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平成２７年度第４回淀川区区政会議 

 

日 時：平成２８年３月１７日（木） 

   午後６時３０分～午後８時３３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４回淀川区区政会

議を始めさせていただきます。 

 私は、本日の司会進行役を務めさせていただきます淀川区役所政策企画課長の西と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方には御多用中のところ御臨席賜りましてまことにありがとうございま

す。 

 それでは、初めに区長の榊より御挨拶申し上げます。 

○榊淀川区長 

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

かわらず御参集くださいまして本当にありがとうございます。 

 ２７年度最後の区政会議になるわけですが、前回は、２８年度区政予算事業の概略

と方針、考え方みたいなものを御紹介させていただきました。今回については、重点

的に取り組む事業について更に詳しく御説明したいというふうに思っているところで

ございます。保育所の問題とか、あるいは区役所の跡地の問題ですとか、さまざまか

なり盛りだくさんな内容になっておりますので御期待ください。 

 また、この区政会議のさらなる充実というものについては、市議会からもいろんな

形で御指摘をいただいているところでございます。これは手探りで始めていますので、
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これがベストというようなことを今見つけたわけではなく、いろいろ試しながら、こ

れがいいのではないかということをお願いしてきているところでございます。その一

つが、短い２時間という時間の中で、どうやって密度の濃い議論をしていただくかと

いうことを、区役所がどう努力するかということなんですけれども、その一つは、事

前に資料をできるだけ早くお配りをして、質問をお受けして、区政会議の場で単なる

質問のやりとりということにならないように、その質問がございましたら先にいろい

ろ整理させていただきお伝えした上で、それを踏まえてこの区政会議の場で更に濃い

議論をしていただくと、そのようなことを考えました。 

 また、一つの課題といいますか、一つのテーマだけにいろいろ時間が費やされない

ようにということもございまして、いろんなことを事前に整理させていただいて皆様

のほうにお届けし、また、後ほどの場でも整理したものを発表させていただくという

ことをやらせていただきたいと思っております。そういうふうに気合い入れてやって

いますと、お手元にお配りした資料なんですけれども、１項目に対してめちゃくちゃ

説明が長くなってしまって、これをどうやって１分で説明できるのかということもち

ょっと疑問に思うところがございます。どうも区役所の説明が要領を得ないとか、か

いつまんでない、論点がぼやけているというところについては、遠慮なくおしかりの

御意見をいただきたいというふうに思っております。 

 また、今お手元にお配りしたんですが、「よどマガ！」の１月号でごらんになって

いると思いますけれども、区政会議特集というのをやりました。そこに生き生きとし

た写真を載せて、今後も一般の区民の皆様にも、区政会議はこんな会議でこんな重要

な会議なんだ、ということをわかっていただこうということで、来年度もこういった

ような特集も含めて広報をやっていきたいというふうに思っております。担当のほう

から生き生きとした写真を撮りますので、どうぞ生き生きとした表情で撮られてくだ

さいますように、お願い申し上げます。 

 以上です。 
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○西政策企画課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、お手元の資料を確認させていただきます。着座にて失礼い

たします。 

 まず、第４回淀川区区政会議次第と書いたもの、それと配付資料一覧、あと淀川区

政会議委員名簿と座席表が裏表になっているもの、あと資料１、平成２８年度淀川区

運営方針（案）概要版、資料２、平成２８年度淀川区運営方針（案）、資料３、平成

２８年度淀川区関連予算について、資料４、平成２８年度淀川区が重点的に取り組む

事業、資料５、よどっこ子育て相談事業について、資料６、区政会議委員より事前に

いただいた御意見について、Ａ３の縦長のものでございます。資料７、「地区防災計

画」策定について、次、資料８となってますが、番号は振っておらないんですけれど

も、カラー刷りのもので大阪市の教育改革の推進に向けてというものでございます。

四つ折りになっておるかと思います。資料９、分権型教育行政への転換について、資

料１０、区政会議委員の意見への対応方針について、これもＡ３の縦長になっておる

ものです。資料１１、もと淀川区役所等跡地の検討状況、資料１２、保育所を取り巻

く現状と課題、資料１３、淀川区ＬＧＢＴ支援事業、資料１４、平成２８年度淀川区

区政会議スケジュール（案）、資料１５、所属する区政会議の参加部会について、そ

のほか広報誌「よどマガ！」の３月号、「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」、区政会議に関する

アンケートをお手元にお渡しさせていただいておりますが、不足はございませんでし

ょうか。ありましたら挙手いただけましたら事務局が持ってまいります。よろしゅう

ございますでしょうか。 

 資料の訂正がございます。一番最初の区政会議の次第でございますけれども、日付

のほうが３月１１日になってございますが、１７日でございます。失礼しました。訂

正のほうをよろしくお願いいたします。 

 本日の出席委員につきましては、紹介は省略させていただきます。お手元の資料の
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表と裏に区政会議の委員名簿、座席表をつけておりますので、こちらのほうで御確認

をいただきますようお願いいたします。 

 なお、本日、浦田委員、高石委員におかれましては欠席と伺っております。また、

久本委員、福島委員におかれましては、到着が遅れられているようでございます。 

 現在、区政会議委員２２名中１８名の方が出席されておられます。定数の２分の１

以上の委員が出席されておりますので、この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の方々に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。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 杉田議員でございます。 

○杉田議員 

 こんばんは、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、お疲れさまでございます。 

○西政策企画課長 

 市位議員でございます。 

○市位議員 

 こんばんは、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 山下議員でございます。 
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○山下議員 

 こんばんは。 

○西政策企画課長 

 市会議員の皆さん方もお忙しい中を御臨席賜りまして、まことにありがとうござい

ます。 

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

お手元の資料の座席表に職員名と役職をつけておるものがございますので、そちらの

ほうで御参照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分をめどに終わってまいりたいと考えております。御協力のほうよろしく

お願いいたします。ここからは嘉悦議長に進行をお願いいたします。 

○嘉悦議長 

 こんばんは。前回、１２月の会議で議長を御指名いただきました、西三国の嘉悦で

ございます。よろしくお願いします。きょうも議長を務めさせていただきます。  

 本日の会議ですけれども、冒頭、区長のほうから話がありましたように、前回の会

議で２８年度の運営方針と関連予算の素案という形で提示されまして、こちらを御審

議いただいたわけですけれども、こちらがきょうは（案）という形で提示されており

ます。きょう、また御審議いただいた後、それを踏まえて近いうちに、２８年度の成

案がまとめられるということになります。こうした流れを踏まえて御審議のほどよろ

しくお願いしたいと思います。 

 それから、審議に入ります前に御意見がこちらに届いているんですけれども、先ほ

ど話がありましたように、膨大な資料があるわけで、一つのテーマで集中してしまう

とたくさんの案件がありますので、それだけで終わってしまうということになってし

まいますので、できるだけ幅広くテーマを審議いただくために、そこら辺も御配慮い

ただいて御発言をいただけたらありがたいなと思います。それと、できるだけ一人で
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も多くの委員の方に御意見をいただければ幸いと思います。どうぞよろしく御協力を

お願いします。 

 それでは、次第に則しまして議題を進めさせていただきます。（１）平成２８年度

淀川区運営方針（案）、（２）平成２８年度淀川区関連予算（案）、（３）重点的に

取り組む事業までは２８年度事業として密接な関係がありますので、事務局から一括

して御説明いただきます。 

 そして、それに加えて委員の皆様から事前にいただいた意見についてもあわせて御

回答をお願いしたいと思います。 

 なお、２８年度の重点的に取り組む事業はこちらの後ろにありますプロジェクター

で説明していただきます。委員の皆様には事務局の説明の後、まとめて意見を頂戴す

ることといたします。 

 それでは、事務局から御説明よろしくお願いします。 

○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。私より平成２８年度淀川区運営方針

（案）について御説明申し上げます。お手元資料１、平成２８年度淀川区運用方針

（案）概要版及び資料２、平成２８年度淀川区運営方針（案）をごらんいただけます

でしょうか。 

 まず、この運営方針（案）についてでございます。私も毎回、御説明しております

が、もう一度改めて御説明させていただきますけれども、めざすべき将来像を念頭に

置きながら、現状を把握し、また、めざすべき将来像と現状と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ながら、更に必要な改善や見直しを行って、次年度

以降の事業計画・実施につなげていくことを目的に毎年作成しているものでございま

す。このような観点で作成いたしましたのが、お手元に今ごらんいただいております

淀川区平成２８年度運用方針（案）でございます。 
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 資料１の１ページ目にありますように、まず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、安全・安心なまち」をめざすということを

淀川区といたしまして目標として掲げております。 

 一方、淀川区の現状は、災害発生時での自助・共助の機能であるとか、街頭犯罪の

取り組みなどの安全・安心も備えが十分とは言えず、また、子育て世帯が区外へ転出

するような傾向があります。そのため、淀川区の将来ビジョンにおきまして、「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

年度の末を見据えた施策として掲げ、その実現に向けて政令指定都市で初めて訪問型

病児保育を実施したり、あるいは性的少数者でありますＬＧＢＴ施策などのさまざま

な取り組みを進めてきたところであります。 

 平成２８年度では、これまでの取り組み成果を基盤と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更に推進することとしております。とりわけ、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を充

実してまいりたいというふうに考えております。 

 また、区政運営などの情報を確実に区民の皆様方にお届けして、淀川区に住みた

い・住み続けたいと思っていただける「淀川ブランド」の実現をめざしてまいりたい

と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用方針としても経営課題として取り上げております。  

 そのうちの経営課題１、安全・安心に暮らせるまち、についてでございますけれど

も、防災対策といたしまして、防災意識の向上や地区防災計画の周知により、減災の

取り組みを浸透させてまいりたいと考えておるところです。また、防犯対策といたし

ましては、防犯腕章の着用や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。あと、地域福祉の推進としまして、災害時などにおける要援
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護者支援体制を確立するほか、「淀川区地域福祉推進ビジョン」や地域福祉計画を浸

透させ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、学力との相関性があるといわれる睡眠習慣の改善に向けた取り組み、

「ヨドネル」と我々は呼んでおりますけれども、こちらのほうを実施することとして

おります。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との連携を図

るとともに、訪問型病児保育事業の供給量の拡大も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３の住民が主体となって運営されるまち、では、中間支援組織と連携して、

地域活動協議会の自立運用を支援するほか、コミュニティ回収事業の推進のための支

援施設を継続することとしております。 

 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、では、市民協働型自転

車利用適正化事業に取り組み、放置自転車対策協議会の活動を通じた啓発などに取り

組んでまいります。また、ＬＧＢＴ支援事業として、企業、区民向けの講習会を行う

など、ＬＧＢＴの正しい知識を得ていただきながら、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るところです。 

 経営課題５、区民のお役に立つ区役所、では、広報紙の全戸配布、事業所などを拡

大をするとともに、区民の方々が必要とする情報の把握に努めて、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。 

 なお、前回の区政会議におきましても、この運用方針素案について御協議いただき

ましたところでございます。本日、お示ししております運営方針（案）でございます

けども、前回の区政会議以降、新たな実績や数値の更新があったものについて、運営

方針の資料２のほうですけれども、そちらのほうで追加、更新しておるものでござい

まして、素案から（案）に名称は変わっておりますけれども、大きな変更点というの
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は今のところはございません。後ほど、平成２８年度重点的取り組み事業であるとか、

また、事前に委員の皆様方より頂戴いたしました御意見について、それぞれの担当よ

り御説明がございます。時間の関係もありますので、私からは運用方針（案）につい

ての説明を甚だ簡単ではございますが、以上とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○中園総務課長 

 総務課長の中園でございます。いつもお世話になっております。座らせていただき

ます。私からは議題２の平成２８年度の淀川区関連予算案について御説明させていた

だきます。 

 冒頭にお断りさせていただくんですけれども、資料に記載しております予算額や各

事業につきましては、現時点におきまして、大阪市会で審議中の内容ということにな

ってございます。予算案でございますという点をお含み置きいただくようによろしく

お願いいたします。 

 それでは、お手元の資料３、平成２８年度淀川区関連予算について、そちらのほう

をごらんいただけますでしょうか。本日は、前回１２月１７日の区政会議で御説明さ

せていただきました内容から、変更点を中心に御説明させていただきたいと思います。  

 まず、１の予算編成にかかる考え方につきましてですけれども、「子育てしやすく、

つながりのある、安全・安心なまち」。こちらが淀川区役所の将来ビジョンでござい

ます。これについては変更はございませんので、内容的なところでいけばこの５本の

柱ですね。５つの施策の柱、こちらを念頭に置いて予算編成をしておるところでござ

います。 

 次に、２の淀川区関連予算額、こちらのほうをごらんいただけますでしょうか。表

書きになってございます。３段書きの表の真ん中の段、区長自由経費、こちらなんで

すけれども、区長が裁量権を持って区役所で実施する事業経費でございます。３億８，

６９７万７，０００円となってございます。前回の区政会議のほうからこの予算案に
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つきまして、２２万円ほど減になっておるところでございます。これは調達単価の見

直しなどによるものでございまして、事業内容とか事業規模、そういうものの変更は

ございません。よろしくお願いいたします。 

 そして、この表の３段目でございます。区ＣＭ自由経費、こちらなんですけれども、

ＣＭと申しますのは、シティ・マネージャーというものでございまして、これまで大

阪市の各局で実施しておりました事業のうち、区長がシティ・マネージャーという形

になりまして、指揮監督権を持って各局に指示を行い実施する事業経費というもので

ございます。 

 なお、このＣＭ経費につきましては、指揮監督権はございますけれども、予算要求

から実際の予算執行に至るまで、こちらの各局のほうで行われるものでございます。

区シティ・マネージャー自由経費は合計で９億８，３０１万２，０００円となってご

ざいます。これで区長自由経費と区シティ・マネージャー自由経費、こちらを両方と

も合わせました淀川区関連予算の合計なんですけれども、この表の最上段にございま

す１３億６，９９８万９，０００円という額でございます。この１ページの下段に括

弧書きで記載している部分でございますが、これは区長自由経費の主な増減要因を記

載させてございます。前回から特に変更はございませんので説明のほうは省略させて

いただくということで、よろしくお願いいたします。 

 次に、資料の２ページ目をごらんいただけますでしょうか。３と番号を打っており

まして、施策分野別の平成２８年度の主な事業の予算額といたしております。淀川区

が掲げております１ページ目にございます５つの施策分野ごとに主な事業と予算額を

記載させていただいてございます。個別の事業内容につきましては、後ほどスライド

のほうで各担当のほうから御説明申し上げるというところで、内容的には前回お示し

ました内容とほぼ変わってございませんので、こちらの各担当のほうからの御説明と

いうことに変えさせていただきます。 

 続きまして、３ページ目でございます。こちらが先ほど申しました区シティ・マネ
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ージャー自由経費で実施する事業を書き出したものでございます。事業規模の大きな

ものを中心に記載させていただいてございます。御一読いただくようよろしくお願い

いたします。 

 続きまして、４ページ目の４でございます。こちらは区担当教育次長執行枠という

ものでございます。これは何かと申しますと、学校や地域、保護者により近い区役所

と教育委員会が連携しまして、総合的な教育行政を推進するため、各区からいろいろ

な事業提案を受けておるところなんです。そのいい提案につきまして、教育委員会事

務局が教育委員会として予算を計上して区のために事業をしてくれるというようなも

のでございます。淀川区の事業といたしましては、昨年度から実施しております民間

事業者を活用した課外事業、いわゆる「ヨドジュク」と呼ばれるものなんですけれど

も、そちらとか、新たに子どもの睡眠習慣改善支援事業、こちらのほうでは、「ヨド

ネル」と申しておりますけれども、そういうものを実施して、それについて教育委員

会のほうで予算をつけて教育委員会のほうで執行していただくということになってご

ざいます。 

 平成２８年度淀川区関連予算（案）につきまして、私からの説明は以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 ただいま福島委員が到着されました。現在、１９名の委員の方々が御出席いただい

ているところでございます。ありがとうございます。 

 続きまして、先ほど予算の説明でございました平成２８年度重点的に取り組む事業

につきまして、それぞれ担当から前の画面を使いながら御説明申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

○新井市民協働課長 

 市民協働課長の新井です。順番に担当課長からテーマごとに説明をしたいと思いま

す。かけて説明させていただきます。 
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 淀川区が重点的に取り組む事業として、１安全・安心に暮らせるまち、２子育て世

帯が住み続けたいと思うまち、３住民が主体となって運営されるまち、ということで、

それぞれの担当から細かく説明させていただきます。 

 まず、防犯の関係ですが、安全・安心に暮らせるまちとして、子どもの見守りと防

犯カメラの設置の事業費を２６５万２，０００円計上しております。平成２７年３月、

淀川区では、淀川３区合同の取り組みとして防犯カメラ４０台を運用開始しました。

この画像を活用して平成２７年５月にひったくり犯が逮捕されて以降、ひったくり犯

が激減しています。２６年６０件から２７年は３１件になっております。また、防犯

カメラを設置している電柱には、防犯カメラ稼働中と明記をしております。  

 次に、平成２８年大阪府警察の犯罪抑止総合対策は、大阪府全体で取り組む重点犯

罪として、地域住民に大きな不安を与える犯罪をターゲットに検挙及び防犯の両面に

わたる警察活動を強化するとともに、自治体、事業者、地域住民等と連携協働した取

り組みを推進しています。例えば、子どもや女性を狙った性犯罪とか、ひったくり、

路上強盗、自動車の関連犯罪として車上狙いとか部品狙い等がございます。区役所と

しても、子どもや女性が狙われる犯罪が昨年より増加していることや、防犯カメラの

設置による効果が大いに期待できることから、平成２８年度では子ども安全見守り等

防犯事業として、防犯カメラ３０台の設置を行ってまいります。設置場所につきまし

ては、淀川警察署とも連携しながら犯罪発生の多発地域を中心に設置を行い、犯罪抑

止により効果的な場所へ設置を行います。 

 次に、防災の関係ですが、地域防災力の向上として、事業費３８２万１，０００円

を計上しております。平成２６年１０月に災害対策法に基づき、災害時の被害を最小

化し、被害の迅速な回復を図る減災を理念に、平成２６年１０月に大阪市地域防災計

画を修正し、２７年２月に大阪市防災・減災条例が施行されました。この理念はこれ

までにもありましたように、自助、共助、公助の考え方を踏まえて、市民、事業者、

行政の役割を明確化し、それぞれの責務、役割を果たすことで、今後、発生が想定さ
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れる南海トラフ巨大地震などの災害に対し、被害を最小限にすることです。淀川区で

は、平成２５年７月に地域防災計画を作成しましたが、この条例の趣旨を踏まえて今

月に改訂いたしました。被害を最小限に抑えるためには、自分たちのまちは自分たち

で守るという自主防災の心構えを持ち、住民の皆さんで力を合わせて自分を守り、隣

人を助ける、自助、共助の着実な取り組みが必要となります。このうち、公助の取り

組みとしまして、前のスクリーンのとおりこのようなテーマを中心に行ってまいりま

した。例えば、防災リーダーの技術訓練を３回行いました。そして、約４００人の参

加がございました。そして防災の出前講座なんですけれども、地域、企業、子ども等

を対象に３３回開催して、約３，１４３人が参加しました。そのうち８回が子ども向

けです。あるいは、地域で避難所開設に向けたワークショップを開催したり、帰宅困

難者訓練ということで、新大阪駅及びその駅周辺での帰宅困難者の発生を想定して、

帰宅訓練とか、企業、地域、鉄道事業者とワーキンググループを開催して、学習会を

行いました。また、地域防災の訓練時に自助、共助の大切さを啓発したり、土のうス

テーションといいまして、台風による大雨などで家庭の浸水対策として、区役所の前

と区内のコンビニエンスストアの協力を得て、１８カ所に設置する予定でございます。  

 そして、１枚目の大阪市防災・減災条例の趣旨を役割分担によって図式化したもの

が以上の資料です。例えば、今までと何か特別なことはないんですけど、市民の方は

水、食糧を備蓄する、企業は事業所での備蓄をする、行政は災害時、避難所への備蓄

ということでございます。そして、２８年度は市民の役割の上から４段目、地域特性

に応じた地区防災計画の作成ということがございます。平成２８年度各地域の計画作

成支援を行います。 

○榊原教育支援担当課長 

 続きまして、子育て世帯が住み続けたいと思うまちですけども、小学生補修充実事

業につきまして、教育支援担当課長榊原が説明させていただきます。 

 まず、小学生補修充実事業ですが、事業費２３９万円となっております。これの課
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題としましては、学力テスト、何度も申し上げて恐縮なんですが、やはり大阪市の結

果が過去からずっと低迷してきている、それともう一つは学習状況、自主学習の習慣

が低い、高い方もいてるんですけど、二極化が進んでいるという課題がございます。 

 そこで、まだ格差が生じていない小学生時代のうちに、正しい自主学習習慣の定着

を図るために、各学校が小学校が企画立案した補修指導に対して、指導員の人件費や

教材費等の支援を行う事業を考えております。 

 ２７年度は下のほうにごらんの５校で実施しております。また、平成２８年度にお

きましては、この５校プラス５校の計１０校で実施しようとしております。淀川区で

は子どもたちに学ぶことが楽しいと感じてもらい、積極的に各校の講座に参加してい

ただきたいと考えているところでございます。 

 続きまして、「ヨドネル」という事業になっております。事業費は２３０万円にな

っております。当区におきましては、ＰＴＡ、保護者から生活習慣睡眠についての課

題をいただいており、また、教育行政連絡会議におきまして、各小中学校と児童・生

徒の睡眠習慣に関する課題を話し合ってきました。そういった中で各校とも生活習慣

に対して課題を持っておられまして、その取り組みを行っておられますが、学校から

は学校ごとでの取り組みでは詳細な調査が困難であり、取り組みの動機つけが弱くな

ってしまうという御意見をいただいております。また、ＰＴＡ、保護者からは、家庭

でルールを決めても友達関係から守りにくいという要望があったところです。そして、

学力テストの分析結果からは睡眠習慣の整っている児童・生徒のほうが正答率が高い

という傾向も明らかになってきているところです。 

 そこで、昨年１２月にヨドネル宣言、「みんなで守ろう子どもの睡眠」というもの

のスタートを切りました。ヨドネルの取り組みで区役所が予算化して、学校で実施し

ていただくということで、大規模アンケートを予定しております。そして、その結果

を踏まえて専門家に調査解析をしていただきまして、専門家から区民の皆様に講演会

を実施するとともに、各学校に対して解析結果をフィードバックして、科学的な観点
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から取り組みを進めていきたいと思っているところです。 

 皆様におかれましては、このヨドネルの取り組みが実を結ぶために、学校、保護者、

地域、子どもたち自身で睡眠習慣の改善のための取り組みをしていただくことにつき

まして、御協力を賜ると幸いと思っておるところでございます。 

 以上です。 

○萩野保健福祉課長 

 保健福祉課長の萩野でございます。私のほうから子ども未来輝き事業について御説

明します。 

 これは昨今問題となっております子どもの貧困ということに視点を置いた事業でご

ざいまして、本年度、生活困窮家庭の子どもの学習支援事業としてスタートしたもの

でございます。こちらの数字ですが、生活保護世帯の子どもについて、高校進学率は

低く、また中退率が高いという結果が出ておりまして、こちらの数字は平成２５年４

月の全国の数字なんですが、特に高校の中退率につきましては、生活保護世帯の子ど

もは３．５倍も高いと出ております。この理由ですが、貧困に陥っている家庭は学習

する部屋がない、又は保護者の病気や不在といいましたハード、ソフト面の両方から

学習する環境が整っていないことが原因というふうに言われております。  

 そして、このような中卒資格という資格のまま、状態のまま就職活動をしようとい

たしましても、非常に就職先の選択肢が狭まり、なかなか安定した収入を得られない、

そして結果的には、また貧困に陥り、生活保護受給となってしまうという連鎖が起き

てしまうことが大変多くなってございます。 

 こういったことに着目しまして、淀川区では生活困窮家庭の子どもの学習支援事業

を実施してまいりました。生活困窮者自立支援法の施行によりまして、自治体でさま

ざまな事業をしなさいということで、厚生労働省からのお達しがありましたが、特に、

教育で任意で取り組んでまいったものでございます。 

 当区で実施しました事業としましては、まず、中学生を対象に委託事業者によるき
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め細かい学習サポートで、それぞれの学力に合わせた個別指導型の学習を進めて、ま

た、教育、さまざまな体験をした大人の話を聞くことで学力だけじゃなく、人間同士

の関係づくり、コミュニケーションの能力を高めようとするものでございます。  

 ことし実施した結果ですが、参加当初は非常に無表情だった子どもも明るく表情が

豊かになったということですとか、最初は不注意ミスが多かった子どもでも集中して

学習に取り組めるようになったなどの報告を委託した事業者から受けておりますし、

特にキャリア教育ユニットでは、学校の先生や親以外の方ともふれあって自分の進路

について真剣に考えるきっかけになったようだというふうに聞いております。こちら

がキャリア教育の状況です。 

 そして、高校受験をされた中学３年生は３名ですが、既に２名が私立合格、１名は

公立のエンパワメントスクールですが、合格されております。参加された皆様は参加

してよかった、本当に自分の学力が向上してうれしいという声を聞かせてくれており

まして、次の年度もまた参加したいというふうに言ってくれておりまして、この事業

は意義のある事業であったかなというふうに確認をいたしました。 

 私からは、以上が報告です。 

○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。 

 それでは、私のほうから訪問型病児保育（共済型）推進事業について御説明をさせ

ていただきます。 

 まず、実績についてなんですが、平成２６年４月以降、登録者、利用日数ともに順

調に伸びております。登録者が増加するにつれまして、利用日数も増加し、１年を通

じて多くの方に利用されていることがわかります。このように実績を上げることがで

きましたのは、まず、登録者の会費をベースに運営する共済型という方式をとったこ

と、それから保育者の派遣が１００％保証、代行受診、最大夜８時までの派遣など保

育者のニーズを踏まえた制度設計を行ったこと、これらのことによりまして、潜在的
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なニーズも掘り起こして成果を得ることができたと思っております。また、民間に事

業委託をすることで広報などにつきましても、民間のノウハウを生かして取り組むこ

とができ、実績に結びついたと考えております。 

 これは平成２８年度の事業と平成２７年度との比較の表になっておりますが、この

間、アンケート調査や区政会議での皆様方の御意見を踏まえまして、何点か内容を変

更いたしております。特に見ていただきたいのは、利用者負担額と月会費の減免のと

ころでございます。全ての方の追加保育料を１，０００円から８００円に減額をいた

しました。また、経済的な支援が必要な世帯に対しては減免制度を設けまして月会費

を１，０００円といたしました。 

 最後に一番上の委託先のところなんですが、公募によりまして平成２８年度は社会

福祉法人江育会というところに選定がされました。基本の事業内容に変わりはないん

ですが、事業者が交代することになりましたので、切れ目なく４月から事業開始でき

るよう準備を進めているところでございます。あと、お手元にお配りしておりますカ

ラーのチラシは現在の事業者のものですが、内容についてわかりやすいので、また御

一読いただきますようお願いいたします。 

 それから、続きまして、よどっこ子育て相談事業について御説明をいたします。子

育て支援室では、さまざまな相談業務を行っておりますが、児童虐待についての認知

度も上がったことから相談件数は毎年ふえております。多くの相談業務を行う中で感

じますのは、子育てに支援が必要なのに孤立をしていたりサービスが活用できていな

い保護者が数多く存在しているということです。このようなことを踏まえまして、子

育て支援室ではお手元にありますチラシや情報紙を使いまして、情報発信に努めてい

るところでございます。必要な方に必要な情報が届くよう配布先にも気をつけている

ところです。 

 例えば、お手元にあります「子育て相談しています」といったカラーのチラシなん

ですが、毎月６回開催されております乳幼児健診時には全員に配付するようにしてお
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ります。また、情報紙のゆめキッズは地域の子育て支援機関にはもちろんですが、小

児科にも置いていただきまして、マップにつきましても出産された方全員にお配りし、

また転入された方にもお配りをいたしまして、情報の徹底に努めております。それか

ら、ゆめちゃんハッピールームという講座がございますが、子育て支援室の保育士が

実施しております利点を生かしまして、例えば、相談業務の中で気になった保護者を

お誘いし、具体的な子どもとのふれあい方の指導もするようにしております。最後に

すまいる・すてっぷについてですが、この事業は子育て支援の新制度の実施に伴い昨

年の４月から新たに始まった事業です。公募によりまして、社会福祉法人博愛社に運

営をしていただいております。この事業の役割は二つ、ここにもありますように利用

者の支援と地域との連携です。設置場所は今１階にございますので、ぜひ、お帰りの

ときなどにもごらんいただけたらありがたいです。淀川区役所は特に転入者の多い区

ですので、区役所にお越しになる方の目にもつきやすくて、子育て支援室だと敷居が

高いとか、遊び場所を教えてもらうだけでいいといった方にもスピーディに対応がで

きております。 

 また、子育てサロンなどにも随時出向かせていただいておりまして、地域の活動拠

点との連携にも力を入れております。相談件数につきましては、ここにはありません

が、２４区中淀川区が一番多くて、多くの方に利用していただいております。  

 以上です。 

○新井市民協働課長 

 続きまして、住民が主体となって運営されるまち、地域活動協議会の自立運営支援

として、事業費５，９９４万５，０００円を計上しています。 

 まず、１点目は、いわゆる地活協一括補助金です。１８地域合計３，８４９万円、

各地域、おおむね２００万円超となっております。平成２８年度は地活協形成から４

年目に入りますが、引き続き増額の補助金を確保し、地域活動支援を継続してまいり

ます。この補助金を活用して、ア防犯・防災、イ子ども・青少年に関する活動、ウ福
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祉分野、エ健康分野、あるいはオ環境に関する活動、カ文化、スポーツに関する活動

などさまざまな活動を地域で展開されております。平成２７年度は地域広報紙の新規

発行や、土曜授業を活用した子ども保護者世帯が参加できる防災訓練など、地域の各

種団体や専門学校、ＮＰＯ、企業などが地域一丸となって協働して実施した事例が生

まれ、地活協の設立目的である地域を誰もが輝く元気なまちにしていくために、地域

のさまざまな団体が相互に連携協力して活動を行い、より多くの人が自由に参加しな

がら取り組んでいくことが実現しつつあるなと思います。 

 ２点目は、自律的補助金、いわゆるマッチングファンドといいまして、地活協が実

施する新たな担い手確保のための活動とＮＰＯ法人格取得に対する補助金です。新た

な担い手確保は、１地域上限２０万円で２カ年連続、ＮＰＯ法人格取得は上限１０万

円で１回限りの補助の対象となります。今までの活用事例の中から本日は３地域での

活動をピックアップして御紹介いたします。 

 左端がハロウィンで防犯ということで、新東三国地域の活動でございます。若い世

代に大人気のハロウィンで仮装した子どもたちが町会長の家とか、こども１１０当番

の家を順繰りに回って防犯に気をつけるということを行いました。そして真ん中が十

三の新年祝賀会です。餅つき大会や新成人を祝う会、新年互礼会を合わせて一つにし

て地域の冬の一大イベントになりました。 

 そして、右端が西中島文化祭です。手づくりの作品展示と実行委員会形式で舞台発

表などを行い、若い子どもたちの世代から大人の世代まで幅広く大活躍されました。

この補助金は、平成２８年度は継続の４地域として、西三国、西中島、神津、新北野、

また未活用の地域が８地域、北中島、宮原、三国、新高、木川、野中、塚本、田川と

いう地域がございますので、活用可能でございます。ぜひ、また地域で御検討いただ

きたいと思います。 

 それから、地活協の自立運営支援に関する予算として、以上２点に加えて、淀川区

まちづくりセンターの委託料も１，８００万円計上しております。淀川区のまちづく
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りセンターはまちづくりの総合相談窓口として、先ほどのような補助金の活用方法と

か、アドバイスを行っております。平成２８年度は公募選定を行った結果、平成２６

年度から受託している大阪市コミュニティ協会が継続して受託する予定となっており

ます。 

○佐多政策企画課長代理 

 こんばんは、私は政策企画課佐多でございます。 

 私のほうからコミュニティ回収ということで御説明させていただきます。もともと

このコミュニティ回収というのは、淀川区のほうが地域活動協議会を支援するという

見地から、２７年度他区に先駆けて創設した制度なんですけれども、当初は２７年度

１年限りと思っておりましたけれども、この区政会議で地球環境に対する取り組みで

すとか、まちづくりの面からも非常にいい取り組みで、ほかの地域にも広めてほしい

といったような御意見をいただきまして、２８年度も引き続き継続して実施するとい

うことにしております。また、名称もコミュニティ回収というと長いですので、よど

エコ回収という形で皆さんに覚えていただきやすいようにしております。  

 この事業の目的は、単に地活協の自主財源というだけじゃなくて、地球環境に対す

る意識の向上ですとか、若しくは自主財源を活用した各地域の課題解決に向けた取り

組みですとか、イベント等の実施によってまちの魅力が高まって、将来的に、長期的

には街のブランド化にもつながっていくのかなというふうに構想しております。  

 予算額は、２７年度は３００万円ちょっとあったんですけれども、２８年度は１．

５倍の４６０万円という形で計上しております。 

 今現在２７年度の取り組みとしまして、４地域で取り組んでおられます。木川南地

域、十三地域、野中地域、東三国地域、この４地域に、２８年度はプラス５地域ぐら

いというふうに思っております。この４地域は今のところは大きなトラブルとか混乱

もなく順調に進んでいるというふうに各地域からお伺いしております。 

 この仕組みを単純に言いますと、今現在、環境局が週１回、古紙とか、衣類の回収
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をやっているわけですが、これを環境局にかわって地活協が契約した業者が回収して、

地域には古紙等の売却代が入ると、そして、大阪市からも支援金が出るというこの二

つを足して地域の自主財源としていただいて、地域活動に役立ていただこうという仕

組みでございます。 

 この資料は、今の環境局がやっている行政回収ですね、これをこちらのコミュニテ

ィ回収に持っていこうという形のものでございます。また詳しい内容については、ま

た御希望する地域があれば、環境局と区役所が一緒に行きまして、詳しく御説明、御

相談させていただきたいと思っております。 

 次に、この支援金は具体的には、活動の１年目ですね、初年度、２８年度に取り組

まれるところは左側の淀川区の仕組みを見ていただいて、２７年度に取り組まれた４

地域については、２８年度は右側の支援金が出るということです。大きな違いは環境

局の分はこの三つのランクだけなんですが、淀川区の分はインセンティブとして、４

５トン越えというのを設定しておりまして、上限額もなしということで、１年に１回

だけなんですけれども、初期活動支援金として、世帯数に応じて２万円から２０万円

の支援金をお出しすることになっております。また、環境局の制度ですけれども、今

までは上限額７０万円だったんですが、２８年度から１００万円に引き上げるという

内容になっております。おおよそ１００万円を達成しようと思いますと、約２２０ト

ンちょいぐらいいけば１００万円を超えるというような量でございます。 

 次に、大体の目安といいますか、何トン集めたらいくらになるんだというところが

なかなかイメージしづらいというのでつくってみた資料です。例えば、５０トンです

と売却代と大阪市の支援金を合わせて大体３６万円。１００トンで９６万円、１５０

トンで１５６万円、２００トンで２１６万円ぐらいということです。参考に売却代は

単純にキロ当たり４円で計算してますけれども、こういった形で見ていたければ、お

およそのイメージがわくのかなと。それと、より具体的に言いますと、４地域のうち

で、木川南地域について、この場で御紹介することは御了解いただいておりますので、
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御紹介しますと、去年８月からスタートしまして、この２月までの集計が出るんです

が、大体１カ月当たりに直しますと８トン。年ベースでは８トン掛ける１２カ月で９

６トン、大体１００トンぐらいは年間で収集できるのかなと、この資料の数字自体は

２８年度に取り組む地域の試算ですので、２年目になるところは若干環境局の支援金

が出ますので、８割ぐらいになるんですが、それでも大体１００トンであれば、８０

万円ぐらいにはなるのかなといったところでございます。詳しくはお手元にお配りし

てますコミュニティ回収という１枚ものの資料に問い合わせ先がございますので、御

希望されるところがありましたら、地域担当なり環境局の事業センターに一声お声が

けいただけましたら、区役所と環境局が一緒に御説明に上がりますので、よろしくお

願いします。 

 以上でございます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、事前にいただいた御意見について、資料６、Ａ３の縦長の分をごらん

いただきたいと思います。その前に、久本委員、お越しいただきましたので、現在、

２０名の委員の方々に御臨席を賜っておるところでございます。ありがとうございま

す。 

 それでは、資料６、事前にいただいた御意見につきまして、各担当のほうから順番

に御説明させていただきます。 

○新井市民協働課長 

 資料６をごらんいただけますでしょうか。全部を読み上げるのではなく、要点のみ

を説明させていただきます。 

 まず、質問項目１、地区防災計画の作成について、地活協もかかわって防災計画を

策定するので、準備体制を整える必要があるから、タイムスケジュールを教えていた

だきたいという質問で、回答としまして、２７年、２８年の２カ年で１８地域の地区

防災計画を策定する予定にしております。進め方につきましては、次のページの資料
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７、Ａ４の１枚ものにワークショップを３回程度開いて、おおむね地域によっては４

カ月から６カ月間いただきますと、大体地区防災計画が作成される運びとなります。

また、作成に当たっては、区役所の防災担当に相談いただけましたら、危機管理室と

一緒にお手伝いいたします。 

 ２番、防災訓練について。区内は昼間は人口のほうが多い地域もあるということで、

平日は昼間に行うほうがいいと思うという意見です。地域の防災訓練は自主的に地域

の特性において計画をいただきましたら、お手伝いをさせていただいてます。昼間に

災害が発生すれば、地域住民より事業所の働き手のほうが対応できるところが多くな

りますので、地域住民の皆さんと事業所の皆さんとの連携強化をお願いいたします。  

 ３番、防犯カメラの設置について。維持管理などは予算が問題ですということです

が、今年度、２８年度につきましては、淀川３区で設置した防犯カメラがひったくり

が半減するなど効果を確認しているので、区役所で警察と連携して３０台を設置しま

す。そして、維持管理の電気代等も含めて区役所で公設置ということで見るつもりで

ございます。 

 ４番、防犯カメラの設置について。近隣住民に防犯カメラの設置位置とか、説明が

必要ではないかという御質問ですが、回答としまして、子どもの犯罪の最大の抑止効

果としまして、犯人逮捕と設置に当たっては淀川警察署が把握する被害発生地域に捜

査データとして警察にデータをお渡しすることになります。映像の取り扱いにつきま

しても、警察と協定を結びまして、警察が保有する捜査情報ということになりますこ

とから、厳重に管理を行い関係法令に基づいて、画像が流失しないように取り扱って

まいります。先ほどの防犯のパワーポイントで取りつけている電柱には防犯カメラ稼

働中というふうに明記をするということになりますので、防犯カメラの映像の録画が

皆さんに行われているようには表示をいたします。 

 ５番、防犯カメラの増設について。今年度３０台ですと、１地域平均１．６台とな

るので少ないと思うという御意見ですが、設置に当たっては、１地域３０台を１８地
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域に平均につけるのではなくて、淀川警察署と協議して、犯罪発生区域に集中的に整

備していくものでございます。 

 そして、平成２２年度から地域への補助金などで学校周辺や通学路に既に２４１台

設置しておりますので、２８年度の３０台の設置を含めますと、淀川区内では２７１

台の設置になります。 

○萩野保健福祉課長 

 では、地域における要援護者見守りネットワーク強化事業について、地域における

ワークショップで、区社協からの説明が不十分で質問に対しても明確な答えが得られ

なかった。事業の目的や伝わっていないように感じた。区役所と区社協は定例的に連

絡会をもちまして情報交換を行っていきましたが、今まで以上に連携を密にし、地域

の皆様によく理解していただいて、見守りが更に進むように努めてまいりたいと思っ

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 

 ７番目の分権型教育行政で、第２回区政会議の資料で全市的な目標は市長、教育委

員会が策定します、とあるが、全市的な目標は公表されているのか、また具体的な目

標はどうなっているかという御質問でございます。これは御質問の内容で資料９のと

ころでございます。これは第２回の区政会議でお配りした中で、上から６行目のとこ

ろに、全市における基本的な当市の目標は、市長と教育委員会が策定する、というこ

とで非常に重要なところを見ていただいております。全市的な目標につきましては、

このようなパンフレットがあると思います。大阪市の教育改革の推進に向けてという

これが大阪市の全市的な計画になっております。実は、これは平成２３年につくられ

まして、平成２５年に改訂ということになっております。当然、この中身につきまし

ては、今、やっております教育につきましては、市長と教育委員会が一緒になって進

めていくという考え方については、この作成当時にはそういう概念もありませんし、

今言っております分権型教育行政についてもうたわれていないところでございます。
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ただ、今これを市長と教育委員会で大阪市総合教育会議という名称をつけておるんで

すけれども、そこの中で議論をしまして、また、議会からの議論もいただきまして策

定していくということをお聞きしております。 

 なお、それまでの準備期間として、この計画が今年度までになっておりますけれど

も、もう１年だけこれを延ばすということになっております。延ばすに当たりまして、

その分権型教育行政でありますとか、教育委員会における市長の位置づけというのが

もともとありませんでしたので、その辺も含めまして策定をしていくというふうな流

れになっております。 

 続きまして、８番目の項で教育行政連絡会や学校協議会の仕組みにつきまして周知

されているのか、また、どのように保護者に知らせているのかという御質問でござい

ます。教育行政連絡会につきましては、区役所におきましてホームページ等で会議の

意義とか、また「よどマガ！」とかでも御説明していただいてるところですけども、

まだまだ委員御指摘のとおり周知できてないというところがありますので、更に募っ

てまいりたいと思います。課題として認識しております。 

 学校協議会におきましては、学校単位での周知をやっておるところでございます。

一週間前までのホームページでの事前告知とかいうことでやっております。あわせて

先ほど言いました区広報紙「よどマガ！」ですとか、またツイッター等でも周知して

いるところでございます。あわせまして、区ＰＴＡ協議会の中堅研修でありますとか、

今年度は６回開催しました学校協議会委員向け研修などでその内容について御周知さ

せていただいてるところでございます。まだまだ、周知が足らないというところがあ

りますので、更に応募募ってまいりたいと思います。 

 続きまして、９番目のヨドネルでございます。ヨドネルについて、アンケートをと

ってから学校・保護者・地域で取り組むのか、子どもたち自身が取り組むことなのに

アンケートとるだけではもったいない。アンケートも返ってこないかもしれないとい

う御指摘ございます。ヨドネルにつきましては、先ほどパワーポイントで説明させて
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いただいたとおりでございまして、単なるアンケートということでは考えておりませ

んで、科学的な観点を持った調査ということでやっていきたいと思っております。そ

れをまた集約しまして、地域の皆様、学校ごとの課題ということでフィードバックし

まして、それをもとにいろいろ進めてまいりたいと思います。また、オール淀川区を

上げてスローガン等検討しまして、それをもとに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。 

 私のほうは、以上でございます。 

○新井市民協働課長 

 続きまして、１０番目。地域活動協議会の運営について。地域活動協議会の活動が

十分できてない地域があり、他地域と進捗度に差が生じている。地域リーダーに対し

て指導支援が必要ではないでしょうか、という質問です。１８地域それぞれ地域特性

に応じた活動が展開されており、地域活動に差が生じている現状はございます。今ま

で、地域活動にかかわりの薄かった層の参画促進や新たな担い手確保に既に取り組ん

でいる地域の情報を積極的に情報共有いたしまして、淀川区まちづくりセンターと連

携して地域活動の支援をしてまいります。またリーダーへの支援策として、今年度は

ブロック別の地域活動協議会意見交換会を２回開催しました。地域リーダーや実務者

同士がテーマに沿って活発に意見交換したことで、他の地域の様子がわかって大変参

考になったというふうにおおむね好評でございました。平成２８年度も継続して開催

し、ほかの地域の活動を参考にして、地域活動がますます発展して進められるよう支

援してまいります。 

○佐多政策企画課長代理 

 続きまして、１１番と１２番はコミュニティ回収ということで御質問いただきまし

た。１１番につきましては、今現在マンションとか子供会ですね。集団回収やってる

ところなど、そういうところで、コミュニティ回収始めるに当たってどう整理してい

ったらいいかわからない、ということでございました。地域によって子供会とかマン
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ションでやってるところが多いんですけども、原則コミュニティ回収の考え方としま

して、今現在、環境局が行政回収でやってる部分を地活協が契約した業者が回ると、

変わるというふうに考えていただければわかりやすいのかなと思っておりますんです

が、個々の地域によって事情が異なりますので、一声区役所なり環境事業センターに

お声掛けいただけましたら、地域に出向いていろいろ提案とかも含めて御相談に乗ら

せていただこうと思っております。今回のこの件につきましても、お話いただいてか

ら次の週に地域へ環境局と一緒にまいりまして、いろいろお話伺いながら情報提供等

させていただいたところでございます。 

 次の１２番ですけど、これは取り組み２年目以降、環境局の制度に移るけど、これ

まで通り自主財源にできるのか、ということでございました。これは先ほどのスライ

ドでも申しましたように、２年目以降は環境局になるんですが、同じように自主財源

としてお使いいただけます。特に、使途の縛りというのはございませんので、地域の

ほうで決めていただければと思います。支援の単価につきましては、先ほどのスライ

ドと同じ単価が載せてございます。それから、二つ目の質問で、１２番の二つ目が子

供会等のダブりということで御質問でしたが、これにもコミュニティ回収が始まると

きに子供会といいますか、マンション等も含めて既存の集団回収との関係で役割分担

した上でコミュニティ回収に取り組んでいただきますので、その辺は御心配なくとい

うことです。２年目に入るというのであれば今現在の集団回収をそのまま続けていた

だけるということで、御理解いただければと思います。以上でございます。  

○西政策企画課長 

 続きまして、１３番区シティ・マネージャー自由経費におけます舗装維持修繕費に

ついてでございます。お尋ねのほう、地域活動協議会のほうで大阪市道の舗装維持や

舗装にかかる点検や保護を行った場合、地域活動協議会の経費が支払われ、地活協の

財源にすることができないかと御質問であろうかと思います。所管の建設局にお尋ね

しましたところ、今回計上しておる予算には道路の点検業務がまず含まれてないとい
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うことあるんですけども、一般市民の方が道路点検作業の従事する場合は道路交通法

などに基づく警察との許可の協議が必要になるというのが一つ課題があるということ

と、あと道路損傷などの情報は日常的に市民の方々から通報を受けて対処してますと。

そのような市民通報と、また地活協からの広告というのはどのように区別するかとい

うのはなかなか難しい問題があるということでございまして、現行制度におきまして、

この道路補修の点検ということで、地活協への掲出をする方策が現状では見当たらな

いというお答えでございます。 

 続きまして、１４番。もと区役所等の跡地の活用についてということで、長らく放

置されている区役所旧庁舎などをイベントなどに活用してはどうか、という御提案を

御意見でございます。おっしゃるとおりでございますが、ただ現存してます旧庁舎の

ほう老朽化が進んでおりまして、耐震基準の限度に満たしておらないということで、

建物の中には不特定多数の方々が入るというのは設備上困難ではないかというふうに

考えております。もし、市民の方々から何か使わせてくれないかというような要望が

ございましたら、淀川通り面した空地のようなところで何かできることはないかとい

うことを検討はしてまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、１５番です。区政会議のスタイルや進行の問題についてということで

ございます。特定の議題に質疑が集中して時間が割かれる、というような御意見でご

ざいます。我々事務局といたしましても、進行方法や資料の工夫を加えて、できるだ

け多くの委員の方々に御意見頂戴したいと考えておるところでございますが、委員の

皆様方にもぜひとも御理解・御協力を賜りますようお願いしたいと考えております。

また、委員と区役所の職員が交互に着席すれば対話しやすい雰囲気になるんじゃない

かというような御意見を頂戴しております。ただ、このごらんの区政会議なんですが、

ここへ委員の皆様が座ってられる間に我々区役所の職員が座ってしまいますと非常に

大きなロの字型になってしまうなど、会議の運営上非常に困難が伴うかなと思います

ので、この区政会議は全体会議では実施は無理かとは考えておりますが、ただ比較的
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少人数で実施してます部会では何らかの検討、方策あるやろうというふうに考えてお

りますので、そちらのほう検討のほうさせていただければと考えております。よろし

くお願いいたします。 

 続きまして、資料の１０をごらんいただけますでしょうか。区政会議委員の意見へ

の対応方針でＡ３縦長の表でございます。平成２７年度でこれまで区政会議３回。ま

た、各部会を開催しております。また、平成２６年度では区政会議を４回開催してま

いりまして、それぞれの対応方針について、そこを分類というところ番号で整理して

おりますので、またごらんいただけますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、事務局からの説明させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございました。予定していた進行よりも相当ずれ込んできてるよ

うですので、できれば簡潔に御説明をいただければありがたいと思います。 

 それでは、以上の事務局からの説明について委員の皆様方から御意見を伺いたいと

思います。なお、ただいま説明がありました今回の事前に御意見をいただいた方です

けれども、今田委員、板谷委員、田中委員、姫野委員、山本委員、牧委員、森田委員、

西尾委員、丸山委員、横山委員とお聞きしております。皆様方には、事務局のただい

まの説明に対して何か追加質問等ありませんでしょうか。ありましたら、またつけ加

えて御意見賜ればと思います。また、ほかの方からもただいまの事務局の説明受けま

して、御意見や提案がございましたら活発に御発言をお願いしたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

 小澤委員。 

○小澤委員 

 コミュニティ回収の件なんですけど、非常に思うように進んでない印象があります。

ことしの予算が何とか継続していただいたということで４５１万円。何かさっき聞い
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たら５地域。４に５足しても９ですよね。それで半分。それでこれは、２８年度で一

応予算終了するんですかね。まだ続くんですかね。その辺の見通しとして。最終的に

はこれ１８地域全部やっていく必要があると思うんですけど、一応、野中では６月か

らやってます。おおむね今の試算でいくと大阪市の報奨金が７０万。それから業者か

らが、今のところ恐らく全体像はなかなかまだ見えないんですけど、６０万円ぐらい。

だから１２０数万円、多くて１３０万円ぐらいかなと思ってます。それプラス、若干

４、５、６月のあたりの部分が集めるとこがありますんで、その辺単年度でやると大

体１５０万円ぐらいの費用になるんかなと思います。ただ、うちの地域でも悩ましか

ったのは、地域活動協議会でこれ集めると非常に楽なんですよね。一括でやるから。

ただ、うちも６地域が集団回収しておりました。マンションとかいろんな。ここに子

供会も出てますけども。そういうところについては、やっぱり財源にしてますので、

非常に悩ましいことになって。うちの地域は、地域活動協議会のお金は町会から上納

していただいてますので、特別資金を必要としてませんでしたので、一応収入は全額

町会に返金する。また、各団体に１００％返金ということで今年度はやっております。

だから、ちょっと各団体・各町会何ぼ集めたかという把握をする必要があるんで、そ

の辺で非常に苦労した部分ありますけど、何とか運営していっております。  

 ちょっと区役所にお願いしたいのが、一団体に５，０００円というのは、環境局さ

んがこれかたくなに言うてはんねんけど、例えば地域活動協議会に一団体ですよね。

うちの地域でしたら、町会含めて十何団体あるんですね。そしたら、それを一つ一つ

やれば６万円ぐらいの基本的なお金が入るんですけど、地域活動協議会で一つとすれ

ば５，０００円ということで、そこで大変な減額になっちゃうんで、その辺は何とか

是正してほしいということをお願いしたいんです。そこの改善の見通しがあるのかな

いのか。それで一つきょう見て、これは頑張ってくれたんやなと思うのは、来年度か

ら単価上がるんですね、これで見ると。４円が４円８０銭になってるから。そういう

意味では、地域に還元する財源がふえるんかなと思ってますけど、一つこれ本当に１
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８地域、環境局の資源の有効利用ということで取り組む、それが一番大事な部分と思

うので、やっぱり何か２８年度、２年頑張って９地域というのは、ちょっとどうかな

と思います。やっぱり最終的には淀川区全体でやるという、そういう目標とビジョン

を持って取り組んでいただきたい。だからこの４５９万円というのは、ちょっとどう

かなという気はするんですけど、その辺の見通し含めてちょっとお願いしたいと思い

ます。 

○佐多政策企画課長代理 

 ありがとうございます。前も御質問あった部分で予算上５地域というふうになって

ますが、これは積算上の話で５地域というふうになってますけども、もちろんこれ以

上にやりたいという地域があれば予算工夫して支援していきたいなと思っております。

それから、２８年度で終わりかということでございましたが、もちろん２８年で５地

域としているのは、２７年度、２８年度で半数の９地域でまずいこうかと。その上で、

それ以降も重点的に区内全体広がるように取り組んでいきたいなという思いは思って

おります。 

 それから、環境局の一団体当たり５，０００円の支援金の話ですが、これまでも各

地域に御説明に行ったときにお伺いしてまして、そのときに環境局も入ってこれ問題

やというふうな課題といいますか、認識は持っておりますので、また、今後前向きに

取り組んでいってくれるというふうに思っております。また、淀川区としては９地域

で終わりではなく、全体に広めていきたいなというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○嘉悦議長 

 コミュニティ回収、よろしいですか。一応じゃあ、いろいろとあると思うんですけ

ども、ちょっとほかの案件にいきたいと思いますので。 

 越智委員。 

○越智委員 
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 済みません。前回１２月１７日はちょっと私出席できんかったんですけど、前回の

資料見とったときに、去年コミュニティバスが９月末で廃止になってます。それを今

後どうするかということをわざわざ委員会まで開いてやった。その結果を例えば４条

バスやったらあかんとかいう話やって。たまたま、某社会福祉法人の方がやろかとい

う話があったと思うんですけどね、僕当事者のほうから話を先般１２日やったんかな、

土曜日聞きましたけど、当該地域のみんなが集まった中でその件をこの前回の区政会

議のときに御説明していただいたんですかね。僕まだ全然読んでないから、ちょっと

何とも言えんのですけど。 

○西政策企画課長 

 前回の議題には上がってはおりません。 

○越智委員 

 それを、何のために何地域か集まって委員会を開いてやったのなら、説明せんとあ

かんのとちゃいますかということを言いたいんです。実際、もう９月末で終わってる

んだから。わかりますか。 

 それともう一つは、４回の委員会で勉強会したのに、それをちゃんと反映して名乗

り上げてくれたところに対して、いろいろ協力。僕が一番心配しとんは、先般もそこ

の理事長と話したんやけど、バスとかなんとかの１０人乗りぐらいのバス手配しても、

結局、国交省がだめよと言われたら無駄になります。向こうは金出してやってるのだ

から、役所としても、そこら辺も十分詰めてやられたんですかね。向こうのほうが、

いろいろこうしようと何とか話してやったとは言うてましたけど、資料つくってまし

たわ。この前の４回の委員会の中で誰かが座長やっとったどこかの大学の准教授、研

究者か何かがつくっとたいろんな資料みたいなのつくられてましたわ。そこら辺もや

っぱり、役所としてどういうふうに話されたんかなと。結果的に当該地域のここに委

員さんおるわけやから、やっぱりその説明して、たまたま某社会福祉法人がここにお

る加島と三津屋は協力しましょうという形で今進んどるのに、そういったことを皆さ
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んほかの地域もやっぱり必要なところあります。そういったことを説明されたんです

かいうことを聞きたい。 

○西政策企画課長 

 前回ではバスの話はしておりませんでした。これ９月の中ごろに４回目を開いてお

ります。９月のときにその経過については御説明させていただき、前回はその話がな

くて、今回迎えておるいうこということでございます。今、お話ありました社会福祉

法人さんところも我々情報交換しております。我々淀川区、運輸局から指摘がありま

して、運行をやめたということでございますが、社会福祉法人さんでやられるのはい

ろいろ法的な、さまざまなハードルがありますので、運輸局からいろんな情報を得な

がら、社会福祉法人さんのほうにも情報提供しながら、また、御相談も受けたりしな

がらやっておるところでございます。ただ、１０人乗りぐらいでお持ちなので、それ

で何とかできないかということもお考えになっているようなこともおっしゃったとお

りでございます。それで、できる方策、まだ、いつ実現するかちょっと見えておらな

いところでございますけども、引き続き、事務局で御指摘の分協議しながら進めてま

いりたいと考えております。 

○嘉悦議長 

 バスについては、もう一度事務局のほうで検討して回答していただくように、よろ

しくお願いします。 

 ほかに、何か御意見ございませんでしょうか。 

 一丸委員。 

○一丸委員 

 神津の一丸です。先ほど、御説明されました資料６の区政委員から事前にいただい

た意見についてという回答の中で１３番目の区シティ・マネージャーの自由経費で、

質問内容の１行目で舗装維持修繕費という項目があるんですけど。これは回答に載っ

てます、巡視されて、職員の方が損傷度合いを確認し、となっているんですけど、こ



34 

れは損傷やから傷んでるとか汚れてるとか、いろいろあると思うんですけど、私のほ

うから、私は道路全般のことの維持修繕費ということだと思うんですけど。  

 昔、もう大方２０年か３０年前ですけどね。道路、歩道の植樹帯なり街路樹には、

台風の前に枝を払いに来たりされてたんです。ところが、近年、１年に１回、あるか

ないかの状態で、木が伸び放題で、その枝が上の架線、電気とか電話線に接して、風

で揺れて、線が裸になって、危険な状態やというのをよく目にするんです。 

 それで、あと、中央分離帯。広い道幅では中央分離帯が１メートルか１メートル５

０ぐらいあるところがあるんですけど、そこも雑草が伸び放題で、よく見ますと、ご

み、空き缶が茂みの中に我先にという形で、満杯の状態で入って、ごみとか入ってい

る場面も見られますし、また、交差点付近に安全柵なりガードレールを４隅、信号の

ところに設置されているんですけど、よく見ると、そのガードレールの柵の下に雑草

は生え放題。たばこ、ごみ捨て放題の状態で、こういうのをきれいにするのも舗装維

持修繕費から出されるのかと思うんですけれど。 

 また、公の施設、特に公園とかの入り口付近に看板とか、かけてあるんですけど、

その看板の落書きですね。ローマ字を横に倒したような、横書きで、大阪市内どこで

も見かけるいたずら書きですね。よく新聞とかマスコミなんかでも、地下鉄の車両に

落書きされたとか。地下鉄の落書きも毎年耳にしてるんですけど、改善されてないよ

うな状態で。それで、淀川区はいつも同じです、植樹帯なり、中央分離帯のところな

り交差点なり、落書き。 

 何か、もうずっと、ここ２０年ぐらいずっと同じような状態なので、本当、道路維

持作業で市の職員が回っておられるのかということを疑問に思ったりします。それで

もう、植栽も、年に１回。中央分離帯のところに雑草も生えて、片側２車線のところ、

中央分離帯に近い車線のところの半分ぐらい。車道の幅員３メートルとしたら、半分

ぐらい１メートルか１メートル５０ぐらいの雑草が車道のほうに出ている。それで、

片や、こっちの歩道に近いところは駐車違反の車がとまってたりしたら、本当は２車
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線あるのに１車線しか車が通れないということで。雑草も言わば、駐車違反の形にな

っているのですけど。それでこんな思いますと、本当つくづく行政はお金がないのか

どうかわかりませんけど、放置された状態がここ１０年ぐらいずっと見ているんです

けど。この点について、いろいろ改善していきたいとか、市の区役所のほうはいろい

ろお考えなんでしょうか。お聞きしたいんですけど。 

○嘉悦議長 

 事務局、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 道路の管轄、樹木の関係、大阪市の中でいうと、建設局のほうの所管ということに

なってます。また、街路樹も公園事務所で、道路のほう、こういう形でまたいろいろ

と組織が分かれておるところでございます。それぞれが計画立てて、運用上はやっと

るとは思います。ただ、先ほど、少し御指摘もありましたけれど、予算的にも局も厳

しいとも聞いております。樹木の剪定なども計画的にはやっておられるかとは思うん

ですけども、ただ一方で、委託してやっておる関係上、回数とかがひょっとしたら、

以前に比べて減っているのかもしれません。そこら辺の以前との比較するようなもの

手元にありませんので、若干想像の部分もありますけども、そういったことは考えら

れるのかなとは思います。建設局のほうも多分、問題意識は持ってやられてはおるか

とは思いますが、予算の関係等もあるのかなと思います。 

 そういった御意見あったということは、建設局にも伝えてまいりたいと考えてます。  

○嘉悦議長 

 よろしいですか。 

○一丸委員 

 それはそちらのほうでまたいろいろ、お考え願いたいと思います。 

 あと、淀川区、安全、安心なまちづくりというスローガンですね。どういうふうに

決められたか経過わかりませんけれども、安全、安心な、きれいなまちづくりという、
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きれいも入れていただけないかなと、私だけの考えですけど。それはお願いしておき

たいと思います。 

 以上です。 

○嘉悦議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかには、いかがでしょうか。御意見。 

 どうぞ。 

○小澤委員 

 ちょっと端的に、待機児童は、ことしの結果当然出てないんですけど。大体、淀川

区として、どのぐらい想定しているのか。多分ゼロではないと思いますので、どのぐ

らいの待機児童が２８年度出るのかどうか。その辺の見通しをちょっと聞かせてほし

いのと。 

 それともう一つ、兄弟の子どもがいてて、その兄弟が別々の保育所、また、こども

園に入るということを結構聞くんです。それって、一人の親が両方に連れていかなあ

かん、これは大変な作業ですよね。そういうことはやっぱり解消してあげる必要があ

ると思うんです。だから保育所、こども園に入るのは点数があるというのは、今、テ

レビでも問題になってますけど。わかってるんですけど、ただ、兄弟の部分で、やっ

ぱりできるだけ同じ保育園なりこども園に入れてあげるというのが、親の仕事を続け

ていく上で、やっぱり軽減になります。 

○越智委員 

 議長、これ５番目の議題と違いますの。 

○嘉悦議長 

 そうですね。議題が次のところで出てきますので。 

○小澤委員 

 そうですか。 
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○嘉悦議長 

 次のテーマで回答お願いいたします。 

 ほかに、何かありませんか。 

 どうぞ。 

○長尾委員 

 地域防災計画について、木川地域でもつくろうとしてるんですが、以前につくった

やつがあるんですけども、これを新しくつくろうとしてるんですけども、まず、どう

いうふうにアクションを起こせばいいか。それと、これかなり費用が要るんですね、

時間と費用がかかるんです。ここに４カ月から６カ月と書いてますけど、以前つくっ

たときは２年かかったんです。こんなに簡単にできるものかと。費用が、うちで二、

三十万かかったんですけれども、その費用をどう捻出するのか。その辺をお聞きした

いんですが。よろしいでしょうか。 

○石崎連絡相談担当課長代理 

 防災担当してます市民協働課の課長代理、石崎と申します。 

 今、御質問いただきました、地区防災計画の件なんですけども、木川地域のほうで

おっしゃったような形なんですけども、もし、そういうことを見直し等されるんであ

れば、私ども市民協働課の防災担当に連絡いただきましたら、その作成等についての

御相談に応じていきたいと思います。それが一点。 

 それから、予算の関係につきましては、私ども今、２７年度に作成された地区防災

計画については、２８年度で印刷等の経費を見込んでますので、それらにつきまして

も、同じように作成された段階で御相談に応じていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○嘉悦議長 

 ありがとうございました。 

 時間の兼ね合いもありますので、どうしてもという御意見があればいうあれですけ
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ど、なければ次に進めたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

 それでは、議題を進めたいと思います。 

 ４、もと淀川区役所跡地の検討状況について。５、保育所を取り巻く現状と課題に

ついて。６、淀川区におけるＬＧＢＴの取り組みについて。この三つを議題にしたい

と思います。事務局より、これらの議題説明お願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○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。 

 もと淀川区役所跡地の検討状況について、御説明いたします。また、前のほうの画

面ごらんいただけますでしょうか。 

 前回の区政会議で、もと区役所跡地に関する経過につきまして、淀川区として考え

ておる図書館整備のこと等を詳しく説明いたしましたけれど、また、これまでの経過

について簡単に触れますとともに、前回の区政会議以降の検討状況についても、ある

いは今後想定される動きについて、御説明いたします。 

 まず、簡単におさらいしておきますと、もと淀川区役所、御存じのとおり十三駅の

南東側のところにございます。原則売却ということになってございます。ここの跡地

についての課題ということを考えますと、一つ区民意見の反映ということで、平成２

５年に区民の意見を頂戴いたしましたところ、跡地に図書館の移転や充実を求める意

見を多くいただきました。また、跡地の価値向上を図るため、形がちょっといびつに

なっておりますので、その整形化を含めた事業手法についても検討するということを

大阪市の内部でも検討を求められたところでございまして、これらを踏まえて、区役

所では、図書館の整備、あるいは事業採算性を考慮した整備手法の検討を進めていく

ことといたしたところでございます。 

 このうち、図書館の整備につきましては、新しい図書館の整備とともにまちじゅう

図書館の展開、学校図書館の活性化を柱といたします、「淀川・図書のまち構想」を
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掲げて、図書館を核としたまちづくりに取り組みたいというふうに考えております。  

 また、新しい図書館につきましては、新たな市民参画の創造によりまして、ユーザ

ーに寄り添う図書館。また、新たな市民交流の創造によるお互いの顔が見えるような

図書館、いわゆるワイガヤ図書館ですね。あと、新た 

ぎわいの創造による多様なユーザーが賑わい集う図書館を実現して、図書館の中にま

ちを創るというようなことをイメージしておるところでございます。 

 ここから、前回、区政会議から新たに加わる要素でございます。この区役所の跡地

に対して民間事業がどのようなニーズをお持ちであるのか。また、どのような整備手

法をお考えなのかということを調査するために平成２８年、ことしの１月から２月に

かけまして、市場調査、マーケティングリサーチを実施いたしたところでございます。

いろいろな提案をいただきました。一番多かったのが、図書館と民間施設の部分は

別々に分離して建設したらどうかという意見が多かったんですけども、中には、跡地

全体を使って一体開発、図書館と民間施設を一つの建物で開発したらどうかという御

提案もございました。 

 あと、図書館と民間施設を別々に整備運営とありますけれども、図書館と民間施設、

これ、所有者も、図書館を大阪市で使用して、運営もしていくと。民間施設は民間施

設で別々に運営するとような御提案もありましたけれども、図書館と民間部分を例え

ばこの官民連携手法、ＰＦＩというような手法があるんですけれども、そんな手法も

用いて一体的に整備、運営するようなこともできるんじゃないかというような御提案

もいただいておるところでございます。 

 あと民間施設、これ、図書館以外の部分に導入される機能としてどんなニーズがあ

るかということをお聞きしましたところ、これは一例ではございますけれども、高齢

者住宅であるとか福祉施設、商業施設、病院、薬局、マンション、事務所、保育所、

スポーツ施設などが考えるというような御提案をいただいておるところでございます。  

 最後は２８年度以降の予定ということ、これは区役所の幾らか希望的観測も含まれ
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ておるんですけれども、官民連携手法、先ほど申し上げました、提案がありましたＰ

ＦＩなどの官民連携手法を含んだ跡地の活用方策について検討を進めてまいりたいと

思います。 

 また、図書館機能、どのようなものがいいかというのを有識者、区民の方々に参画

いただいた委員会などで意見を聞きながら、区役所の中身を考えていきたいというふ

うに考えております。 

 この跡地の活用方針であるとか、あと図書館整備、跡地に図書館を整備するという

ことは大阪市としては正式にまだ決定したわけではございませんので、その可否につ

いても、大阪市として最終的に決定したいというふうに考えております。図書館整備、

もし可能ということになりましたら、売却、あるいは官民連携手法の導入などの手続

に着手してまいりたいと。こちらのほう、まだちょっと時期、この後どうなるかわか

らないですけども、早くて平成２９年度になるのかなと。ここはまだ全然、今後の予

定、未定の部分ございますけども、この中身で、今後、この区役所跡地、あるいは図

書館整備について、我々、進め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。 

 以上、甚だ簡単でございますけども、もと区役所跡地についての現在の実情につい

ての説明とさせていただきます。 

○嶌岡保健・子育て支援担当課長 

 保健・子育て支援担当課長の嶌岡でございます。 

 それでは私のほうから、保育所を取り巻く現状と課題ということで御報告をさせて

いただきます。 

 まず、淀川区は新築マンションの建設が進んでおりまして、若い世代の転入が大変

多い区でございまして、保育のニーズも年々高まっております。しかしながら、保育

所の整備が思うように進まず、保育所に入所できない保留児童の問題は大変深刻な状

態で、区の子育て部門の大変重要な課題となっております。これが淀川区の保留児童
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の状態なんですが、大変多うございます。平成２６年度は２７１人ということで、こ

れは２４区中第１位という状況でございます。それから平成２７年度は１８６人、減

少したものの、これでも２４区中第３位の数字でした。これは保育所を整備した効果

が出たためで、一旦、減少したものと考えております。 

 ところが、平成２８年度のところをごらんください。これはまだ３月４日時点の数

字なんですけれども、保留児童数が２５０人となっております。保留児童数は毎年４

月１日に確定いたしますので、まだ数字が若干変動はいたしますが、昨年を上回るこ

とは間違いないと思っております。ここにありますように、このままだと平成２８年

度以降、毎年増加することが見込まれております。 

 続きまして、次にこれは保育ニーズの地域偏在ということになります。保育所の課

題は大きく捉えますと、この地域の偏在と、次に出てきます年齢枠のミスマッチ、こ

の２点が大きな課題でございます。 

 この地域の偏在なんですけれども、地図に示しておりますように、淀川区の北部、

それから北東部の４カ所、このあたりが大変保育ニーズの高い地域となっております。

保育所は保護者が送迎をいたしますので、あいていたらどこでもよいということには

なりません。このように特定の地域に入所希望者が集中するような状況となっており

ます。 

 次に、これはまた二つ目の大きな課題なんですが、年齢枠のミスマッチというとこ

ろです。平成２８年４月に保育所に入所したいと申し込みをされた方の１０月１５日

時点での数字となります。表の上のこの淀川区の状況を見ますと、全体の申込者は９

００人で、募集数が８６６人ですので、入所できないのは差し引き３４人となり、こ

れだけを見ますと足りているようには見えますが、しかしながら、このことは年齢や

地域性を全く考えなければこの数字になるということです。淀川区のように面積の大

きな地域を一くくりに考えることはできませんし、年齢枠を超えての入所はもちろん

できませんので、トータルで差し引きをいたしましても、こういった数字というのは
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意味を成しません。 

 例えば年齢別に申込者と募集数を比べてみますと、倍率の高いところ、この黄色の

ところ、１歳児と３歳児のところ、これが大変厳しい状況にございます。特に１歳児

のところは申込者数が３７２人、募集数が２５３人ということで、１１９人が入所で

きないということになります。１歳児につきましては、毎年の傾向でもありますが、

育児休業明けの申し込みが殺到いたしまして、大変深刻な状況となっております。そ

して、今、申しましたように、３歳児も大変しんどい状況です。この間、小規模保育

園と申しまして、ゼロ歳から２歳までの子どもが入所できる保育施設を淀川区でも整

備してまいりました。その結果、その２歳児が卒園後の３歳児となって入所できる保

育所が不足しているという状況が生じております。下の大阪市のところと比べていた

だきますと、大阪市の場合は、倍率の高いところが１歳児と２歳児なんですけれども、

淀川区は、先ほど申しましたとおり、１歳児、３歳児が、大阪市全体の数字と比べま

すと、特に３歳児の入所が大変難しい状況にあると言えます。 

 この後ろのほうの資料、皆さんにお渡ししていると思いますが、「よどマガ！」１

１月号の記事を皆さんにお渡ししておりますので、これは保育所の入所申し込みをさ

れました方々の生の声を掲載しておりますので、またぜひ御一読をください。  

 最後になりましたが、今年度の４月に向けての入所申込者数は、ここにありますよ

うに１０月時点では９００人でしたが、その後も申し込みが続きまして、３月の時点

で１，０００人を超えております。それに伴って、保留児童数も当初の予想をはるか

に上回る結果になると思われます。保留児童の解消のためには、これまで申しました

ように、大きな二つの課題、すなわち地域の偏在、年齢枠のミスマッチ、このことに

細かく配慮した整備計画を立てなければならないと考えております。それからまた、

いざ保育所を建てようにも、保育ニーズの多い地域に保育所に適した土地があるのか

という問題も出てきます。 

 今後もこのような区の実情を踏まえまして、こども青少年局とともにさまざまな手
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段を講じて保留児童の解消に向けて取り組んでいきたいと考えております。  

 私のほうからは以上です。 

○白方市民協働課長代理 

 それでは続きまして、淀川区におけるＬＧＢＴの取り組みについて御説明させてい

ただきます。私、市民協働課の課長代理をしております白方と申します。  

 お手元資料１３を見ていただきたいんですけど、非常に暗いので、画面前のほうを

見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 私たち淀川区役所におきましては、いわゆる性的マイノリティーと言われるＬＧＢ

Ｔの方々に対する支援事業を平成２６年度から本格的に実施し、平成２８年度は節目

の３年目を迎えるところでございます。全国の行政機関に先駆けて、ＬＧＢＴは人権

課題であると認識して、ＬＧＢＴ支援事業を積極的に推進してきました。  

 その結果、区民の方々が、淀川区に住んでよかった、淀川区以外の方からは、淀川

区に魅力を感じていただき、淀川区に住みたいと言っていただいております。また、

小額ではございますが、全国からふるさと納税として寄附をいただくなど、この事業

に対する当事者のサポートとしては効果があったものと認識しております。また並行

して、やはり区民に対するＬＧＢＴの理解の促進も重要であり、広報紙「よどマ

ガ！」などの広報媒体を活用したり、啓発ポスターなど、講演会などを開催して積極

的に啓発活動を行っております。 

 その結果、昨年の区民まつりにおきましては、区民アンケートで約８割の方々が、

この事業に対する理解があると答えていただいております。また、コミュニティスペ

ースの利用者からは、本当に自殺まで考えたが、ようやくたどり着いた場所だと。自

分は１人ではなかった。行政だから安心して参加した。社会に認められない存在と思

っていたが、私たちを認めてくれた。そして生きる勇気をもらったなど、たくさんの

意見をいただきました。その結果、世界を初め国内の各地から注目されるようになり

まして、平成２７年度におきましては、海外からシカゴ、香港の団体、国内では東京
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都渋谷区、横浜市、名古屋市、宝塚市を初めとする全国の自治体機関や議員の方々が

淀川区役所に視察に訪れていただきました。 

 これは、やはりＬＧＢＴ問題は人権課題で、そして命の問題であり、淀川区が約３

年前からやってきたことをようやく各自治体が認識し出したことの裏づけだと確信し

ております。また、企業における取り組みのスピードも加速しており、２０２０年の

東京オリンピック開催までの４年で、私たち行政や企業における取り組みも本当に全

国に広がるものと思っております。 

 この他、ＬＧＢＴに関する取り組みを皆様にお伝えするのは全然時間が足りません

ので、そこで私たちの取り組みの一部を約３分ほどのビデオをつくりました。これを

ごらんいただいて、淀川区におけるＬＧＢＴの取り組みの御説明を終わらせていただ

きたいと思いますので、画面前のほうを見ていただきたいと思います。 

（ビデオ鑑賞中） 

○白方市民協働課長代理 

 以上です。どうもありがとうございました。 

○嘉悦議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に関して何か御意見等ありましたら、御発言のほうよろ

しくお願いします。 

○小澤委員 

 先ほどはどうも私の勘違いで申しわけなかったです。おわび申し上げます。  

 待機児童の数字を言ってもらいましたんで、それでわかりました。 

 ただ、２８年、２９年、３０年では、７８１と、施設は全くふえてないんです。こ

れは、こども園にまだ移行してないところが非常に多いんですけど、こども園に移行

していくときに、保育型を併設することは可能と思うんです、幼稚園が。そのときに、

今の幼稚園は３歳ですかね、受け付けるのが。だけど、保育園型を併設すれば、ゼロ
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歳児から受け付けるということが可能になりますので、施設の問題はあるでしょうが、

受け皿としては可能性がありますので、こども園に移行していくときに、この保育園

型を併設するというのを進めていけば、待機児童の解消にも非常につながるのじゃな

いかと。新しい施設をつくる必要ないんですから、そういうこともちょっと検討して

いただきたい。その辺をちょっとお答えと、それと先ほどの兄弟についての考え方、

それをちょっとよろしくお願いしたいと思います。 

○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。 

 まず、待機児童についてなんですけども、先ほど言いました、３月の時点で、今、

２５０人ぐらいの保留児童が出ていると申しましたけれども、その中に待機児童とい

うのは多分含まれております。要は、募集数と申請者数を引いて入れなかった子ども

の中に待機児童、大きく言うと保留児童がおります。待機児童といいますのは、厚生

労働省の定義にしたがってカウントいたしますので、まだちょっと具体に作業してお

りませんので、３月末に締め切った時点でカウントをさせていただきますので、もう

しばらくお待ちください。 

 それから２点目の、兄弟が同じ保育所ということなんですけれども、本当に私たち

もできるだけそうしてあげたいと、日々、選考のたびに思っております、委員がおっ

しゃっておられますように。ただ、大阪市は点数制でして、兄弟ということで加点も

あるんですが、なかなか淀川区のように、先ほどから申してますが、保留児童が大変

多い場合は、兄弟だからということではなかなかなり得ない場合がやはり多いです。

そういった問題は淀川区だけではなく、ほかの区でももちろん起こっておりますので、

こども青少年局のほうにもそういったお声も届いておりますので、何とか解消できな

いかということで、次年度に向けて何ができるかを局とも一緒に考えていきたいと思

っているところでございます。 

 それから、先ほどおっしゃいました認定こども園の話なんですけれども、ちょうど
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今、淀川区は認定こども園の新規の募集をしております。委員がおっしゃいましたよ

うに、幼稚園のところに保育所の部分を加えてということで、たしか７０人定員の認

定こども園を淀川区内に１カ所ということで、今、公募しておりますので、またそう

いった園がふえてくれれば、保留児童、待機児童の解消にはなるのではないかと考え

ております。 

○嘉悦議長 

 小澤委員よろしいですか。 

○小澤委員 

 頑張ってもらったらいいです。 

○嘉悦議長 

 越智委員。 

○越智委員 

 今、待機児童というべきか、保留児童というべきかどうかちょっとわかりませんけ

ど、一つが場所の問題であれば、二つの問題点がある思うんです。今、国会でも問題

になっている保育園落ちたというインターネットが並んでいます。それは現実、保育

所に預けた保育士の待遇改善等で保育士をふやすいう問題が優先するのか、ただ、今、

言われたように、そういった児童を受け入れる場所が大事かいう施設ですね。ソフト

の面とハードの面と両方あると思うんです。 

 その中で、私、思うんやけど、今、小学校の児童が減っていっているので。当然、

小学校の教室もあいてくるわけです。そこら辺に一つの場所的なことであれば見出せ

るかなというふうには思います。それは国の問題とかいろいろあると思いますよ。場

所の建物がないというのであれば、そういう一つの方法論を考えるべきか、それとも

う一つは、保育士が不足してるというんであれば、これは可能かどうかわかりません

けど、いわゆる高齢者の方、おじいちゃん、おばあちゃん、子どもの好きな方おられ

ますね。その方を活用して、やっぱり高齢者の方も一つの生きがいになるような社会、
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それはいわゆる安倍総理が言うとるような一億総活躍社会と違うんかなと思いますけ

ど、人材と場所をどういうふうに考えるかいうことによって、そういった問題もある

程度解消していくんと違うかと思いますけど。 

○嘉悦議長 

 これは回答はよろしいですね。 

○越智委員 

 いいですよ。 

○嘉悦議長 

 提案みたいな形ですね、今のは。また考えていただいたらと思います。  

 ほかにございませんでしょうか。横山委員。 

○横山委員 

 公募委員の横山です。よろしくお願いいたします。 

 旧区役所の跡地についてです。非常に立派な図書館になるんかわかりませんけども、

まだ大分先になりそうな気がしております。それよりも、現状をとにかく有効利用で

きないかというようなことで、私、質問させていただきました。 

 私の考えではフリーマーケットとか、あの一等地、本当にもう今、お化け屋敷みた

いになってますので非常に残念なんです。そういうのをもうちょっと住民の皆さんか

ら、先の建てかえた利用ではなくて、現状の有効利用をぜひ意見を集めるようなこと

をやっていただきたいなと思っています。 

 例えばＬＧＢＴを推奨するならば、建物全体を虹色に塗ってみるとか、非常におも

しろいことができると思うんです。あんな一等地なのに、今、草ぼうぼうで、本当に

はたから見てもお化け屋敷、誰も近寄りません。よそから淀川区を訪れた人が、あれ

を見てどう思うかというのを考えていただいて、今現状の有効利用、とにかく住民の

皆さんに広く意見を求めて活用いただけたらいいなと思いますので、ぜひ御検討いた

だきたいと思います。 
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 以上です。 

○嘉悦議長 

 これも回答はよろしいですか。参考にしていただくということで、もと区役所の有

効活用ですね。よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

○板谷委員 

 今、横山さん現在の有効利用について言われましたんで、今後の検討としての将来

の機能の部分について。今、図書館機能ということで進んでいるわけですけれども、

できることならば、そういう図書館機能にプラスして、いろいろ歴史なり文化なりと

いうものが、ここに来ると一望に見えるというか、把握できるというか、そういうよ

うなスペースなり機能なりを何とか今後の検討として可能かどうかつけ加えていただ

きたいなというような思いがありますので、御意見として言わせていただきました。

よろしくお願いします。 

○嘉悦議長 

 いかがですか。事務局のほうから何かこの件について。 

○西政策企画課長 

 委員おっしゃるとおり、地域図書館が持つ一つの使命でもあるかなと思いますが、

そんなことを含めて、今後とも、図書館機能を考えてまいりたいと思います。  

○嘉悦議長 

 それでは、ちょっと時間のほうもあれですので、まだ議題が一つ残ってますので、

先に進みたいと思います。 

 最後に、４、その他として、２８年度淀川区区政会議開催計画について、事務局よ

り御説明をお願いします。 

○西政策企画課長 

 では、お手元の資料１４と資料１５をごらんください。 
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 資料は１４は平成２８年度の区政会議の予定を記載しておるものでございます。ま

た、資料１５は皆様方から部会の所属について御意向を調査して、それを記載してお

るものでございますが、それぞれ御確認いただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

○嘉悦議長 

 本日の議題はこれで全て終わりましたけれども、全体を通じてどうしてもという御

意見がありましたら、どうぞ御発言結構ですので、どうぞよろしくお願いします。  

 それではないようですので、本日は事務局からお答えし切れなかった部分も幾つか

あろうかと思いますんで、この件につきましては、一旦、整理の上、対応していただ

くように、事務局のほうよろしくお願いします。 

 ふなれな議事進行で御迷惑かけましたけれども、一応、これで議事のほうは終わり

にさせていただきます。進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。よろしくお

願いします。 

○西政策企画課長 

 嘉悦議長、議事進行のほうありがとうございました。 

 また、本日、お忙しいところ、お越しいただきました委員の皆様、ありがとうござ

います。 

 それでは時間もちょっと超過しております。このあたりで平成２７年度第４回淀川

区区政会議を終了してまいりたいと存じます。 

 次回の区政会議でございますが、先ほど年度期間予定をごらんいただきますと、６

月ごろを予定しておりますので、またゴールデンウィーク前後に日程のほう調整させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 また、今回、お手元のほうへアンケートを配付させていただいておるのを御協力い

ただきまして、それを記入いただきましたら、机に置いていただくか、若しくは、お

帰りの際に係の者にお渡ししていただきますようお願いいたします。 
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 本日はどうも長時間にわたりまして、御熱心に御協議ありがとうございました。  

―了― 

 

 

 

 


