略することとい

たしております。この表の右端の番号のほうが飛び飛びになっておりますが、その関

係がございますのでご了承いただきますようお願いいたします。なお、時間の関係で

それぞれの対応方針についての細かい説明のほうは割愛させていただきますのでまた、

御熟読いただきますようお願いいたします。以上、事務局からの説明これで終わらせ

ていただきます。 

○嘉悦議長 

 はい。ありがとうございました。ただいま、事務局のほうから運営方針、関連予算

そして事前にいただいた御意見に対していろいろ説明があったわけですけども、これ

から議員の皆様方にいろんな御意見を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。

今、事務局からいただいた事前の御意見、質問ですか。これについては今田委員と板

谷委員と田中委員と森田委員、それから丸山委員、長尾委員、藤野委員からいただい

たと聞いております。それぞれの委員さんのほうからですね、ただいまの説明に対し
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てちょっとまだ補足なり、追加質問等がございましたらこの機会につけ加えていただ

いたら結構かと思いますけどいかがでしょうか。ただいまの議員さん、特に追加質問

ございませんか。 

○板谷委員 

 すいません、１１番の質問ですけども、追加でお尋ねしたいんですけど、回答で、

放置自転車等あるいは公園清掃での事業者と直接する地域と契約関係、委託関係でや

っているところがあるという話しでした。それは例えば、大阪市公園局とあるいは公

園局の何とか事務所と地域、それから放置自転車だったらどこにあるのかな、わから

ないけども具体的にはどういうところとどういうところがあるのですか。  

○新井市民協働課長 

 公園清掃に関しては存じ上げておりません。放置自転車に関しましては、西淀川区

ですね、塚本駅の自転車の整備に関しまして、西淀川区役所が事業者に委託をして、

事業者が地域の方を雇用して整備をしているという事例がございます。 

○板谷委員 

 事業者というのは、西淀川区っていうことですか。 

○新井市民協働課長 

 西淀川区役所が公募で手を挙げた事業者さんと委託契約しているということがござ

います。 

○板谷委員 

 事業者というのは、地域の方ということですか。 

○新井市民協働課長 

 民間の事業者さん。民間の会社。 

○板谷委員 

 そういうことですか。地域じゃなくて。 

○新井市民協働課長 
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 地域ではありません。 

○板谷委員 

 それから今、公園清掃について存じ上げませんっていう話だったんですが、公園も

やってるんではないんですか。この事例では。 

○新井市民協働課長 

 公園愛護会さんとかが、ボランティアとしてやっているケースは存じ上げてますが。  

○板谷委員 

 愛護会のことを言ってるわけですか、この内容は。 

○新井市民協働課長 

 いや、有償でということはちょっと存じ上げないんです。 

○板谷委員 

 公園愛護会があるんですけどね、それとは別のやり方でやっているのかなという。

ちょっとしつこく聞いてるんですけど。 

○新井市民協働課長 

 公園事務所さんが、公園清掃を業者委託をしているというのは聞いております。  

○小澤委員 

 野中の南公園に関わっているので、公園、地域で、愛護会でやっているのは全く無

償で、一応費用弁償という形で、公園の規模に応じて６万５，０００円から８万５，

０００円くらい地域におりてるということは、あくまでも人件費じゃないんで。ただ、

それ以外に業者委託あります。野中南公園の場合であれば、トイレを定期的に清掃す

る業者を契約して、その業者が、軽トラックに荷物を積んで、定期的にトイレを清掃

していると。それは業者と契約してるという形で、地域は全くその辺は把握してませ

んけど、時々来てますんで、見てますんで、そういう形の契約を公園がしてるんやな、

という認識は持っております。 

○板谷委員 
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 わかりました。そういう内容ですね。 

○嘉悦議長 

 それでは、事前の御意見も含めて、それ以外で予算なり運営方針について関連の御

質問がれば御遠慮なくお願いしたいと思います。 

○長尾委員 

 中学生の防災リーダーの話ですけども、地域でも中学生の防災リーダー考えている

ですけども、他の地域でも考えてると思うんですけども、そういう立ち上げるための、

どういうふうに持っていったらいいか、立ち上げるためのノウハウ。中学生を防災リ

ーダーに引き込む。そういうノウハウを美津島、三国中学、やられてるんですけど、

実際にどういう方法で中学生の防災リーダーを集められたか、お聞かせいただきたい

んですけども。 

○藤野委員 

 私も立ち上げのとき参加してなかったものですから、最初の立ち上げはよく存じ上

げてないんですよ。だから途中から、加島さんと三津屋と、両地域での、美津島中学

ですので、両方の地域が、加島連合と、三津屋連合と、そして学校の校長先生とです

ね、そのときに立ち上げは申しわけないですけども、私も参加してなかったんでわか

らないんですが。その後、何か連合として手助けできることないかということで、子

どもたちがそういう、地域で、防災訓練もやってますんで、そういう防災訓練に参加

してる中で、おそらく子どもたちも、やっぱり何かやりたいという意思が働いたと思

うんです。それで、中学校として何かできないかということで、加島地域と三津屋地

域両方で先生のお話があってですね、こういう子どもたちの、２０人ぐらいおったと

思うんですけどね、結成したいということで。そしたら地域として何か手助けできる

ことないかということで、まず、ユニフォーム、帽子がやっぱり欲しいと。自分たち

が、ほかの子にはできないことをやっているということで、それなりに欲しいという

ことで。そしたら、加島連合さんと三津屋連合さんで子どもたちにユニフォームと帽
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子を、その費用を持たしてもらおう、ということから発足したのを覚えています。そ

の後、防災訓練ですね、私のほうは豊中さんと共同でやったときも、消防、消火訓練

ですね。そのユニフォームを着て、帽子をかぶってですね、参加してくれた。その後

も次の代に引き継いでいってくれてるんですよ。だから、それは校長先生の努力もす

ごかったと思ってるんですね。その中で、子どもたちが地域のそういう、防火、防災

の安全・安心なまちづくりの意識を持ってくれたということは、非常にうれしいとい

うことでね。応援できることをさせてもらう、ということで。今できることは、新し

く子どもたちが変わっても、ユニフォーム、帽子の負担はさせてもらおう、というこ

とで。ヘルメットの話は今聞いたんですけど、今進んでる状態ですね。最初の立ち上

げのときは、あんまり詳しくはないんですが、たしかそういう地域の防災訓練に出た

ときに、自分たちも何かできないか、という声が出たと思います。それがもともとの

発端じゃないかなというふうに。申しわけない、定かじゃないんですけど。 

○長尾委員 

 中学生のほうからそういう声が出たということですか。 

○藤野委員 

 ええ、そういうことなんです。やっぱり次の世代に、我々も引き継いでいきたい。

我々は年いくけど、若い子はそういう意識を持ってくれればですね、いざそういう災

害が起こったときに動いてくれる。動いてもらいたいという意味もあって。子どもた

ちがそういう意識を持ってくれて、我々大人と一緒にですね、そういう行動をしてく

れてるというのが、今の現状ですね。 

○長尾委員 

 ありがとうございます。 

○藤野委員 

 済みません、ちょっと申しわけなかったです。 

○嘉悦議長 
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 はい、ありがとうございました。何かありますか。 

○石崎市民協働課相談調整課長代理 

 市民協働で防災担当してます、石崎と申します。大体説明していただいたとおりな

んですけども。先ほど回答の中でも申し上げました、地域とつなぐ防災学習というこ

とで、美津島中学校さんでは、このように取り組まれたというふうに聞いております。

参考に申し上げますと、現在防災リーダーの人数が２１名。その内訳なんですが、２

６年度の防災リーダーの、男女別で言いますと約５０％ぐらいであったのが、２７年

度はこの取り組みによってかどうかはわかりませんが、男子が８名で、女子が１３名

ということで、なぜか女子のほうが上回ったような組織になっているというところで

す。ほかの中学校で参考のために申し上げますと、お聞きしてる三国中学校ではです

ね。その前に、三津屋中学校では今費用の話がちらっと出ましたけど、２６年の秋、

１１月の下旬に釜石の中学校を訪問されているようです。この費用は、学校の公共費

用、予算があるので、それを割いて、そちらのほうに行かれたというふうに、学校の

ほうからお聞きしてます。それ以外にも、例えばこの防災リーダーを結成した目的と

して、例えば三国中学校さんのほうでは、中学生に防災を考えていただくことによっ

て、子どもが家に帰ったときに親御さんにその防災の聞いた話を説明する。それによ

って家庭での防災意識が向上するんじゃないかということで、そういうことも考えな

がら、この防災リーダーの結成を図ってきたというようなことでお教え願った中学校

もございました。いずれにしても学校としては、防災を通じて生徒と地域を何とかし

てつなげていきたいというふうなことで、こういう取り組みを行っておられるという

ことでございます。以上、簡単ですけど聞いたお話です。 

○嘉悦議長 

 はい、森田さんどうぞ。 

○森田委員 

 三国ですけども、中学生の防災リーダーの関係ですけども、一応うちはですね、学
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校が大変力を入れてくれまして、学校のほうで、誰かする者おらんか、ということで

募集して決まりました。その中で、大阪市で募集したんですかね、ドイツのハンブル

ク。ものすごい防災の関係が進んでるということで、見学に行った子がいるんです。

その子が中心になって、今年夏休みですね、三国の中の、地域の中の防災マップをつ

くったり、和歌山のほうにも防災の見学に行って、ものすごい力を入れてくれまして。

あと、それだけやってくれてるんやったら、ということで、一度三国地域として三国

中学生と一緒に、今年の９月の５日でしたかな、初めの週の土曜日、土曜授業として

一緒にやったという経緯があります。以上です。 

○嘉悦議長 

 はい、辻川さん。 

○辻川委員 

 失礼します。それに関連してのことなんですけども、三国中学校さん、東三国中学

校さん、そして十三中学校さん、３校の子どもたち６人がドイツのほうへ行きました。

その２人がとても優秀に学習してくれまして、その中で交流のことを通して、自分た

ちが中学校で何をせなあかんのか、っていうことの意識付けの中で、生徒の皆さんに

発表したり、また次のステップでつなげていってくれた、ということがひとつの大き

な進展ですね。十三中学校におきましても、今１年生の防災スクールをしながら、一

人一人が防災リーダーやねんで、っていうことを伝えています。もちろんコアになる

ことはとても大事なことなんですが、意識を一人一人持ちながら、家庭と生徒を１つ

にしながら、家庭とそして地域とつながりながら、っていう発表もあったかと思いま

すけれど、まさにそのとおりで、やはり子どもから発信する防災力というのはとても

大きいですので、習ったことを家庭に戻していく。そのことが、さらに地域に戻って

いってくれたらな、という願いがありますけど、地域の防災訓練に参加する子どもた

ち、なかなかまだ生まれておりません。十三中学校のほうではね。ただ思いの中には、

参加しようという子もいてますので、それを、前回も申し上げたと思いますけども、
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地域がどれだけ子どもたちを受け入れて、そして一緒に何かをしようという意識にな

る。子どもの目線に戻っていく。そして、それを防災訓練の中で実現させていく、っ

ていうことはとても大事かな、というふうに思っています。以上です。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございます。ほかにはどうでしょうか。今ちょっと防災の、ちら

ちらと、どちらでも結構ですが。 

○田中委員 

 失礼します。宮原中学校なんですけど、まだやってないんですけど、参考になるか

わかりませんが、私、校長先生にその件でお願いにあがりましたところ、校長先生が、

まず自分自身がしっかりと防災に関して身につけたいと。その上で、生徒さんたちに

リーダーをつくるように向けていきたい、とおっしゃってるんです。だから校長先生

自身は、すごく大事なことだから、地域と一緒になってすることは、ってすごく前向

きに考えていただいておりまして。後日辻川さんとお話していただいて、これから宮

原中学校は進めていく予定をしております。まだなんですけど、そういう、まず校長

先生の依頼されて、校長先生がその気になっていただいて、そこから防災に関する、

今だったらうちのほうは辻川さんにお願いして校長先生と会っていただいて、いろい

ろ詳しく話していただくことによって、校長先生が行動に移されるということになり

ます。失礼します。 

○嘉悦議長 

 はい、今、それぞれの地域でやっておられる活動状況みたいな意見が多いような気

がするんですけども、行政に対する意見というのも聞かせていただいたらと思います

けど。はい、どうぞ。 

○山本委員 

 西中島ですけれども、今、津波避難ビルがたくさんできて、区役所と連携されてる

ようですけれども、まだ西中島で全部出てないんですね、看板がかかってないとこも。
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こないだ町会長と全部調べられたんですけど、そういうところもあるそうですし、そ

れと企業ではオートロックになってますので、もしいざいうときにはどうなるのかっ

ていう、すごい不安の声が多いです。マンションでも、このごろのマンションはみん

なオートロックになってますので、入りにくい。いざいうときには入れないというこ

となんで、私のとこは新大阪に近いので、津波の場合は新大阪に逃げたらいいんじゃ

ないかな、という話はしているんですけども、町会長会議でそういう話が１番に出る

んです。ちょっとお聞きしたいなと思いまして。 

○石崎市民協働課相談調整課長代理 

 済みません。今、津波避難ビルのシンボルマークのお話ですよね。あのシンボルマ

ークについてはですね、今おっしゃるようにほかにもそういう御意見をお聞きしてま

して、なかなかマンションであるとかですね、企業さんの津波避難ビルには、御協力

いただけるんですけども、シールを張るのはちょっと、というようなのが結構ござい

ます。それ以外にも、例えばオートロックで使用の時間的な制限はあるんやけど、ど

うでしょうか、とかですね。そういうような御意見をいただきながら一方で、協力は

しますよ、ということなので、非常に申しわけないんですけども、我々としてはそう

いうふうな制限はあるとはいうものの、緊急時、これは２４時間どこで発生するかわ

かりませんから、その時間帯で対応いただけるのであればぜひお願いしたいというふ

うなことで、登録のほうに御協力をいただいているところがございます。  

 シンボルマークの件なんですが、これにつきましては、実は昨日別の会議があって、

その中で地域のほうからそういう御意見をいただいたんですが、企業さんによっては、

協力はしたい。要するに、ビルは別の方が持っておられて、その中の１部をお借りし

てる企業さんが協力をいただいた。その逆もあるんですけども、そのときにシールを

張るその壁がどちらの権限なのかというようなところもございまして、今のところで

きるだけ張っていただくようにはお願いはしているんですけども、現実的にはそうい

うルールで、なかなか足並みがそろわないというところがございます。そのあたりい
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ろいろですね、建物によっていろいろなケースもございますので、もう少し検討して、

研究のうえで整理をしていきたいというふうに考えております。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございます。どうぞ。 

○小澤委員 

 この話、これだけで終わりそうなんでちょっと角度を変えて。淀川区の重点事業と

していくつかあったんですけど、その中の予算ですね。一つ防犯カメラ３０台設置す

るということで、結構なことだと思うんですけど、その予算が２６５万。僕桁間違え

とった。済みません、２，６００と思ったんやけどごめんなさいね。そしたら３０台

設置するのに、２６５万でできるんですか逆に。 

○新井市民協働課長 

 今現在も、淀川区の３区合同の防犯カメラ設置しておりまして、そちらからリース

経費を割り出して予算計上しております。ですので、３０台でおおよそこれぐらいの

金額になります。 

○小澤委員 

 野中地域でつけたのは、約税抜きで２０万やったんでね、１台が。だから２１万６，

０００円なんで、それで３０台ということは６００万になるんかな。 

○新井市民協働課長 

 それは買い取りではないですか。 

○小澤委員 

 買い取りです。 

○新井市民協働課長 

 リースなので、それは６カ月分割ということで。 

○小澤委員 

 前に払って。はい、わかりました。 
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 それとですね、もう１つ、コミュニティ回収の予算が４５８万５，０００円。これ

今４地域で来年度５地域ということで合計９地域なんですけど、９地域というのもど

んなんかなと思うんですけど。よしんば９地域でコミュニティ回収をすると、ざっと

私が試算したら、１，０００万ぐらい予算いるんですけど、これは環境局もお金出す

んですか。その上積みがこういうことになるんですか。 

○佐多政策企画課長代理 

 政策企画課長代理の佐多です。淀川区のコミュニティ回収に対する支援金について

は、取り組みの初年度を対象にしてまして、２年目からは環境局の制度を使っていた

だくということになります。環境局の制度でコミュニティ回収に取り組むと、支援金

が集団回収より２０％増しになります。その支援金が今現在は７０万円が上限なんで

すけれども、来年度に向けてはこの上限を見直すということで局も考えておりますの

で、初年度は淀川区の事業を使っていただいて、２年目以降は環境局の制度に移行し

てもらうという流れでございます。 

○小澤委員 

 そうすると２７年度、２８年度は若干変化するという解釈でいいんですか。  

○佐多政策企画課長代理 

 そうですね、今予定しておりますのが、２７年度は淀川区の場合収集量が４５トン

を超えますと、支援金の単価を１キロあたり１０円で計算しておりましたが、２８年

度についてはこれを８円ということにしております。やはり最初に取り組んだ地域に

ついては、それなりのインセンティブが必要ということで、来年度以降に取り組む地

域では若干その辺は差を設けるために単価を下げておりますけども、それでも環境局

の制度よりはちょっと区の制度がお得になっているという形になっております。 

○小澤委員 

 最後に１点なんですけども、こども園の移行っていうことにはあんまり触れてない

ですけど、こども園の移行っていうのは区役所は全く関知してないんですか。それと
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も、大阪市のどこかの局がかかわるんか、その辺ちょっと御説明お願いしたいんです

けども。 

○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。認定こども園につきましては、や

はりこども青少年局が中心となって進めておりますので、区で何か予算立てをして進

めていくということにはなかなかなっていないのが現状です。 

○嘉悦議長 

 それでは、まだ御意見がいろいろとあろうかと思うんですけども、時間の兼ね合い

もありますのでできれば先に進めたいと思いますけど、どうしても言っておきたいと

いうあれありましたらどうぞ。 

○牧委員 

 木川南の牧と申します。私のほうの取り組みについて、若干報告させていただくと

同時に、先ほど予算についての話があまりないというか、そういうふうなことの話が

あったかと思うんです。実は防災について、さきほどから相当出てるんですけれども、

私のほうの木川南では現在、いつ起こるかわからん東南海地震なり、そういったもの

に控えて防災の機材とか、そういったものをしっかり確保していこうというところか

ら、もう１つコミュニティ回収事業との絡みがあるんですけれども、８月１日から私

たちのほうではコミュニティ回収事業を取り組んでおります。実績として８月には４

万円あまり、９月には３万円半ば、１０月には４万円超えというくらいのペースで、

やる回収業者が地域活動協議会のほうに資金が配布されておりますが、いただいてお

ります。それを地域のほうで考えてるんですが、大体集まった資金の半額ぐらいを防

災関係の、先ほど申し上げたように機材なり、それを保管する設備いうんですか、具

体に考えておりますのがＪＲの貨物列車の上に積んでるコンテナの古いのなんかを、

できたら確保して、そこに収納できたらな、というようなことまでも考えているわけ

なんですが、中古でもざっと見ましたら２５万、３０万するような状況なんですね。
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ゆくゆくは、災害が起こったときに救助ができるようにジャッキを買うとか、そのほ

かのいろいろな機材を調達していこうという中で、区のほうで多少そういうような取

り組みをするとこに対しての補助。先ほど申し上げました、コミュニティ回収事業の

得た資金ではとても足らないというふうに思っております。そういうことが区のほう

から、いくらかでも、そういうことを取り組むんだったら援助しましょう、というよ

うな、また、その前の段階として支援の予算要望なりに考えていきましょう、という

ようなことでお願いできるんかどうか、その辺ちょっとお聞かせいただけたらという

ように思います。 

○中園総務課長 

 防災に関する機器を購入する際の補助というような意味でよろしゅうございましょ

うかね。防災につきましては、まず第一義的なところで申しますと、地域活動協議会

というところに対しまして、防災に関するものも活動の中に含まれての補助を入れさ

せていただいているというところが１点ございます。それと、あとコミュニティ回収

を取り組まれておるというところでございますけれども、現在は業者の方のみの収入

だと思うんですけれども、こちらコミュニティ回収であれば、来年にはなるんですけ

れども環境局のほうから、そういう援助金等も振り込まれるのではないかなと考えて

おるところでございます。申しわけございませんけれども、現時点で私どものほうで

は、防災時の皆さんに対する備蓄、食物であるだとか、毛布であるだとか、それとか

衣服とか、本当に緊急のときにですね、皆さんが集まった場所で一時をしのぐという

ところを重点にさせていただいております。申しわけございませんが、現時点で機材

に対して補助ということ、また皆様からのお声が大きければこの辺のことはまた考え

させていただくことになると思いますけれども、現時点では申しわけございませんが

というところが実情でございます。 

○新井市民協働課長 

 今年度の活用事例なんですけど、平成２７年度で新北野の地域のほうが防災活動に
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関しまして、新たな担い手を獲得するための自立的補助費というのを活用しまして、

防災訓練、それは今までの地活協の補助金で行っていた部分ではないので、新たにこ

のマッチングファンド、２０万円なんですけれども、これを使って防災訓練を兼ね、

それから防災備品をアルミマットシートとか、自分たちの地域で独自に活用した事例

はございます。 

○嘉悦議長 

 それでは、一応時間の関係もありますので、この議題についてはこれで打ち切りに

しまして、次に進めたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 続きまして、もと淀川区役所跡地の活用について区長の方からお願いします。 

○榊淀川区長 

 前方のスクリーンのほうを御注目ください。淀川区の区役所跡地につきましては、

皆様いろんな形で御存じの部分もあるかと思いますけども、その跡地の行方といいま

すか、こういったところがまだ決定はしておりません。現時点での状況ですね、御報

告させていただいて、区政会議の委員の皆様から御意見を頂戴したいと、このような

形でございます。 

 まずざっと概要を振り返ってまいりますと、区役所跡地ですが４，８７０平米ほど

ございます。写真のとおりでございます。経緯は、平成２１年に前区役所、この区役

所の建てかえに際して移転をしたところでございますけれども、ここがポイントなん

ですが、そのときの財政局が繰り返ししつこく、僕ら、言われるんですけども、この

売却益は、もともと今の区役所の建設に充当されていると、これをですね繰り返し言

われております。これがポイントでした。後から出てくるんですけども、ここがネッ

クになっているところでございます。ですので財政局としては、そこで売れた金額は

ちゃんと市役所に入れろ、と、こういうふうに言われておりましてですね、ここをク

リアするのにいろんな形の検討をして、今後提案していくというふうなところでござ

います。 
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 一方、平成２１年の移転した段階で、区政の協力団体の皆様から跡地に、文化施設

やいろんな保育施設などの整備を求める要望書が出ております。また、今の橋下市長

になってから区長の権限が拡大をいたしまして、この淀川区役所の件は市民局が所管

するという形になっておりますが、どの局であったとしても、その後未利用地の処分

にあたっては、区長のまちづくりの観点から意見を踏まえる、というふうな仕組みに

なりました。これが変わったところでございます。そういったことがございまして、

就任してから２５年度に跡地の活用について、区民の意見の集約ということで、募集

をさせていただきました。そういったところ、図書館の移転充実を求める区民の意見

が多数であったというところでございます。今言ったとおりですね、跡地の価値向上

ということなんですけども、要はですね、売った値段が、売ったお金を根こそぎ入れ

ろと言われているわけでございますので、それをおしてですね、ここに図書館を建設

してほしいという形になりますと、いろんな方法があると思うんですが。例えば、さ

っきの敷地を分割してここを図書館建てさせてくださいとか、あるいはそこに建てさ

せてくださいということに仮になったときには、どこからお金生み出すんやと、こう

いうふうに言われているわけでございます。そうしたところで、いろんな検討しろと

言われているわけなんですけども、跡地の処分にあたってですね、できるだけ売却の

値段が高くなるように知恵を出せと、このような宿題を出されたわけでございます。

それに伴って、例えば、今冒頭の図面にもありましたけども、不整形な形をしており

ますので、それ土地を整形化したら高く売れるんじゃないかとか、そういったような

宿題を出されたり、いろんな事業手法ですね、例えば民間の知恵を入れるなどさまざ

まな方法を検討するように、というふうな指示を受けました。そこでですね、区民の

意見を踏まえて跡地に図書館等の施設を整備することを検討してよい、というふうに

言われております。しかしながら、市街地の再活性ですとか、いろんな事業の採算性、

こういったところを考慮して、整備するにしろ、検討せよ、ということでこのような

ことになったわけです。 
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 そもそもですね、じゃあなぜ跡地に図書館を建設するのかと。区民の意見を踏まえ

たわけでございますけれども、淀川区役所なりに整理をしました。淀川区を取り巻く

現状としては、大阪市全体もそうなんですけども、未就学児童を抱える家庭、こうい

ったところがどんどん、どんどん大阪市外へ出ていくというような傾向がございます。

今、人口減少社会でですね、大阪市にいかにそういった子育て世代の方々、いろんな

税を払ってくれる方々ですね、そういった方をとどめておくか、ということを考えた

ときには、淀川区は大阪市で１番赤ちゃんが生まれるところであるんですけども、そ

の方々がそのまま出て行かずに淀川区にとどまって、家を買ったりですね、住み続け

ていただく、こういう環境をつくっていくことが淀川区として取り組んでいくこと、

このようにさかのぼったわけでございます。 

 淀川区役所跡地については、図書館の現状を振り返りますと、残念なことにですね、

人口１７万５，０００人という、これ都市と言ってもいいと思うんですけども、都市

について言えば残念な規模の図書館でございます。例えば、人口当たりの換算でいき

ましたら、延べ床面積最小、貸し出し件数が最小、市内でこういったことが多い図書

館と比べましたら、３分の１以下になっております。あるいは、子どもの利用率が低

い。市内で７番目に古い。このような状況がございます。 

 そこで、先ほど言ったような課題認識からしてですね、お子さん方があるいはお子

さんを持つ家庭が淀川区に残って、どんどん、どんどん活躍していただけるようなそ

ういったまちをつくるためには、こういう淀川区を、新しい図書館を中心としたまち

づくりをやっていこう。このような構想というか妄想というか、そういったものを区

役所としては打ち出したわけでございます。 

 そのエッセンスは１番目、新しい図書館をですね、市民が企画し参画するような、

市民参加型の図書館にする。それから、これ私設の図書館なんですが、私設の図書館

とネットワークなどをつないでですね、いつでもどこでも本が貸し出しできるような、

このようなまち。それからその図書館が、子どもから大人まで図書に親しむ、まち全
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体で親しむような、そのようなまちづくりをしたらどうか、というようなコンセプト

をつくりまして、このもと区役所跡地について、地域図書館を整備するというふうな

こと。これもですね、副市長から１８地域全部に了解とってこいと言われましてです

ね、これ去年度順次まわらせていただいて、この説明をして御賛同をいただいたと、

このようなところでございます。 

 図書館を核としたまちづくりってなにかといいますと、市民自らが図書館の運営に

まで参画し、まちの至るところで図書の貸し出しをするなど、子どもから大人までみ

んなが図書に親しむまち、このようなところで理論を整理いたしました。  

 じゃあどんなところかといいますと、今１８地域団体があるわけですが、そういっ

たような、土地に住んでいるという形だけではなくて、例えば図書という、目的型の

市民協働というふうな整理をいたしました。また、本と図書館を媒介して区内に新た

な教育コミュニティを創造する。まち中のちょっとしたスペースに本があふれている

ような本に親しめる環境。図書館を通じて多様な情報や、人の交流が起こって、コミ

ュニティと一緒に活性化され、図書館を通じて文化が香るまちですかね。そのような

形で淀川区の魅力を高めるというようなことを目ざしたわけでございます。 

 具体的な３本柱を考えました。先ほど言いましたように、新図書館はシームレスな

機能空間、これ後でまた説明しますけども。図書館の中にですね、まちをつくってし

まう。このようなことを考えております。それから、先ほど言いましたように、まち

中図書館。具体的には私設図書館と地域の学校図書館、これもネットワーク化しよう

ということでございます。それから加えて、先ほど言いましたように学校図書館。こ

れ日々、平日は、学校図書館が地域の核でございますので、学校図書館を活性化する、

このような３本柱を考えております。 

 新図書館のコンセプトとして、図書館の中にまちをつくるというのがあったんです

けど、どんなものなのか。この３本柱を考えました。今までの図書館と違う、全く新

しい図書館でございます。 
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 １つはですね、図書館の運営、今大阪市が委託をして、委託業者さんが図書館の運

営をしているというふうな形でございますけども、その構想段階、どんな図書館が欲

しいのか、というところから、市民が参画し、運営はですね、市民ボランティアが参

画する。このような形で、本当に淀川区に必要な図書館はなんなのかという、ユーザ

ーに寄り添う図書館というものを考えております。 

 次２番目です。図書館といえば静かな場所というところがございますが、小さいお

子さんを持っている方はですね、さんざん言われるんですけども、とにかく小さいお

子さん、本に親しむのがいいと言うけれども、図書館が静かすぎて行きづらいという

ふうなことがございます。今はやっているのはですね、ワイガヤ系図書館です。つま

り、本を読むというのは１人でもできる作業であります。しかしながら、新しい図書

館の機能はどんなものか考えたときに、市民がどんどん、どんどんこの図書館の中に

来てですね、ワイワイガヤガヤ、いわゆるお話をし、コミュニケーションをとってい

く。あるいは、赤ちゃんが来て、多少泣いても気にならない。このような形の市民が

集うような図書館。要するにまちのような図書館ですね。こういったようなのやった

らどうか。あるいは、先ほどボランティアが参画すると言いましたけれども、運営ス

タッフと利用者が交流できるような、お互いの顔の見える図書館。こういったものを

考えております。 

 また、にぎわいの創造ということで、先ほど市のほうが委託するという話がありま

したけれども、もっと民間の活力を入れた形で市民サービスを充実させていきたい。

例えば今、平日とか休日においてもですね、５時とか６時とかそういったころに閉ま

りますけども、この淀川区役所の跡地の立地で言えば、ほかの地域の人たちを呼び寄

せるような形で考えたら、ビジネスマンとか学生さんとか。月曜休館ですよね。月曜

を休みにする必要あるのか。あるいは、営業時間６時とか７時で閉まる必要あるのか。

じゃなくてですね、９時ぐらいまで開く、このような図書館がどんどん、どんどんで

きております。 
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 それから、カフェですね。ただ本を読むだけじゃなくて、ブックアンドカフェとい

うのが今はやっておりますけども、このような形で落ちついてカフェでコーヒーを飲

みながら本を読んでいただく。あるいは、いろんな人と出会っていろんなディスカッ

ションをする。そのような図書館をつくってはどうかというところですね。  

 これは１つの例なんですけども、時間帯によって来る人が変わってもいいよね、と

いう。朝はママですね。赤ちゃんを連れたお母さんとか、例えばお年寄りかもしれな

い。昼は時間ができた主婦の方。夜は学生さんや、仕事を終えたビジネスパーソン。

休日は子どもさんやカップルが集うような、そのようなとこですね。ユーザーを限定

するんじゃなくて、時間帯によって来る人たちが異なるような、そのような皆さんに

とっての憩いの場をつくってあげたい。このような考え方でございます。  

 そのような図書館を、他の都市の図書館で見つけましたらこのような事例がござい

ます。これは有名な、佐賀県の武雄市の図書館ですね。もともと武雄図書館に、スタ

ーバックスとツタヤが入ってですね、本の販売もするような図書館になっております。

民間の会社に指定管理ということで委託をしているというようなところでございます。

これは最新ですね、同じスターバックスとツタヤが入ってるんですけども、海老名市

の図書館ということで、最新の新しい図書館なんですが、このようなところでもう建

設されているところもございます。これも海老名ですね。それから、これは奈良県立

情報図書館です。先ほどワイガヤ系とありましたけど、図書館の横で何をやっている

かと言いますと、ビブリオバトルと言いましてですね、書評について、ある本を紹介

する、ＡさんＢさんが観衆からどっちが共感を得たかみたいなところでですね、戦う

ビブリオバトルというのがすごくはやっております。例えばこのようなことをやって

いきましたら、訪れた方が、これは何をやっとるんや、ということで、聞いてみたら

おもしろいやないか、ということで後ろに座っていく。このような形で、別に意図し

たわけではないんだけれども、そこに来たらおもしろいことに出会える、このような

出会える系図書館ですね。こういうものをやったらどうかというところであります。
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クリスマスのコンサートをしたりですね、図書館と言えば静かなところということで。

もちろん静かな場所も中で設けたいと思っているんですけども、ワイワイガヤガヤ、

こういったことでこういうふうな文化を楽しめる図書館。こういったものも図書館の

新しい機能ではないのかなと思っております。これ、子どもさんがたくさんワイワイ

しておりますね。これも静かに読んでるというよりも、来てわいわいガヤガヤ、これ

がいい、あれがいいと、いうふうな形で子どもさんがたくさん集うような図書館です。

これもそうですね。もうちょっと小さいお子さん方が、読み聞かせですとかですね、

体操までしてですね。そこでこのカフェで本を読むような人の横でこういった子ども

さん世代が、がんがん楽しんでいる、このような図書館です。これは和歌山県の図書

館ですけども、このような形でカフェとかですね、それからテラス、このような形で

非常に楽しめる図書館ですね。こういったような子どもさんたちが楽しむようなもの

も充実している。これはブックアンドカフェです。これも有名なんですけど、東京の

武蔵野市の武蔵野プレイスというところでございます。これは山梨県立図書館。同じ

ようにブックアンドカフェの形式です。これは岐阜市立中央図書館です。ここまでい

くと建物の凄さってあるんですけども、ここまでは無理だとは思いますけども、この

ような新しいタイプの図書館が日本各地で建設されているということです。  

 今、最後申しましたんですけども、シームレスに図書館の中にまちをつくるという

話をいたしました。図書館においてはですね、例えばなんですけども、図書館をワン

フロアで仕切りが全くない形で、今のような形のワイワイガヤガヤですね、カフェで

ありましたりとか、ワイガヤスペース、オープンなところで子どもの読み聞かせやい

ろんなビブリオバトル、それから本とかＩＣＴもある、このような形のものをですね、

つくることによって、さまざまな形の方がここに集ってきてワイワイガヤガヤ。つま

り、これが図書館の中にまちをつくるという考え方でありまして、ここがお年寄りの

スペース、ここが子どものスペース、なんら区切ることはなくて、みんなここで交流

して、多様な交流がどんどん、どんどん残っていくような、そんなような図書館を考
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えられないか。言葉粗いですけども、区役所の考え方でございます。 

 今後についてなんですけども、今ですね新しい市長になられて吉村市長のマニフェ

ストの中に、新しい地域図書館の整備という項目がありまして、その真意のところは

私のほうもまだ聞いてはいないんですけども、そのような形の新しい地域図書館のコ

ンセプトというものが出てますので、もう淀川区役所においては整備をしているもの

ですから、ぜひですね新市長に対して、このようなことを考えているということをプ

レゼンをさせていただいて、先ほどのような財政的なところもクリアするような形で

考えて、予算として提案していきたいということで考えております。来年度予算にお

いてはですね、より詳細なニーズ調査を行って、来年度においてはそういった整備計

画を市として決めてもらえるように努力をしていきたいと考えているところでござい

ます。長くなりました、以上です。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございました。ただいまの、もと淀川区役所の跡地を図書館にす

るという話なんですが、なにか御質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょう

か。どうぞ。 

○小澤委員 

 今、以前と違って縦割りになるという可能性があるという話があったと思いますけ

ども、そうすると非常に場所が難しい、形状からいくと。どこを削るんや、という話

で、どこを削っても有効利用については売却先が非常に難色示すような気がするんで

すけども。１つ聞きたいのは、水道局のステーションがありますよね。これを組み入

れることができなかったんですか。これを組み入れれば、今の、縦割りになったとし

ても結構土地の形はいいんちがうかな、と思うんですけど。 

○西政策企画課課長 

 １ページめくっていただいたとこの資料の、点線で囲っているが、淀川区の跡地。

ギザギザなっておりますのが、今小澤委員がおっしゃってるのはこの図で言いますと、
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左のちょっと白く抜けてるところが水道局の跡地。そちらのほう、多分まだ売れてお

りませんので、できれば一緒に売れればいいな、と我々考えております。角のところ

が有効利用できればいうふうには考えております。 

○榊淀川区長 

 ここに水道局の土地があります。構造としては、ここに駐輪場がありますよね。こ

こも一緒に売れないかと。ここもったいないですよね。 

○小澤委員 

 それ入れたら、図書館を縦割りでどっかにやってもね、有効利用が非常にしやすい

んで。そこがあるおかげで、この土地ほんまに利用しにくいんで。あの三角地だけの

ことでね。だから、そこが何とか、管轄が違うんでしょうけども、水道局に話してで

すね、一体利用できるような形があれば、今この構想に沿ったような形で、十分でき

ていくんちゃうかな思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

○西政策企画課長 

 関係局とも連携をとりながら、よりいい形でできるように努めてまいりたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○嘉悦議長 

 よろしいでしょうか。それでは次にいきたいと思います。本日、事務局から御答え

が十分できなかった部分につきましては、後ほど整理をして、事務局のほうで対応し

ていただくようにお願いしたいと思います。 

 次に、区政会議の部会の設置について取り扱うことになっております。事務局より

説明をお願いしたいと思います。 

○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。資料の７をごらんいただけますでし

ょうか。区政会議におきましては、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、この３つの部会を設置することといたしています。それぞれの
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部会で取り扱う内容につきましては記載のとおりでございます。委員の皆様方には、

いずれかの部会に御参加いただくようになっております。また、後日改めまして御参

加いただく御報告調査等もさせていただきますので、その折には何とぞよろしくお願

いいたします。最低１つどれかに就いていただきますけれども、２つ以上の委員を兼

務していただくことも決して妨げるものではございませんので、また改めて御案内さ

せていただきますので、何とぞ検討よろしくお願いいたしたいと思います。 

○嘉悦議長 

 一応今日の議題はこれで全て終わりましたけれども、どうしてもこれは言い残した、

言っておきたいというような、聞いておきたいというようなことがございましたら、

できればですね、今日の会議の目的、狙いは２８年度の予算なり運営方針についての

素案なりたたき台みたいな形ですので、それに関連した御意見であればありがたいと

思います。何かございますでしょうか。 

 それでは御意見がないようですので、一応議題のほうは終わりたいと思いますが、

私も今日第１回目で緊張してまして、進めるのが今ひとつだったかな、と自己反省し

てるんですけども、一応今日の会議の狙いは、今申しましたように２８年度の運営方

針なり予算案についてのテーマが中心でしたので、一応この区政会議の結果を踏まえ

て、区役所のほうでは、これを案に仕立てて、年が明けたら素案をはずして案という

形にまとめあげられますので、一応皆さんはこの素案におおむね了解したような形に

なるのかなと思います。また、次回年明けたらあるかと思いますけども、できるだけ

行政のですね、進め方、あり方についていろいろと、また建設的な御意見があればあ

りがたいなと思いますので、よろしくお願いしておきたいと思います。今日は御協力

ありがとうございました。それではマイクを事務局のほうにお返しします。  

○西政策企画課長 

 嘉悦議長、議事進行をありがとうございました。杉田市会議員のほうが到着されて

おりますので改めて御紹介させていただきます。 
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○杉田市会議員 

 こんばんは。いつもお世話になります。 

○西政策企画課長 

 市会議員の方も今日本会議を終わられてから、お忙しい中駆けつけていただき、ま

ことにありがとうございます。議員の方々なにか特段ございませんでしょうか。 

よろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは本日、長時間にわたりまして活発な御協議ありがとうございます。時間も

まいっております。このあたりで第３回淀川区区政会議、終了してまいりたいと思い

ます。どうも本日はありがとうございました。 

―了― 

 

 


