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平成２８年度第１回淀川区区政会議 

 

日 時：平成２８年６月１４日（火） 

   午後６時３０分～午後８時２７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、皆さん、大変お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいま

より平成２８年度第１回淀川区区政会議を始めさせていただきます。 

 私は、本日の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でござ

います。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、開会に当たりまして、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。といってもまだ、日が高くて、明るい状態でございますけども。

本日はお忙しい中、会議に御参集くださいまして本当にありがとうございます。 

 今回、第１回の区政会議でございますけれども、この間、議会におきましても区政

会議をいかに充実させていくのかということを、たびたび問われているわけでござい

ます。短い時間でそう何回もできるわけではございませんのと、それをいかに充実さ

せていくかというところでございますけれども、区役所としては、このたび初めて事

前の説明会というふうな形で議題の説明を２回開かせていただきまして、これ非公開

の会議ですのでその間いろんな忌憚ない御質問ですとか、そういったようなものをい

ただいて、かなりボリュームのある書類でございますので、そこら辺の理解をお願い
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をしたところでございます。今年は１回目ということで、２７年度の運営方針につき

まして、その振り返りをしたわけでございますけれども、これやっぱりうまくいった

ところと、うまくいかなかったところが結構ございます。また、２８年度につきまし

ても、２８年度の方針というのはちょっと前につくっているので、２７年度の最終の

結果を受けてそれは柔軟にやり方を変更してということで実施いたしました。聞きま

すと役所は、余りこういった変更をしたがらないそうでございますけれども、最終の

結果を受けて２８年度取り組みが始まっている中で、変更してですね、追っかけるも

のを変えていくというのは非常に大切なことだというふうに思っております。そうい

った意味で、このような変更をしたので、委員の皆様のさまざまな忌憚ない御意見を

いただければというふうに思ってるところでございます。役所のスタイルとして、こ

れがベストだとは思っておりません。初めての試みでございますので、区政会議をど

うやって充実させていくかということは、試行錯誤でございます。そういった進め方

におきましても、今日会議のみならず、常日ごろからぜひいろんな会議の運営につい

ても、御意見をいただけたら幸いでございます。 

 また本日は、先日職員が熊本に派遣されましたので、その関係の報告も入っており

ます。 

 また、少しの報告でございますけれども、旧区役所の跡地についての報告も少しさ

していただくようになっております。 

 ちょっと盛りだくさんのメニューでございますが、この２時間よろしくお願い申し

上げます。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、お手元の資料のほうを確認させていただきます。着座にて失礼いたしま

す。 

 まず、第１回淀川区区政会議次第、淀川区区政会議委員名簿と座席表が裏表になっ
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ているもの、配付資料一覧。資料１といたしまして平成２７年度淀川区運営方針振り

返りダイジェスト版、Ａ３の横長のものでございます。資料２、平成２７年度淀川区

運営方針、資料３、平成２８年度淀川区運営方針の改正履歴、資料４、平成２８年度

淀川区運営方針、資料５、区政会議委員より事前にいただいた意見について、Ａ３の

縦長のものでございます。資料６、頑張るけん熊本、資料７、資料８、淀川区防災計

画について、資料９、もと区役所跡地の検討状況、資料１０、区政会議部会の開催に

ついて、そのほかといたしまして、淀川区の広報誌、区政会議のテーマの提案表でご

ざいます。不足のほうございませんでしょうか。ありましたら、挙手いただきました

ら事務局のほうからお持ちいたします。よろしゅうございますでしょうか。 

 なお、済みません。申しわけございません。資料に１カ所ちょっと訂正がございま

す。資料１を出していただけますでしょうか。資料１の向かって右側なんですけども、

２の１学校教育支援というところがあろうかと思うんですが、その下のとこ、主な具

体的取り組みの一番上のちょぼのところ。小学校における放課後補習充実の支援５校、

その後図書購入、「初夏」とありますけど、これ誤植でございます。書くという字に

架設の架となっております。間違っておられる方、訂正お願いします。失礼いたしま

した。 

 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つけておりますので、御参照い

ただきますようお願いいたします。 

 なお、本日、浦田委員、板谷委員、長尾委員、高石委員、山本委員におかれまして

は御欠席というふうに承っております。また久本委員におかれましては現在、到着の

ほうがおくれておられるようでございます。現在、区政会議委員２２名中１６名の御

出席をいただいております。定数の２分の１以上の委員が出席されておられますので、

会議が有効に開催されていることを御報告させていただきます。 

 続きまして、淀川区選出の市会議員の皆様方を当番幹事順に紹介させていただきま
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す。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。 

○西政策企画課長 

 山下議員でございます。 

○山下議員 

 こんばんは。 

○西政策企画課長 

 北野議員でございます。 

○北野議員 

 こんばんは。大変お世話になっております。 

○西政策企画課長 

 議員の皆様方、お忙しい中、駆けつけていただきまして、まことにありがとうござ

います。なお、杉田議員のほうはまだ到着のほうがおくれられているようでございま

す。 

 続きまして、区役所の職員につきましても、紹介は省略させていただきまして、お

手元の資料２枚目に座席表のほうに職員名と役職をつけておりますので、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。 

 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ので、御協力いただけます

ようお願いいたします。 
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 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 

 それでは、議長としての進行役を務めさせていただきます。御協力のほどよろしく

お願いします。 

 本日は議題として平成２７年度淀川区運営方針の自己評価とその結果を受けた２８

年度の運営方針の見直し。それと４月に発災しました熊本地震に関係して区役所から

被災地の状況などを報告していただきまして、さらに淀川区の防災計画などを説明し

ていただく予定になっております。いつ、どんなときに発生するかわからない災害に

ついて、私たちとしてどのような取り組みが必要なのかをこの機会に考えてまいりた

いと思っております。区役所に区民の意見を反映させていただくために、区民の声を

代表するという気持ちで積極的に、また前向きな御意見を賜ればありがたいなと思っ

ておりますのでよろしくお願いします。 

 それではまず、第一に平成２７年度淀川区運営方針の自己評価についてと、２番目

平成２８年度淀川区運営方針の改定について、事務局から一括して説明していただき

まして、あわせて事前に委員の皆様方からいただいております意見についても御回答

をお願いしたいと思います。その説明を受けた後で、委員の皆様方から御発言をいた

だいて意見交換を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局のほう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２７年度淀川区運営方針自己評価、同時に平成２８年度淀川区運営方

針の改定について御説明申し上げます。 

 まず、お手元資料２の平成２７年度淀川区運営方針をごらんいただけますでしょう

か。 

 平成２７年度は淀川区の目標であります区民との協働によるまちづくりを推進し
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「子育てしやすく、つながりのある、安全・安心なまち」をめざすため、５つの経営

課題と、そしてさまざまな実務に取り組んでまいったところでございます。２７年度

１年間を振り返り、取り組みの成果と今後取り組みたいもの、またそこから見えてき

た解決すべき課題、あるいは今後改善方向をお示ししたのがその資料２様式１もう１

枚ちょっとめくっていただきまして、２ページの下のほうに自己評価と記載している

ものがあるかと思います。そこにお示ししているものでございます。１年間の取り組

みの成果といたしましては、淀川区独自の先進的な取り組みである訪問型病児保育推

進事業を定着させたほか、小中学生の学力向上を図る小学生補習充実事業、英語交流

事業、地域自主財源確保の一環となるコミュニティ回収などを実施してまいったとこ

ろでございます。 

 また、地域防災計画の改定などによりまして、区民の災害対策の意識も一定向上を

図ることができたものというふうに考えております。 

 街頭犯罪発生件数につきましては、放置自転車台数については減少傾向に推移して

いるものの、依然として高い水準にあるものと考えております。効果的な取り組みが

必要であるものと認識しておるところでございます。 

 今後は、淀川ブランドの実現をめざし、防災対策、犯罪抑止のための環境整備を継

続的に進めていくほか、小中学校の睡眠習慣改善支援、通称ヨドネルと我々呼んでお

りますけれども、こういった特色のある取り組みによりまして、教育環境の充実を図

ってまいりたいと考えております。 

 また、解決すべき課題と今後の改善方向といたしましては、予定どおり実施できな

かったり、また区民の皆様方の意識に届いていないと思われるようなものにつきまし

ては、平成２８年度に運営方針の見直しなどに果敢に取り組むこととしております。 

 具体的に申し上げますと、学校教育の支援につきましては、平成２７年度より始ま

りました分権型教育行政制度を活用しながら、先ほど申しましたヨドネルを開始した

り、また中学校の朝食喫食事業を継続してまいりたいというふうに考えております。 
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 防災対策といたしましては、防災・減災を身近なものとする取り組みを充実させて

いくほか、防犯活動では子どもや女性などといった目的や対象を明確にした対策を講

じてまいりたいと考えております。区民の視点に立った区役所づくりといたしまして

は、窓口サービスの向上に向けた検討体制の充実を考え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。 

 今申し上げました自己評価のもととなる経営課題ごとの評価や事業ごと評価は資料

２の様式２、様式３につまびらかに記載しておりますけれども、その資料ごらんのと

おり、非常に分厚い資料になってございます。これらを簡潔にまとめてお示ししてお

るものが資料１平成２７年度淀川区運営方針振り返りダイジェスト版というものでご

ざいます。会議の時間にも限りがございますので、この資料１のダイジェスト版に沿

いまして、平成２７年度の淀川区運営方針を振り返ってまいりたいと思いますので資

料１をごらんいただきますようお願いいたします。 

 まず、経営課題１、安全・安心に暮らせるまちのうち防災対策、地域福祉の推進に

ついてでございますけども、区役所で危機事象ごとの計画やマニュアルが作成されて

いることを知っている割合、あるいは災害に対して備えを行っている区民の割合。ど

ちらも上昇傾向にありまして、災害時に備えた取り組みが進められていると感じる区

民の割合が９６％を占めるなど、順調に推移しているものと考えております。一方、

地域福祉活動に参加したことがある区民の割合は３６．２％にとどまっておりまして、

順調とは言えない数字にあります。防災に関しまして興味を持っていない区民に対す

る啓発が課題であるというふうに考えておるところです。また、地域福祉活動につき

ましては、区民モニターアンケートでは活動に参加したいと答えた割合が７７．２％

となっておりまして、区民の意識が高いものであるというふうに捉えております。ど

のように区民の方々に実際の活動につなげていただくかということが課題であるのか

なというふうに考えております。 

 防犯対策につきましては、１０万人あたりの街頭犯罪件数が平成２６年度では市内
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７位でありましたけども、２７年度では１１位というふうに順位を下げてしまってお

ります。ひったくりなど一部の身近な犯罪への対策意識というのは根づいてきている

のではないかと考えておりますが、全ての犯罪への意識にはなり得ていない。あるい

は、子どもや女性を狙った犯罪が増加しておりまして、犯罪抑止に向けた一層の取り

組みが必要であるものと考えております。 

 続きまして、経営課題２子育て世代が住み続けたいと思うまちの学校教育支援につ

きましては、全国学力・学習状況調査の結果を公開する区内の学校のうち平均正答率

が全国平均以上あったものが７校。同じく全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結

果を公開する区内の学校のうち全国平均合計点以上となったのが今回が６校となって

おります。この調査で運動が好きと答えた児童生徒の割合が全国平均以上となったの

が２校。朝食を毎日食べる中学生の割合が７７．７％となっておりまして、いずれも

当初掲げてた目標を下回っております。ただ、学力テスト、体力調査などの結果につ

きましては、今申し上げましたように目標には及んではいないものの複数のさまざま

な取り組みを学校や地域、家庭で実施していただいておりまして、その結果は長期的

な視点に基づいてあらわれていくものというふうに考えておるところでございます。

中学生朝食喫食につきましても、食生活講座の実施が遅い学校ほど数値が低い傾向に

ありますので、はやめに事業実施に取り組むことが必要であるのではないかというふ

うに考えております。 

 続きまして、子育て支援につきましては訪問型病児保育推進事業で子育てしやすく

なったと答えた割合が６３．５％と、発達障がい児の支援事業利用して育児負担が軽

くなったと回答した割合が８９％と、平成２６年度より伸びておりますし、こちらの

ほうは順調に推移しているものと考えております。訪問型病児保育事業は年間登録者

数が目標には届いておりませんが、保護者のニーズが依然高いものと考えられますこ

とから、供給量を今後拡大させていく必要があるものというふうに考えてるところで

ございます。また発達障がいなどに相談を必要としている保護者や子育てに負担感を
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抱いている人が困ったときに相談を受けてもらえるように、確実に周知することも必

要であるというふうに考えておるところでございます。 

 資料１、裏面のほうにまいります。 

 経営課題３、住民が主体となって運営されるまちにつきまして、身近な地域の中で

声かけや見守りなどを実感している割合が５０．５％、さまざまな活動主体が協働し、

みずから地域課題の解決に取り組むなど地域が自律的に運営されていると感じる割合

が８２．１％といずれも上昇傾向にあります。一方、ファシリテーション能力やコー

ディネート力などを持つ人材が活躍していると感じている割合が５．７％と減少傾向

にありまして、コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの創出については実績が

みられませんでした。さまざまな活動主体が地域で連携している状況を区民が実感し

ていないこと、中間支援組織が地域公共人材の役割を担っているために地域の人材が

活躍しているというふうに感じられていない、社会的ビジネス化やコミュニティービ

ジネス、ソーシャルビジネスについて具体的な仕組みの構築には至っていない、とい

ったことが課題であるというふうに考えておるところでございます。 

 続きまして経営課題４、区民との協働による快適で魅力あふれるまちについてでご

ざいますが、市民協働型自転車利用適正化事業につきましては、平成２７年度の自転

車放置台数が４５１台と前年度より２０％減となっております。また、平成２１年度

との比較でも８５％減となっておりまして、取り組みの成果はあらわれているものと

いうふうに捉えております。今後は、西中島の繁華街であるとか、十三の商店街など

地域の特性に応じた対策が必要であるのかなというふうに考えておるところでござい

ます。 

 ＬＧＢＴ支援事業につきましては、淀川区のＬＧＢＴの支援事業の対策を理解でき

る区民の割合が４８．３％となっております。区民のＬＧＢＴへの認知度や知識が少

しずつ向上しているものと考えられますが、まだＬＧＢＴそのものの意味がわかって

いる区民の割合というのが３０．９％と低い状況にありまして、これを上げていく取
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り組みが必要であると考えております。 

 続きまして経営課題５、区民にお役に立つ区役所につきましては、区役所が区政運

営について区民の意見や要望を反映していると思う割合が２６．５％、またさまざま

な取り組みで企画段階から区民の意見や要望を反映していると思う割合が２３．１％

となっておりまして、いずれのほうも上昇傾向にありますが、依然として低い水準に

とどまっております。このさまざまな取り組みに関して必要な情報が伝えられている

と感じる割合が５８．４％となっておりまして、これも上昇傾向にありますものの、

区民が求める情報というのが多様化しておりまして、それらのニーズをカバーするこ

とが難しくなってきておるんじゃないかというふうに考えております。また、来庁者

に対する窓口サービスに係る民間事業社調査の点数、こちらのほうは平成２７年度３．

０点ということになっておりまして、前年度を下回っております。職員のホスピタリ

ティ意識の浸透などを図る必要があるものと考えておるところでございます。  

 平成２７年度運営方針は非常に簡単な説明ではございますけども、説明したような

観点から振り返りを行いました。それを受けまして平成２８年度運営方針につきまし

ても、一部改訂を行っておるところでございます。 

 お手元の資料２の最後のページ、右肩に説明資料と書いているものがあろうかと思

います。Ａ４で裏表になっております。資料の一番最後のページでございます。それ

が平成２７年度の目標達成状況と、それを踏まえて平成２８年度の運営方針を見直し

た部分、こちらを一覧にまとめたものでございます。この一覧にもありますように、

平成２７年度、目標を達成できなかった項目を中心に、平成２８年度の運営方針の改

訂を行っておりまして、表の右端に改定履歴番号というふうにふってあるかと思いま

すけども、こちらのほうか資料３、平成２８年度運営方針改定履歴にそれぞれ番号が

符合しておるものでございます。 

 平成２８年度運営方針につきましては、前回の区政会議の場でも御意見を頂戴いた

しまして、一旦ホームページなどでは公表しておるところでございますけども、今年
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度においてこれらの事業を進めるに当たりまして、この２７年度の運営方針振り返り

に当たり、ぜひとも改定が必要であるというふうに考えまして、今回改めてその改訂

した部分も含めて平成２８年度の運営方針の議題について御提示いたしまして、御意

見を頂戴しようというものでございます。また資料３に基づきまして、かいつまんだ

説明になりますけれども、平成２８年度運営方針改訂内容について、御説明させてい

ただきます。 

 資料３のほうございますでしょうか。 

 資料３、例えばですが２番目の、区民の防災意識の向上。こちらのほうでございま

すけれども、平成２７年度の運営方針振り返りを受けまして、取り組み内容におきま

して防災講座開催を４０回にふやしたりであるとか、また業績目標のほう、大阪市防

災アプリをインストールした区民の割合を１０％以上に変更するというような形で改

訂を行っております。 

 ３番の地域防災力の向上では、取り組み内容に津波避難ビル指定の協力依頼である

とか、地域防災訓練などでの災害時避難所での鍵の解錠確認などを追加しております。

また業績目標には、地域防災訓練の参加者数を平成２７年度より１０％増加させると

いうような形で変更をしております。 

 ちょっと資料３、１枚めくっていただきまして７番でございますけども、犯罪抑止

に配慮した都市環境づくりの促進のところをごらんいただけますでしょうか。取り組

み内容を子どもや女性を狙った犯罪や街頭犯罪の抑止に向けた取り組みを図ることを

主眼に見直しまして、また業績目標のほうも、子どもと女性被害の発生件数を平成２

７年度に比べまして１０％減らし、１１６件という形に変更しております。 

 また次のページ９番、１０番、１２番のほうに中学生の朝食喫食率向上という項目

があろうかと思います。こちらのほう、平成２７年度までは運営方針に掲げて取り組

んでおったものでございます。２８年度運営方針から一旦この項目削除いたしました

けども、２７年度運営方針振り返りに当たりまして、引き続き取り組んでいくべき重
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要な課題であるというふうに認識を改めまして今回再度、平成２８年度の運営方針で

掲げるということで盛り込んだものでございます。 

 同じページの１５番、訪問型病児保育推進事業というのがあろうかと思います。今

年度、委託事業者が変わりまして、それによりまして実会員数が変動しております。

それに伴いまして、取り組み内容と業績目標をそれぞれ実効性のあるものに修正して

おるところでございます。 

 １枚めくっていただきまして１８番、地域社会への参画促進、１８番のところを見

ていただけますでしょうか。取り組み内容におきまして、交流会の目的に「校区のあ

る地域を越えた多様な主体のネットワーク拡充」という文言を追記しております。業

績目標も交流会参加団体を延べ５０団体という形で修正しております。 

 次のページに移っていただきます。２１番、多様な区民のニーズや情報の的確な把

握では、取り組み内容といたしまして、従前行っておりました区長車座会議というの

を一昨年までやっとったんですけども、それにかわりまして今年度、区長意見交換会

「区長とかたろう」というのを行うこととしております。実際、この６月から毎週金

曜日の窓口延長時、これと開庁しております第４日曜日の午前中なんですけども、区

長が区役所の１階のほうへ出向きまして、希望される区民の方々と意見交換を行って

おるところでございます。また、希望がありましたら地域にも出向きまして、区長が

団体の方々とさまざまな意見交換を行う出張型の「区長とかたろう」というものを行

っておるところでございます。 

 以上、平成２８年度運営方針の改訂につきまして、極めてかいつまんだ説明になっ

て申しわけございませんが、全体を説明しておりますと非常にボリュームのあるもの

でございますけども、時間の限りもありますので、２８年度の改定内容の説明、以上

とさせていただきたいと思います。これらの改定内容を反映した新たな平成２８年度

運営方針がお手元にお届けしておる資料４。こちらのほうが、今申し上げましたよう

な改定内容を反映した新たな平成２８年度運営方針となっております。本日、この会
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議におきまして、御議論いただき、また御意見を頂戴した後、この資料４に記載して

おる内容をもちまして平成２８年度の淀川区運営方針として新たに策定し、また公開

してまいりたいというふうに考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上で平成２７年度の運営方針の振り返り及び平成２８年度運営方針の改定につい

ての説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、事前に委員の皆様方からいただいております御意見につきまして、担

当する課長よりそれぞれ、以降、説明申し上げたいと思います。資料５をごらんいた

だきまして、Ａ３縦長の資料５でございます。よろしいでございますでしょうか。  

 それでは順番に担当課長より各自説明申し上げます。 

○新井市民協働課長 

 こんばんは。市民協働課長の新井です。ちょっとかけて説明させていただきます。  

 質問項目１、防犯意識の向上について。 

 質問内容、「セーフティ淀川」の皆さんがきめ細かく巡回し、区全体の防犯抑止な

どに大きな成果をあげているが、しかし、区民の個人の防犯意識が向上していないの

が問題であると思います。特に大人の防犯意識が欠如している。区役所として、防犯

意識が向上する具体的な取り組みを教示していただきたい。 

 回答、委員御指摘のとおり、個人の防犯意識は高いとは言いがたい状況であると区

役所も認識しております。 

 そのため、区民の皆さんへの啓発が重要と考え、平成２７年度は新たに淀川警察署

と消費者センターと連携して淀川区の防犯対策講座を新設し、より多くの区民の皆さ

んに防犯対策についての講座を開催いたしました。地域住民や教職員の方へは１４回

の防犯講座、小学校では「子ども防犯教室」を１３回、交通安全教室を１１回開催す

るなど、延べ３８回、約５，０００人もの方に参加していただきました。また、区民

まつりや河川敷フェスティバル等の各種イベントにおいて防犯ブースを設け啓発活動

を行ったり、街頭キャンペーンや警察や地域の皆様と協働して５２回開催し、ひった
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くり防止カバーの取りつけや安まちメールの登録促進など、防犯意識の向上に取り組

んでまいりました。平成２８年度３月末時点で安まちメールの登録者数は８，４７９

人であり、大阪市内の所轄警察署の中では、一番多い登録者数となっています。  

 引き続き、地域での防犯講座や街頭キャンペーンを開催し、区民の防犯意識の向上

につなげてまいります。 

○榊原教育支援担当課長 

 続きまして、２番、３番、続けて回答させていただきたいと思います。申しおくれ

ました、教育支援担当課長の榊原です。よろしくお願いします。 

 まず、２番のところでございますけども、淀川区小学生補習充実事業・淀川区英語

交流事業につきまして、小学生補習や英語講座が実施されている場所、小学校の選定

はどのように決められたのか教えてください。 

 それと３番目のところで、淀川区小学生補習充実事業について。補習充実事業につ

いて、「学校教育の支援」にどうつながるのか。平均より学力が低い学校に対して取

り組んでいくということなのか、それともそれに限らず、学校・地域から希望があれ

ば実施するのかという質問を答えております。２つ似通った質問ですので、あわせて

御回答を、つくらせていただきました。 

 まず、小学生補習充実事業でございますけども、区内全小学校にお声かけをしまし

て、希望校に手挙げ方式で決定をしているところでございます。平成２７年度は５校

から申請がありまして、５校全て事業を行っているところでございます。  

 ２８年度は、予算枠としては１０校分ありますけども、今７校から申請がありまし

て、実施してきておりまして、残りの分につきましても今声かけをしているところで

ございます。最終的には希望校には全部取り組んでいきたいと考えておるところでご

ざいます。 

 続きまして、英語講座でございます。 

 英語講座、昨年度、２７年度は区役所あるいは区民センターのほうで実施していま
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したけども、東三国や新東三国など距離のある地域からは申込数が少なくなる傾向が

ございました。 

 そのため、今年度につきましては区役所に加えまして、区内北東部ですとか、北西

部の中心となる西三国小学校、三津屋小学校に区役所のほうから打診しまして学校長

の了承いただきましたので、この２校で実施しまして、区役所を入れた３カ所の実施

が決定してきたところでございます。 

 以上でございます。 

○新井市民協働課長 

 続きまして、４番ＬＧＢＴ支援事業について。 

 質問内容、ＬＧＢＴ支援事業については、対外的に高い評価を得ているのは承知し

ているが、区民の目から見ると効果がわかりにくい。もっと内向き、区民向きにも取

り組んでほしい。 

 回答、誰もがいきいきと暮らせるまち淀川区をめざし、全国に先駆け平成２６年度

より本格的にＬＧＢＴ支援事業を始めました。淀川区ＬＧＢＴ支援事業は、新聞等メ

ディアに取り上げられ、東京都渋谷区や沖縄県宜野湾市を初め４４件もの行政視察や

シカゴや香港城市大学からの表敬訪問を受けるなど国内外から注目されています。  

 日本においてのＬＧＢＴに対する取り組みは、特に国会においては議員立法による

ＬＧＢＴ差別禁止法（仮称）の制定に向けた動きがあるなど、東京オリンピックを控

え大きく動き出そうとしています。しかしながら、委員の御指摘のとおり、市民や区

民の多くの方々に対するＬＧＢＴの理解度はまだまだ低いのが現状です。  

 区といたしましては、ＬＧＢＴに対する理解をより進めるため、職員による「レイ

ンボー出前講座」を平成２８年１月から始めており、区内ではＰＴＡ会や私立学校保

健会にて実施するなど多くの講座依頼をいただいているところです。今後とも、区の

広報誌などを積極的に活用して広報を行うなど、あらゆる機会を捉えてＬＧＢＴに対

する取り組み等に御理解いただけるよう取り組んでまいります。 
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○西政策企画課長 

 続きまして５番、区独自の財源の確保についてです。政策企画課長の西でございま

す。 

 現在「よどマガ！」などの広報誌には広告が掲載されていないが、掲載すれば財源

確保の手段になると思う。一面広告や全ページ掲載でなくても、できる範囲で掲載し

てみてはどうかという御質問がございます。 

 御指摘のとおり、これまでも予算編成時などに広報誌「よどマガ！」への広告掲載

につきましては、検討してきたところでございますが、現行では区民にお知らせする

情報を優先するという観点から「よどマガ！」のほう、広告は載せておらないという

状況でございます。 

 ただ委員御指摘のとおり、区独自の歳入の増額を図るという、これは非常に重要で

あると思いますので、そのような観点から広報誌への広告掲載につきましては、その

あり方についても含めて検討を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○新井市民協働課長 

 ６番、放置自転車対策協議会による取り組みについて。 

 放置自転車対策協議会を中心とした活動を実施した結果、全体的には放置自転車は

減少傾向にあり、成果があったと思う。しかし、十三駅周辺や西中島南方駅周辺など、

繁華街を抱える地域については、まだ課題が多いと思われる。区役所として今後、ど

のような取り組みを行うのか御教示いただきたい。 

 放置自転車につきましては、駐輪場の整備や啓発活動、撤去などにより、淀川区内

９駅の月平均放置自転車台数については、平成２１年度約３，２００台から平成２７

年度約４５０台と減少しています。 

 しかし、委員の御指摘のとおり、十三駅、西中島南方駅周辺は買い物や飲食及び遊

戯施設などのお客さんの自転車や店舗従業員の自転車、さらには張り出し商品や看板
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が道路に放置され、歩行者などの通行障害となっております。 

 これらの自転車や看板は、商業地域においては地域経済と綿密な関係にあるため、

その対策は商店街の各店舗、地域住民の総意を得て取り組むことが必要と考えていま

す。これまで、啓発指導員を夜間も含め配置し、自転車の整理や啓発を行うとともに、

商店街の各店舗へ自転車への意識アンケートを実施し、合わせて店舗前の自転車整理

等の協力依頼を行ってきました。 

 引き続き、協議会での活動を通じて、繁華街への啓発活動や駐輪場利用促進策を検

討し、各店舗への協力依頼などについて取り組んでまいります。 

 ７番、犯罪抑止配慮した都市環境づくりの推進について。 

 子どもや女性に対する犯罪は、特に人通りが少ないところに多発していると思う。

平成２８年度の取り組みにおいて、同犯罪防止のための防犯カメラの設置を３０台以

上とあるが、どのように配置していくのか。また設置することにより、どのような効

果があると考えているのか、お聞かせいただきたい。 

 防犯カメラの設置につきましては、淀川警察署との協議により、設置箇所やカメラ

の向きを決定し、設置してまいりました。 

 平成２８年度につきましても同様に協議を進めています。区役所において設置した

防犯カメラについては、淀川警察署と運用管理協定を結び、淀川警察署が捜査データ

として利用することにより、犯人逮捕につながり、そのことが犯罪抑止となります。  

 平成２７年３月に設置した淀川３区防犯カメラでは、その画像を利用され同年５月

ひったくり犯が逮捕されています。その逮捕以降、区内のひったくりの犯罪件数が減

少し、平成２７年は前年と比べて６０件から３１件と半減しました。今年も５月末現

在２件の発生にとどまっています。 

 今後とも防犯カメラの増設について検討してまいります。 

○西政策企画課長 

 事務局からの説明は以上でございます。 
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なお、久本委員が到着されましたので、全委員１７名に御出席いただいております。

ありがとうございます。 

○嘉悦議長 

 はい。説明ありがとうございました。 

 ただいま、事務局のほうから平成２７年度淀川区運営方針の自己評価、それから平

成２８年度淀川区運営方針の改定について、それから事前にいただいた御意見のこと

について説明があったわけですけれども、これから委員の皆様方から御意見をいただ

きたいと思います。 

 今回、事前に意見をいただいた委員につきましては、小澤委員、姫野委員、牧委員、

森田委員、丸山委員の皆様方からと聞いております。事務局のただいまの説明に対し

て何か追加質問とかありましたら、この場で述べていただきたいと思います。 

 また、そのほかの方からも、ただいまの事務局の説明を受けまして、意見や提案ご

ざいましたら、よろしく御発言お願いしたいと思います。 

○小澤委員 

 淀川区が重点的に取り組んだ中での報告が主になってたかと思うんですけど、この

中でちょっと気になったのが、コミュニティ回収についての報告が全くなかったので

す。これは区が懸命に取り組んでいる事業だと思いますので、今の進捗状況も含めて、

御報告をお願いしたいと思います。 

○嘉悦議長 

 コミュニティ回収についての進捗状況、どうぞ御説明よろしくお願いします。 

○白方政策企画課長代理 

 はい。政策企画課長代理の白方です。 

 コミュニティ回収の件について私のほうから御回答させていただきます。小澤委員

ほうから質問と言いますか、コミュニティ回収、どのような進捗状況かということで

ありますので、私の方から御報告させていただきます。 
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 本来、コミュニティ回収というのは環境局の制度でありまして、コミュニティ回収

をより促進する目的で、２７年度から淀川区の独自予算でスタートをしております。

したがって２７年度の結果を申し上げますと、先ほどの運営方針にも記載しておりま

すように、４地域がコミュニティ回収をスタートをしております。 

 また、引き続き２８年度におきましても、同じように独自予算を設けまして、促進

事業を実施したところ、今現在４月から１地域、６月、今月から１地域、７月から１

地域、いわゆるもう既にスタートを決めてるところが３地域です。したがって、昨年

の４地域と今年が３地域で今のところ７地域なんですが、それプラスそれぞれ地域に

おきまして、私ども、地域に、それぞれスタートしたいということで、既に個別に地

域のほうに出向きまして御説明をさせていただいている地域が３地域ございます。そ

れ以外の地域も今年度やりたいなという地域もございますが、今のところ小澤委員、

御心配していただいているように、順調に１０地域はいけるかな。言い方変ですけど、

スタートできるかなと考えてまして、１８地域うち１０地域ということは半分以上の

地域が今年度中にはスタートできるんではないかなと考えておりますので、よろしく

お願いします。 

○嘉悦議長 

 よろしいですか。 

○小澤委員。 

 区役所として順調に進んでいるということで、いいことかなと思うんですけど、こ

のコミュニティ回収って他区では非常に困難されてるように聞いてます。淀川区は順

調に進んでるかなと思うんですけど、今お聞きしたら予定も含めて７０％ぐらいが関

心を持たれているというような感じがするんですけど、少なくともその部分で、進め

ていただければ淀川区としてもアピールできるし、あわせて地域の資金確保、それと

１番大きいのはやはり資源の再利用、この部分は環境に対しアピール性も高いんで、

淀川区としてもしっかり取り組んで、他区に対してもアピールしていっていただきた
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いと思います。よろしくお願いします。 

○白方政策企画課長代理 

 はい、ありがとうございます。 

 まさしく、私の言いたかったところなんですけど、やはり地域につきましては、コ

ミュニティ回収の本来の目的というのをきっちり区役所としても御説明し、実施に向

けて粘り強く御説明していきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いし

ます。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、そのほかに御意見いかがでしょうか。 

○越智委員 

 ２７年度の振り返りダイジェスト版見てましたら、一番上の防災対策、地域福祉が

ありますね。この中で地域福祉活動に参加したことのある区民の割合はかなり少ない

ですね。それで思いますのは、実際私のところの加島なんかでも地域福祉活動いろい

ろやっとる中で、全て案内は委員が町会単位でやっとるわけです。これは、どこら辺

を指して、参加率言うたらおかしいですけども、地域活動協議会は町会に加入してい

ないとこも全部という考えなんですけど、現時点での住民に対する伝達方法いうのは、

町会しかないんですよね。現実問題としては。そこら辺を各地域活動協議会つくった

とき、振興町会といろいろあるんですけど、そこら辺の結局いわゆる連帯言うたらお

かしいですけど、そこのつながりがかなり少ないと思うんです。だから、何ぼ声を大

にして参加してください言うても、私も町会長やってますから、町会でしか言うてな

いんですよね。それで、町会に加入してなかったら、回覧板も回してない。以前、前

年度かな、前回のときにコミュニティ部会という形で町会の加入率を高めようやいう

話も出ておった思うんですけど、そこら辺がどんなになってるかいうことを考えんか

ったら、なかなか住民に対する伝達方法いうんが、ないんと違うんかなというふうに
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思います。「もう知らんわ」という人も多いんやから、現に。そこら辺、役所として

どういうふうに考えられておるんか、ちょっとお聞きしたいんですけど。  

○嘉悦議長 

 事務局のほう、いかがでしょうか。 

○嶌岡保健福祉課長 

 保健福祉課長の嶌岡でございます。 

 今、越智委員がおっしゃったように、やっぱり今の伝達の方法というのは町会の班

ごとで、回覧板とか回していただいてることが多々あるかと思います。なので、町会

に入ってない方々にどのように情報を伝えていったらいいかというのは、大変難しい

ところだとは思っております。 

 ただ、例えばですけど、町会の掲示板だとか、あと何か事業されるときに、幅広く

何か情報発信していただくとか、それと区役所でしたらネットのホームページとか、

ツイッターとかいろいろとそういった情報の手段を使って情報発信したいと思うんで

すが。 

○新井市民協働課長 

 町会の加入促進策というのは、やはり必要なことだと思っておりまして、転入者が

最初にいきなり地活協に入りたいといっても団体の集まりなので入れないというとこ

ろがございますので、もしよそから転入してきた方の場合は、どこか町会に入るとか

お子様がいらっしゃったら子供会に入るとか、そういうことがございますので、昨年

はちょうど７月の時期に、例えば盆踊りとかそういう活動で「入ってみませんか」み

たいなことを少し連合振興町会長の会議のときにこんなビラもありますよということ

もお知らせしまして、大阪市の中でも促進策はやってますよということも周知してお

ります。なるべく、私のほうで連合振興町会会議や地活協会議、今週特に連日あるん

ですけど、同じような情報はまめに流そうと心がけておりますし、もし地活協会議で

流せない情報でしたら、地域担当者の方に、必ず会議には参加しておりますので、地
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域担当者の方を通して周知をするようなことを心がけております。 

○越智委員 

 今ね、この淀川区で町会加入率いうたら、役所のほうで把握されとんかな。 

○新井市民協働課長 

 以前、平成２３年当時は把握していたんですけど、２４年度以降は把握していない

と聞いております。 

○越智委員 

 淀川区は、人口がふえてきていますわな。大阪市内２４区ある中でも、今一番多い

のが平野区か。２番目になっておりますわね。そこら辺でかなり古いとちゃうんかな

と思いますので。 

 我々も非常にかわって来た人にはお願いには行くんやけど、「もう知らんわ」とか

いう人も結構多いんです。そういう人に限って、どう言ったらいいか、本当はあって

はいかんことなんやけど、災害が起こったときにどうするんやと。そういった環境が

あるときに、そういった予防のためにもちょっと入っといてくれませんかという形で

はお願いしとんやけど、なかなかわかってもらえない人も多いんです。 

 加島の場合やったら、今御存じのように加島の駅にワンルームマンションとかそん

なんができてきとるわけです。ワンルームマンションも１つの世帯として考えたら、

かなり世帯数がふえていってるわけです。必ず今言われましたように、子どもさんが

おられたところは必ず入ってくれます。やっぱり言葉悪いですけど、仲間外れになっ

たらあきませんからやってくれるけど、なかなか子どもさんもいないとことかいうた

ら、「関係ないわ」いうところが多いんで、そこら辺が啓蒙活動いうたらおかしいで

すけど、そんなんしていただきたいなというふうに思います。これ以上いうたら結論

出んと思いますんで、構いませんけど。 

 それともう１点。ちょっとお聞きしたいんやけど。この経営課題の子育て世代が住

み続けたいという形のことが書かれてますけど、これは前年度、学習補習事業かな、
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５校名乗り挙げて、加島も手挙げてますけど、今回７校しかない。実際、淀川区には

１７校、小学校確かあるはずなんです。なんで１０校だけなんですか。予算的に。金

が足らんとか。 

 それで、もう１つそれにつけ加えて、５校が実際、補習授業をやった。その成果は

あらわしてるわけですか。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長、榊原です。 

 まず１０校といいますのは、予算要求の調書をつくる段階で、前もって学校のほう

に打診しまして、どうですかということで打診があったところが大体１０校で。今の

段階でまだ残り３校もちょっとまだ。 

 主な理由としては、担い手の方がなかなか探すのが難しいということで、学校長と

しても、小学校なので、やっぱり変な言い方、きっちりした方に来ていただきたいと。

誰でもいいというわけではなくて、きっちりした方が欲しいということで。我々も学

校サポート事業とか、いろんな、今回ほかの市民の方から知恵をいただいて、今大学

が地域と連携してやりなさいというのを文部科学省が推奨してて、その絡みもあって

大学のほうがそういう学生のボランティアの場を探しているよということを言ってい

ただいてますので、今ちょうど学校のほうに当たってどうですかと打診をして、学校

のほうで張り紙をしてもらっているところなんです。それでちょっと、できるだけ来

ていただいて、それをすぐに学校長のほうにお送りして、学校長のほうで見ていただ

いて、人を増やしていこうというふうな動きはさしてもらっています。 

○越智委員 

 わかりましたけど、この前年度いうのは、５校の補習事業やった学力向上はあった

んですか。 

○榊原教育支援担当課長 

 正直ちょっとその何点上がったとか、そこまでのところまではつかんでないんです。
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まず我々としてめざしてるのは、学習習慣をつけていただこうということで、その場

で宿題をして帰ってもらうということで、そこで皆さんが勉強していただくという習

慣づけをまずはしていただいて、最終的には本当にこのダイジェスト版の顔マークが

泣いてる、いっぱいついてて本当に申しわけないところなんですけど、最終的にはそ

こに反映できればなというふうには考えているんです。実質、正直そこまでは実際は

学力テストとかに反映していけばいいんですけども、ちょっとそこまではまだいただ

けない。 

○越智委員 

 それをね、ある程度把握していかんかったら金使っただけや、何も結果残らんいう

形になる。 

 例えば家庭にした場合、放課後、学校が面倒見てくれるというぐらいの気持ちで、

それこそ預けるぐらい気持ちにしかならない、やっぱりそこら辺の追跡調査はしてい

ただきたいですね。予算使ってやっとる限りは。 

○榊原教育支援担当課長 

 おっしゃるとおりですので、それは追跡調査していきたいと思います。ありがとう

ございます。 

○嘉悦議長 

 いいですか。 

 今の両方とも問題、非常に課題です。町会未加入の意見は私も痛感している問題で、

これは情報伝達とか災害対策とかいろんな面で非常に重要と思いますので、ぜひ町会

加入率を上げるために役所のほうで、また支援するというか、町会を地域を支援して

いただけたらありがたいと思います。 

 そのほかに、いかがでしょうか。こうしたら区役所はいい方法があるんじゃないか

とか、こういう方法もあるよとかいうような、何か積極的、前向きな御意見があれば

ありがたいですけれども。 
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○丸山委員 

 ありがとうございます。小学生の英語交流事業について質問させていただきたいん

で、ちょっとありがとうございました。 

 ちょっと個人的なことにもなるんですけども、周りでも同じように言ってるお母さ

ん方の意見として、こちらで少し言わせていただきたいなと思ったので時間をお借り

して言わせていただきます。 

 英語の講座を３カ所でするということなんですけども、私自身もそうなんですけど、

周りに夫婦共働きで淀川という場所柄か、地方からの出身なので両親も近くにいない

ので、おじいちゃんおばあちゃんにちょっと見といてとか、送り迎えお願いするとい

うことができないという夫婦。もしくはお母さんがほとんど子どもの面倒見てるとい

う方が多いので、校区外で実施されても、なかなか連れていけないということで、興

味はあるけど参加が難しいというような意見が結構あったので、今後もし続けてされ

るのであれば、全部の学校で行き来とかしていただいたらみんなが参加できるんじゃ

ないかなと思うので、そのあたりを検討していただければなと思います。よろしくお

願いします。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長の榊原です。 

 非常にいい意見いただきましたので、今後そういうニーズを酌み上げて、事業化し

ていくように考えていきたいと思います。ありがとうございます。  

○嘉悦議長 

 何かほかに御意見ありませんか。 

○西尾委員 

 今のやつで、ちょっと考えていたんですけど、３地区でやられるということで、校

区外からも行かれると思うんですけどね、私ほかの事業でもちょっと今そういう問題

がありまして、もし往復のときにどうにかなったらということで、親御さんがやっぱ
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り心配なさってて、私自身も。これは保険は、ボランティア保険というのはよくあり

ますけど、参加される方のことってそういうことはちょっとお考えかどうかというこ

とですよね。３カ所しかやってないのに遠くから行ってけがでもして、そういうこと

は何かお考えなんでしょうか。 

○榊原教育支援担当課長 

 この英語事業につきましては、事業者のほうが保険に入っておりまして、行き帰り

と勉強中にもし何かけがした場合は保障されるような形になっております。  

○西尾委員 

 ありがとうございます。 

○嘉悦議長 

 ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、次に進みたいと思いますけれども、またあったら後でとりたい

と思います。 

 続きましては３番目の議題に、それでは移らせていただきます。 

 ３番目は淀川区の防災の取り組みについてということで、今年４月に熊本の地震で

多くの方が亡くなられてます。被災された方がたくさん出るという非常に甚大な被害

があったわけですけれども、改めて地震の怖さと日ごろからの取り組みの必要性を身

にしみて感じたというところなんですけれども、今回、区役所の職員が被災地に行か

れて避難所運営などの支援をして来られたそうでございます。そこで、その報告をい

ただいて、防災の取り組みについて考えてまいりたいと思います。  

 それでは、熊本地震に対する職員の派遣について事務局のほうから説明を御報告を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○宮脇（市民協働課） 

 すみません。そうしましたら簡単ではございますが、熊本での活動報告ということ

でさしていただきます。 
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 私は市民協働課の宮脇と申します。よろしくお願いします。 

○三原（市民協働課） 

 市民協働課地域安全防犯担当の三原と申します。よろしくお願いします。  

○宮脇（市民協働課） 

 今回は大阪市の区役所の職員は４月２６日から５月１８日にかけまして、３班体制

で避難所の支援活動に行ってまいりました。淀川区からは４名派遣ということで、三

原が第１次、私が第３次で行ってまいりました。 

 地震の概要については、皆さん御承知のとおり、震度７クラスの地震が２度発生し

ておりますが、私たち派遣期間中は三原のほうが震度４、私は震度３を経験すること

になりました。 

 活動内容は、救援物資の在庫の管理であるとか、食事の準備ということを任されて

おりました。こちらが救援物資の在庫状況なんですが、この写真のように数量の把握

がしやすいように、整理をされて保管しておりまして、在庫量が減ってきたら私たち

派遣者のほうで物資の手配ということでしておりました。 

 発災後、１カ月を経過いたしましても食事の提供につきましては、こちらのカップ

麺であるとか缶詰ですね、こちらが中心となっておったんですけど、避難者の皆様か

らは特に不満の声を直接聞くようなことはございませんでした。 

 炊き出しについてはですね、小学校のほうで実施をされておりましたけども、ボラ

ンティアとか地域住民の皆さんが中心となってですね、食事の準備ということでして

おりました。 

 こちらのほうにですね、やはり町中には、大型の災害ごみが町の至るところに放置

ということでされていたわけですが、避難所の左の下の写真ですね。こちらのほうは、

ごみ袋の中全てパンとなっております。私がですね、こちらの避難所に行ったときに、

ちょうど目にした光景ではあるんですけど、パンとかおにぎりについては賞味期限切

れが、配達された日が賞味期限切れというようなこともございまして、大量の廃棄が
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出たのかなというのを実感したのですが、これを見て手配の仕方を考えるきっかけに

なったかなと思います。ちょうどこの時期ですね、感染症が発生した時期でもござい

ましたので、賞味期限切れについては徹底的にチェックして避難者に提供ということ

をしておりました。 

こちらが桜木東小学校の状況なんですけども、こちらは三原のほうが行っており

ますので、簡単に御報告をさせていただきたいと思います。 

○三原（市民協働課） 

 私が派遣されました避難所の熊本市立桜木東小学校は、一番被害の大きかった益城

町のすぐ隣に位置しておりまして、歩いても益城町に入れるぐらいの距離でした。発

生直後は１，０００名を超える方が避難されていたそうで、当初、避難所運営に関し

ては地元の高校生、大学生を中心に熊本市の職員、学校関係者が運営をしておりまし

た。 

 私が避難所に入ったとき、４月２６日から入らせていただいたんですけども、ちょ

うど学生たちが学校がもうすぐ始まるということで、ボランティアが非常に少なくな

るということで地域の方が運営に加わるようになりました。桜木東小学校の場合は、

より順応性のある学生たちが早い段階で運営に携わったことで、円滑に運営ができた

というふうに実感をいたしました。 

 以上です。 

○宮脇（市民協働課） 

 こちらは、私が行かせていただきました東部在宅福祉センターということで、こち

らはちょっと地域は入っておりませんでして、指定管理者のほうで運営ということで

実施しておりました。こちらのほうですね、避難者については３２名ということで入

っていたんですが、ほとんどの方が高齢者の方ということで、一番お年の方は９２歳

のおばあちゃんが１人で避難されておりました。 

 写真にあるようにですね、１人分のスペースがテープで仕切られておりまして、こ
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ちらの避難所では右の写真のほうに手前に黒っぽいのがあるんですけども、間仕切り

ようのダンボールなんですが、こちらの避難所では、皆さん間仕切りを希望されなか

ったということで積んだ状態ということになっております。１人分のスペースという

ことになってますので、避難者の方はそこに入るだけのものを持って来られて、そこ

で避難生活ということでされておりました。 

 こちらは東区の被害状況です。 

 こちらは益城町になります。 

 災害の情報というのは、非常に大事なものになってきます。日々、新聞に災害の情

報が掲載されておるんですが、避難者のために各社が避難所のほうに無償・無料で配

達をしていただいてた状況になっております。 

 地震発災後、１カ月経過してようやく罹災証明の発行ということで、こちら中央区

役所になりますが、中央区はですね、それほど被害が大きい場所ではなかったかなと

思いますので、混雑はそんなにはなかったですが、東区について結構な人数の方が待

たれてるということを聞いております。 

 同時に中央区役所と熊本市役所、同じ建物の中にあるんですけども、熊本市役所内

では生活の相談ということで開設もされておりました。 

 こちらが東部在宅センターで私と一緒に運営をしていただいた東区の職員さんにな

ります。皆さん、避難所に１名お越しになられて１２時間の交代で勤務についておっ

たということになります。夜間勤務の方はそのまま通常業務に戻られてということで、

対応をされておりました。 

 そして今回ですね、熊本に行ってわかったことというか、感じたことになりますけ

ども、災害はいつ、どこで発生するかわからないということを今回また痛感すること

になりまして、自宅でも防災対策や備蓄の準備の必要性を改めて知ることとなりまし

た。また、避難所が混乱しないように事前の準備、あと日々の訓練が大切だというこ

とも同時に実感したところでございます。 
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 以上、簡単ではございますけども御報告とさしていただきます。ありがとうござい

ます。 

○嘉悦議長 

 ありがとうございました。 

 それでは引き続いて、淀川区の地域防災計画について御説明よろしくお願いします。  

○石崎相談調整担当課長代理 

 すみません。市民協働課で防災を担当しております石崎と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、私からは３月に改定しました淀川区地域防災計画について、御説明させ

ていただきます。 

 大阪市では、平成２７年２月に大阪市・市民・事業者の責務と役割を明確化し、防

災・減災対策の推進を図る大阪市防災・減災条例を施行しました。あわせて、大阪市

地域防災計画を改訂し、災害時の被害を最小化する減災に取り組むことといたしまし

た。 

 阪神・淡路大震災では、活断層による直下型の地震によりまして、家屋の倒壊や大

規模の火災で、住むところをなくした多くの方々が避難所生活を余儀なくされました。  

 この震災で家屋に閉じ込められて助かった人は１６万４，０００人でありました。

このうち９８％の多くの方々が自力や家族、隣人などによって救出されたところでご

ざいます。消防や警察などの公助によって助けられたのは、わずか２％でした。 

 また東日本大震災では、大津波により広範囲で甚大な被害を受け、被災者を支援す

べき行政自体が被災し、行政機能が麻痺しました。この写真のこれですけども、これ

釜石市の市役所の周辺の被災状況なんですけども、私も５年前に東北のほうに行って

おりました。釜石市は津波被害を受けまして、市役所自体本庁舎は残ったんですけれ

ども、地下部分に要するにＩＴ施設が全部あって、それが水没したために罹災証明を

発行するにもデータが救出できなくて長い間、罹災証明の発行を見送る必要があった。
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今回の熊本もそうなんですけども、そういう状況が発生する。それがために、行政機

能も全く麻痺するという状況が長期にわたって起こっております。  

 東南海・南海地震におきましては、全国で最大死者数が３２万人を超えるという大

規模な被害が想定されています。淀川区は区民２５０人に警察・消防・区役所などの

行政職員が１人という比率で、災害時に被災された皆さんを支援できる十分な体制で

はありません。時間外の災害では、交通機関の停止などで出勤できる職員数は大きく

減少することとなると思います。 

 そこで、自助・共助・公助の相互に連携協力することを基本としまして、淀川区の

地域防災計画を見直したところでございます。 

 「自分たちのまちは、自分で守る！！」市民・事業者・大阪市のそれぞれの役割分

担を明確にしました。例えば、水、食料などの備蓄は市民の皆さんは家族のために、

事業者の方は従業員やお客さんのために、大阪市は災害時避難所や拠点施設への備蓄

をいたします。そのほかにも自主防災組織、後で触れますけども、これの結成である

とか、その自主防災組織を事業者の方はそれに対して協力をお願いするとか、大阪市

はその自主防災組織への支援を行うとか、このようなそれぞれの役割分担に応じた取

り組みをお願いしているところでございます。 

 このような考え方で、淀川区地域防災計画を作成いたしました。調査につきまして

は、後ほどごらんいただきますようお願いいたします。 

 そこで、災害に備え地域で「地区防災計画をつくりましょう！」この計画は、各地

域の特性に応じたオリジナルな計画であることが重要となります。例えば、高齢の方

が多い、道路が狭い、木造住宅が多いなどの状況によって防災計画の内容は全く変わ

ってきます。ここに書いておりますけども、やはり日ごろからの防災に対する「心が

まえ」「顔の見える関係」このような地域コミュニティから、やはりこの防災計画と

いうのはつくっていく必要があるだろうというふうに考えております。区役所では、

本年度はまだ作成されてない地域の計画作成の支援の取り組みを進めていきたいと考
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えております。 

 地区防災計画は、熊本の報告にもありましたけれども、避難行動のルールや避難所

で使用する部屋配置図、避難所運営のルールなどあらかじめ避難をする上での最低限

のルールを決めておく必要があると考えております。逃げる、避難するを実践できる

ようにする必要が、災害時には絶対必要になってくると考え、それらについて防災計

画の中に反映させていく必要があると思っております。 

 自主防災組織とは、地区災害対策本部、避難所運営委員会、町会本部から構成され

ております。被害を軽減するための平常時、災害時の地域の皆さんの役割分担がこの

組織になってきます。 

 災害時に迅速な避難行動がとれ、避難所が機能するよう繰り返し避難所開設・運営

の訓練を行い、地域防災力の強化を図る必要があります。訓練でできないことは、災

害時にはできません。避難所開設・運営訓練を皆さんで実施しましょう。それによっ

て「区民の力で災害に強いまちに！」というスローガンで本年度は防災のほうに力を

入れて皆様方の協力をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 私からは以上になります。 

○嘉悦議長 

 ありがとうございました。 

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

けれども、いかがでしょうか。災害というテーマですが。日ごろの思っておられるこ

とやら。 

○一丸委員 

 一丸です。 

 熊本市に行かれた職員の方、皆様、御苦労様でした。 

 この報告の中で、東部在宅福祉センターで仕切りの用具が横に積まれている状態だ
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ったという、お聞きしたんですけど、私からしたイメージとしては、仕切りをつくら

れて、そこにおられるんかなと思った、仕切りをしなかったという理由か何かお聞き

になっておられますか。 

○宮脇（市民協働課） 

 皆さんの御意見を直接聞いたわけではございませんが、仕切りをすることによって

換気といいますか、空調の回りがよくないので、暑くなるとかですね。皆さん同じよ

うな高齢の方なので、もう私が行ったときには、小さいコミュニティができてるよう

な感じで、お互いがお話ししあったり、そういうこともありましたので皆さん仕切り

を断られたのかなと思っております。 

○一丸委員 

 そうしたら、コミュニティができ上がっておったんで、プライバシーという問題は、

どっかに飛んでいったような感じですね。 

○宮脇（市民協働課） 

 そうですね。皆さんもそういう感じで。 

○嘉悦議長 

 やっぱり、都会と地方の違いはそういうところにあるかもわかりませんですね。コ

ミュニティのですね。 

○宮脇（市民協働課） 

 総合体育館のほうはですね、ちょっと見に行かせていただいたんですけど、皆さん

結構間仕切りをしておりました。ですんで、近くの小学校も行かせてもうたんですけ

ども、そこも特に間仕切りもなかった状況で、総合体育館だけ目立ってたかなと思い

ます。 

○小澤委員 

 地区防災計画掲載内容案というとこで、１から１１まで防災の流れというのがある

んですけど、地域によって多分、防災について役割分担が非常に大事かなと思うんで
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すね。特に、私思うには８、９、１０、１１です。ここが、各小学校で集まったり、

いろんなイベントがされるんですけど、８、９、１０、１１については、多分お向か

いさん、お隣さんのコミュニティが大事かなと思うんですけど、各地域で非常にそこ

はおくれてるような気がします。 

 私ごとですけど私自身、この辺非常に気になりましたので今年度、町会のほうで各

班ごとに班会議を開く予定にしてます。この防災について。班というのは、大体１０

人レベルです。その人たちがこれごとお向かいやお隣さんのレベルなので、そこでや

っぱり人間関係をつくっていうのが一番大事なんで、その班会議、２５班ありますん

で大変なんですけど、必ず年度内に開いていただくようにお願いしようかなと思って

ます。それで人間関係がつくれば、例えばこういう要支援の支援についてもスムーズ

にいくんかなと思いますんで、そういうやっぱり身近なコミュニティをつくっていく

ことが一番やっぱりこの防災につながるんでは。その上で小学校に集まったときに、

今みたいなこういうことを地域をあげて取り組んでいくいうことが大事かなと思いま

すんで。その足元の部分ですよね。やっぱり、しっかりしていかないと。当然、命に

かかわりますので、その辺また区役所も広報も含めてよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○越智委員 

 今ね、地域という話出たけど、我々の町会でも冒頭の社会福祉の、いわゆる防災の

件で町会の加入についてと言ってましたね。そのときに現実、我々の町会でも問題に

なったんですけど、町会入ってない世帯があります。そのときに、要は小学校なら小

学校、我々なら加島小学校に一応集まることになっとんですけど、全体的に。そうい

う各教室を各町会に振り分けると。町会入っとる方は大体私どもの町会の、我々組と

言うとんで、組長さんが１年に１回変わるんで、大体皆さん把握してます。だけど、

入ってないところね、これは現実、我々も町会内で話題になっとるんですけど、仮に

小学校へ知らずに来たときに「おまえ、誰や」というような話もなってくるわけです。
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そこら辺もやっぱりこういった問題もあるかな。やっぱり役所としてもその加入率の

問題とか、加入率いう言い方したらいいかどうかはわからんけど、極端なことには町

会活動にあれしてくださいというような話をしていかんかったら、極端なこと言った

ら今の南海地震、３０年以内に起こる確率がごっつい高くなっているわけです。我々

私自身の町会長というか、今年から連合町会長させていただいてますけど、全部、町

会長だけじゃなく、全員把握しているわけと違いますからね。一応、各町会では役割

分担してます。連合でも一応、役割分担もさせています。だから、そこら辺の入って

いない方というのは、私自身もこの人誰やろかという人もおられますので、そこら辺

がやっぱり啓蒙活動言うたらおかしいですけど、そこをしていただかなかったらわか

らなくなってしまうと思います。 

 もう１つは、例えばいつも我々も防災訓練とか避難所開設訓練とか日曜日やるわけ

です。それは当然当たり前です。だけど加島なんかでも結局、昼間、田辺製薬さんと

か昼よそから来てる方もおられるわけです。現実問題、災害いうたら日曜日だけとは

限りませんから。夜中もあれば平日もある。そこら辺の地域の方が、加島地域のこと

言うたら悪いんですけど、企業の方が参加することはないんです。そこらへんもどう

やっていくかということも考えていかんかったら、全体の防災意識いうのが高まらん

と思います。その中で、例えば日曜日でもいいんですけど、企業勤めておられとる方

やったら、日曜日当然、休日出勤になりますわな。そこら辺も企業にお願いして、そ

こら辺の休日手当とか、例えば平日やるときにもそういった訓練参加するんやったら、

いわゆる公休とかはないですけど、そういう制度を取り入れんかったら、誰も「地域

でやっとるからわしら知らんで」と企業だったらそうなってきます。例えば、私ども

の会社でもそういう雰囲気ありますからね。地域であっても。会社内のことは、それ

はやります。サイレン鳴ったら。年に１回ぐらいやってますけど。地域全体のこと考

えたときにそこをどうしていくんかいうことも考えんかったら、およそ２年ほど確率

が高なってきている中で、どうしていくかいう問題も考えていかんかったら、地域だ
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けでは企業にお願いしてもなかなか難しいとこあります。それは、極端なこと言った

ら、区役所であり、市役所であり。また区長であり、ひいては国全体の問題としてお

挙げになったら。結局誰も助けてくれんよというような話になってくると思うんです。

そこら辺も真摯に考えて、そういった制度づくりのことを今後、考えていただきたい

なというふうに思ってます。 

 それともう１点です。この防災地図とか何か書かれてます。一応、加島でも４年か

５年ぐらいに防災地図、一応防災リーダーを中心として、一応防災関係の先生も来て

いただきまして、地域の中を歩きました。危険な箇所とか、何とかいう部分を避難経

路だとか地図上に落としてます。加島地域だけは。これも、もうちょっと古なっとん

で改正せんとあかんのですけど、そこら辺の補助はいただけるんでしょうか。前回は

自主財源で全部やってますので、結構破れないような紙で防水の紙でつくっているん

で、結構お金かかっとんです。前回はそういうような区政会議でそういう話が出とっ

たもんですけど、そこら辺もぜひともちょっと補助なりの検討をお願いしていただき

たいなというふうに思います。 

○嘉悦議長 

 ただいまの意見どうですか。事務局のほう何かありますか。 

○新井市民協働課長 

 昨年度、地区防災計画をつくっていただいた加島地域、三津屋地域、新東三国地域、

あともう１つ、あと２カ所ほどあるんですけど、そこのつくっていただいた地域に関

しては、今年印刷経費を予定しております。ちょっとそれが全世帯か、白黒になるか

カラーのほうからかそれはちょっと調整がいると思うんですけど。そして、今年まだ

つくられていない１３地域に関しても区役所のほうで支援して、そういうマップに落

とし込んだり役割を落とし込んだりして、とりあえず一旦は全然つくってない地域に

関しましても、一旦はつくりましょと。そして、後どんどんバーションアップしてい

けばいいなのかなと思っております。 
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 そして地区の防災計画、今年度つくる地域に関しましては、完成してちょっと次年

度の予算要求になるんですけれど、そういう印刷経費を計上する予定でございます。  

○越智委員 

 ありがとうございます。 

○嘉悦議長 

 はい。いいですか。 

 ほかにどうでしょうか。防災関係、関連して。 

 はい、どうぞ。 

○牧委員 

 木川南の牧です。 

 今、地震の関係、現実に熊本へ対応して来られた話とか、これまで起こった大きな

地震等についてのお話があったわけです。ちょうど熊本の地震から今日で丸２カ月が

経過したわけですが。 

 我々大阪市民、特に淀川区民としても、ここの間近に例えば上町断層っていう大き

な地震帯があるわけです。国のほうでもいろいろこれについての話が出てるみたいで、

最大２万人ぐらいが起こるとか、地震の規模としてはマグニチュード７．６ぐらいの

起こるとか、そんなような話とかが出てるようでございます。大阪府としてもいろい

ろの地震についても話が総合防災対策会議なりで出てるようでございますけれども。

一般、間近にいる我々がなかなか上町断層の地震帯についての例えば経過もよく存じ

ておりませんし、これが起こったら大事件、大事故になるということは想像はしてる

んですけれども、なかなかピンと来てないのが実感じゃないかなというように思って

おります。 

 こんなことも含めまして、例えば各区役所のほうで発行しておられる区の広報誌な

どを通じて、この防災なりこういった関連のシリーズもの的なものでの啓発活動って

いうんですか。そんなこともちょっと今後も考えておかないととあかんの違うかなと
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いうふうに思っております。 

 例えば何も地震だけでなしに、東北のほうでは津波もあったわけなんですが、大阪

でも安政の大津波っていうことで、大きな津波が起こった経過がございます。その石

碑なんかは大正橋、大阪ドームの手前のほうの大正橋の際にそういう石碑が建ってい

るのを私確認しておりますし、そんなものを例えばこの広報誌で、実はこういうこと

が過去にもあったんやというようなことも常にこのシリーズ取り上げてもらったら、

より地域の住民に認識がしていただけるのかなというふうに思います。 

 そんなことで、これはなかなか紙面をさくっていうのは難しいかもわかりませんけ

れども、できたらシリーズ的に地震だけでなく、いろいろの台風にしても津波にして

もいろいろな情報を啓発していくということで、お願いできたらなというふうに思っ

ております。 

 以上、意見です。 

○嘉悦議長 

 ちょっと担当のほう何か御意見ありますか。よろしいですか。 

○石崎相談調整担当課長代理 

 上町断層の地震言われたんで、私どもの資料として想定している内容を若干報告さ

せていただきます。 

 今、淀川区の被害想定ということなんですけども、それで申し上げますと東南海の

場合ですと避難者数が３，５２３名で、上町断層の場合は２万名を超えるというふう

に想定されてます。それから全壊する棟数ですけども、東南海が木造の場合で１，１

００棟です。それから上町ですと木造の場合が８，５００棟ぐらいあるというふうに、

全然クラスが違うような被害想定がされております。 

 今、委員おっしゃいましたように、過去に確か２回、大阪市内が津波の被害にあっ

たという報告とかその文献がございます。そのあたりももう少し資料を整理した上で、

もしおっしゃられるようにシリーズで報告できるのであれば、また紙面をさいていき
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たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○嘉悦議長 

 牧委員、よろしいですか。 

 そのほか何かございますか。 

○横山委員 

 公募委員の横山です。よろしくお願いします。 

 今ちょっと牧委員がおっしゃったところの話です。先ほど御説明あった淀川区の地

域防災計画っていうのが立てられたんですけども、我々はこうやって話を聞けるんで

何となくどういうことか考えて、どういう自体が起きたときはどうなんねんっていう

のが想像つくんですけども、一般のこういう会議に出ない方って確かに区がどう考え

て、どんなことを守ってくれるのかっていうのも全くわからないと思うですよね。先

ほどのせっかく職員の方も実体験把握ということで、我々もこうやって聞けるんです

けども、ぜひそういうこと一般の住民の方にも何か広く知らせるようなことをぜひ継

続的にやっていただけたら、もちろん広報誌通じてとかですね、そういうセミナー開

くとかですね、ぜひそういうのを共通の認識としてやっていっていただきたいなと思

います。 

 本当に町会に入ってない方ってまさにそういうこともわからないまま、どこに逃げ

込んだらええんっていうのも多分わからないですよね。そういうの含めて興味ないか

ら、こんな方もたくさんいてるでしょうけども、せめてこういうのを開いてやります

よということをきっかけに町会に入っていただくとかということになると思いますの

で、もしそういう機会があれば、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。  

 以上です。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございます。 

 今、牧委員と横山委員の御意見は恐らく防災意識を啓発するための方法を考えてほ
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しいということではないかと思うんですけれども、よろしいですか、それで。答えの

ほうですね。 

 ほかになければ、次に進みたいと思います。 

○中園総務課長 

 総務課長の中園でございます。お世話になっております。 

 私のほうから今回、熊本地震に関連いたしまして１件募金活動についての御報告を

させていただきたいと思います。ちょっとお時間いただきます。 

 まず、区役所の１階の入り口に設置しております募金箱、入ったほうから行くと右

手のほうにあるんですけれども、そちらのほう４月１５日から設置を開始いたしまし

て、この６月１４日、本日ですね、時点で４８万３９０円集まってございます。いた

だきました募金につきましては、こちらのほうは日本赤十字を通じまして義援金とし

てお送りさせていただくということでございます。 

 また、ちょっと中学生の方が活躍してくれたといううれしい御報告でございます。 

 三国中学校の生徒さんなんですけれども、商店街とかそういうところで街頭募金呼

びかけていただきまして、頂戴した募金が１２万３，９２２円集まったところでござ

います。そちらにつきまして、５月２９日の日に淀川区役所のほうでちょっとセレモ

ニー的にしたんですけれども、私どものほうに寄託いただきまして、この三国中学校

の生徒さんが集めていただきました１２万３，９２２円につきましては、６月１日に

熊本のほうへ義援金として振り込みさせていただいたというところでございます。  

 あと、私ども区役所としましても、職場で回覧募金を回しまして１４万１，６０３

円集まりました。そして、淀川区役所それと淀川区社会福祉協議会とそちらのほうか

らも御協力得まして、十三東口を中心に４回ほど街頭募金活動を行いまして、通りす

がりの区民の皆様方のほうも御協力得まして１０万８，９８０円という額が集まった

ところでございます。 

 この両方とも、いずれも熊本県のほうに送らさせていただいたというところでござ
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います。 

 区役所１階に設置しております募金箱につきましては、設置継続してございます。

引き続いて皆様方、今日お帰りになるときチャリンとか入れていただければ非常にう

れしいところではございますけれども、１つ善意の募金もよろしくお願いします。  

 私のほうからは御報告でございました。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは次に進みたいと思います。 

 その他最後４番目、その他でもと区役所跡地の検討状況について事務局のほうから

御説明を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西でございます。よろしくお願いします。 

 お手元の資料９、もと区役所跡地の検討状況についてごらんいただきたいと思いま

す。 

 この区役所跡地の検討状況につきましては、前回、前々回の区政会議で御説明申し

上げてるところでございます。説明内容、また繰り返しとなり重複するところも多々

ありますけど、御了承いただきたいと思います。 

 簡単に状況について説明してまいります。 

 まず１番目であります。もと区役所跡地の経緯と活用にかかる課題ということでご

ざいます。これも前回、前々回と御説明させていただいておりますけれども、平成２

１年、今皆様がいらっしゃるこの新しい区役所への建て替えに伴いまして、古い庁舎

は供用を廃止しており、その跡地につきましては原則売却ということになっておりま

す。その売却益につきましてはこの新しくつくらせていただきました庁舎の建設費に

充当するといったものになっております。 

 一方、区役所跡地にまつわる課題でございますけれども、せっかくこれ区役所跡地
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でございますけれども、区民の皆様方の、貴重な財産ということで、その活用方法に

ついて平成２５年度に、区民の皆様方から意見を募ったところ跡地に図書館を移転、

誘致したらどうかと意見が多数あったということがわかりました。また、この資料９

一番最後のページに跡地の形状を載せておりますけれども、ごらんのとおりがたがた

の部分がございますので、これを整形化することによって、一応原則売却ということ

になっておりますけども、整形化することによって、その資産価値を上げることもで

きるのではないかというようなことも市役所内部から意見としてもらいましたので、

そのような検討も行っていくということで、この区役所跡地の活用につきましては、

２つの動きの課題を抱えている。１つが図書館を整備することを中心とした検討と、

もう１つは事業採算性を中心とした跡地の整備事業ということに取り組みたいという

ふうに考えておるところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、図書館を核としたまちづくりということで、跡地に

整備する図書館を中心として淀川・図書まち構想。これも前回、前々回御説明を申し

上げましたところです。ちょっと繰り返しとなり恐縮でございますけども、この新し

い淀川図書館を跡地に整備することにおきまして「図書館に人がつながるようなまち

を創造したい」。また、まちじゅう図書館の展開ということで、私設の図書館、ある

いは新しく跡地に整備する図書館、また学校の図書館をネットワーク化していきたい。

あと学校図書館の活性化ということで、地域の教育コミュニティを学校図書館を中心

に活性化していくという取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。  

 この跡地に整備する新しい図書館のイメージとして、「図書館の中にまちをつく

る」ということで、新たな市民参画の創造、ユーザーに寄り添う図書館でありたい、

また新たな市民交流の創造、お互いの顔が見えるような図書館でありたい、新たなに

ぎわいの創造、多様なユーザーがにぎわい集うような図書館でありたいというふうに

考えてます。この辺前回、御説明いたしたところでございます。 

 また、これも前回御説明いたしたんですけども、今年の１月から２月にかけまして、
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跡地の整備手法や導入する施設に関して、民間企業はどのようなニーズを持っておる

かという調査をいたしたところでございます。 

 主な提案内容といたしまして、図書館と民間施設を分離して建設したらどうかとい

うものと、ちょっとまた逆に、跡地全体を使って一体開発してはどうかと、図書館と

民間施設を併設するというような提案でございます。またあと、図書館と民間施設を

別々に整備・運営するというものと、ちょっとまた正反対で、官民連携手法、ＰＦＩ

と言われておるような手法を用いて、一体的に跡地を整備・運営していくというよう

な提案もございます。 

 また、こちらの民間施設に導入されるような機能といたしまして、高齢者住宅であ

るとか福祉施設、商業施設、病院、薬局、分譲マンション等と書いておりますけれど

も、そのような提案が出されたところでございます。 

 最後のページになりますけれども、今年度、平成２８年度以降の予定でございます。

先ほど説明した、調査の結果から得られたニーズ等踏まえまして、官民連携手法を含

んだような跡地の活用方策を今年度検討してまいりたいというふうに考えております。  

 先般、当区役所のほうにおきまして、この検討をお手伝いいただく事業者のほう募

集しておりましたが、そこありますように、地域計画建築研究所、地域経済研究所、

りそな総合研究所の共同体によります活用検討支援業務をただいま委託したところで

ございまして、今年度これらの業者のお手伝いをいただきながら官民連携手法を含ん

だ跡地の活用方策の検討を進めてまいりたいと考えております。 

 また、図書館がどのような機能が持つべきかという有識者あるいは区民の意見を聞

きながら検討を進めてまいりたいと考えております。こちらも検討委員会といいます

か、そういう意見をいただくような会議をお立ち上げいただきたいと考えております。  

 また、それらを踏まえまして、この跡地の活用方針であるとか、あるいは我々の理

想として掲げております図書館の整備、それの是非を平成２８年度秋、２９年度の予

算要求の時期までには大阪市の方針としては決定できればいいかなというふうに考え
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ております。そこで方針が決定できれば、来年度にはいろいろ手法があるかと思いま

すけれど、売却であるとか官民連携手法などの手続に着手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。 

 以上、簡単ではございますけれども、現在のもと淀川区役所跡地の検討状況につい

ての説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございました。 

 その他で（２）区政会議部会の開催ありますけど、これはもう説明あるんですか。

後ですか。 

 それじゃ、ただいまの説明に対して何か御質問とか御意見とかございませんか。あ

りましたらどうぞ。 

○横山委員 

 済みません、続けて。横山です。 

 前回もですね、ちょっと同じ質問させていただいんで、その確認なんですけれども、

建てかえの後の利用方法は十分議論いただきたいんですけども、今現状は何か活用で

きないというの前回質問させていただいたんですけども、それは区役所のほうでは何

か検討いただいてるんでしょうか。 

○西政策企画課長 

 建物自体、前も申しあげましたように、耐震基準に満たしておらないということで、

不特定多数の方々が入るというのはちょっと危険な状態であるのかなとは、考えてお

ります。ちょっとそういうような提案とかあればまた考えをしたいと思っております

けれども、区役所みずからちょっと今何か活用する案や議論は出てはおりません。 

○横山委員 

 現状、例えば住民の皆さんに何か活用方法ないですかとか、そういうのをぜひお考

えいただきたいということをお願いしたんですよ。例えば、非常に悲しいんですよ。
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もうぱっとあの辺通ると草がぼうぼうですし、廃墟みたいになっていますし、工事の

フェンスで囲われていますので、治安的にも何となく不安ですし、例えばフェンスに

ですね、コンパネ貼ってそこを子どもたちの展示スペースにするとかですね、いろん

な案はあると思うんです。建物は確かに耐震基準で使えないと思うんでね。今、自転

車の駐車スペースにはちょっと利用されてると思うんですけども、もうちょっと住民

が何かコンサートできるような場所にするとか、そういうふうに建て替えまでの有効

活用はね、ちょっと再度、御検討いただけたらということで、再度お願いしたいと思

います。 

○嘉悦議長 

 今のは要望でよろしいですか。回答は要りますか。 

○横山委員 

 前回お伝えをしたんで、何か進展があったかなという期待を込めての。  

○西政策企画課長 

 御意見としてうかがわしていただきます。コンサートをやったり、何かを催すこと

になると、予算とかも絡んでくると思いますんで、それに関してはちょっとお答えの

ほう持ち合わせておりません。申しわけございません。 

○嘉悦議長 

 それではまた、その件は一旦整理の上、また後日対応していただくということでよ

ろしくお願いします。 

 ほかに。 

○小澤委員 

 以前、この会議の中で売却時にこの土地を整形化する必要があると言わせてもらっ

たんですけど、それはこの土地の価値を上げるという意味で非常にプラスになります。

整形化に向けて、どういう取り組みをされているのか。一番気になるのがこの産業会

館ですね。あの建物も非常に古いんで、当然建て替え時期にきとるかと思います。そ
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こも含めてはどうか。 

 それと、ちょっと小さくて読めないんやけど、左の下の何の施設ですかね。保健関

係の施設かな。西南の角にある分です。そこをどうするのか。将来の見通しについて、

そこまで含められるのかどうか、その辺含めて御回答お願いしたいと思います。 

○西政策企画課長 

 整形化という点に関して、我々確実に言えるのはこの跡地の西側、今駐輪場になっ

とるところ、ここは大阪市建設局の所管でございます。後、水道局のサービスステー

ションがあったところ、今はここも更地になってます。ここら辺の整形化という観点

では一緒にできるのかなというふうに考えております。今、御指摘のあった産業会館

のところ、工業会がお持ちのビルがありますので、それはちょっと工業会さんの意向

云々とか絡んでくると思います。また、そこ工業会さんのほうもちょっとどないされ

るんかというのもありますんで、これらを含められるんかどうかというちょっと今、

お答えのしようがないというところかなと思っております。 

○小澤委員 

 産業会館を含めたら土地の形状は相当よくなります。この産業会館の底地の所有は、

どこになってるんですか。 

○西政策企画課長 

 底地は大阪市です。 

○小澤委員。 

 大阪市なんでしょ。そしたら、どうにかできるのではないかと私は思うんですよ。

同じ市で、市民のために使うわけですよ。しかも老朽化してるわけです。そういうこ

と考えたら、産業会館の移転も含めて前向きに考えていけば、ここを含めたらかなり

いい形になりますよ。この土地。ここはかなり食い込んでるから、ましてどちらも大

阪市の土地なんですから、何とかなると私は思うんで、その辺ちょっと頑張ってお願

いしたい。 
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○西政策企画課長 

 相手のあることなんで、ちょっと今は。 

○今田副議長 

 私、工業会の会長です。 

 ちょっと言わせていただきますけど、工業会としては、１００年に向かって買うと

いう方針で動いてるんです。お金のほうは、みんなで集めよういうことでこの前から

区役所のほうへはお願いにはあがってるところなんです。 

 以上ですけども。 

 ものづくりで一番大事なのは淀川区はね、生産でナンバーワンなんですよね。先ほ

ど言われたけども。これ自慢できることは、ものづくりはナンバーワンやということ

で、潰してしもたら大変やなというのは我々の気持ちで、そういうことで。 

○小澤委員 

 ただ、場所がこの位置でなくても、少し移動することで、お互いが有効利用できた

らいいのかなと思いますので。御検討のほうよろしくお願いします。 

○嘉悦議長 

 非常に貴重な御意見と思いますのでぜひ御検討願いたいと思います。 

 それではほかに御意見がないようでございましたら、本日の議題は以上でございま

す。どうしても最後に、こちら今日言っておきたいということがありましたら、余り

時間はありませんけども、お聞きしますけれども、よろしいでしょうか。  

 それでは今日、面会に事務局のほうから答えられなかった、答えにくかったことに

ついては、事務局のほうでまた後日、整理をして対応していただくということでお願

いをいたします。 

 それではこれで進行のほう、事務局のほうにバトンタッチしたいと思いますんでよ

ろしくお願いします。 

○西政策企画課長 
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 嘉悦議長、議事進行のほうありがとうございました。 

 また市会議員の皆様方も本日お忙しい中、御臨席賜りましてありがとうございます。 

 それでは、時間も参っております。このあたりで、平成２８年度第１回淀川区区政

会議を終了してまいりたいと考えております。 

 なお、次回の区政会議は各部会に分かれていただきまして、平成２７年度の取り組

み結果を踏まえた上で、今後平成２９年度以降のあり方についての細かい御意見を頂

戴してまいりたいと思います。 

 開催日程につきまして、お手元資料１０のほう出させていただいておりますので、

そちらのほう、ごらんいただければと思います。８月の暑い時期になっておりますが、

部会のほう、皆様方の最も参加しやすい日を出させていただいております。御参加い

ただきますようよろしくお願いします。 

 また、この区政会議で取り上げてほしい案件とかテーマがありましたら、お手元の

資料、意見表明書のほうお配りしていると思いますので、こちらのほうに御提案いた

だければというふうに思います。よろしくお願いいたします。これは締め切り日設け

ておりませんので、またいつでも随時、御提出いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 それでは本日、長時間にわたりまして活発な御意見賜りましてありがとうございま

す。また次回、よろしくお願いいたします。どうも本日はありがとうございました。 

―了― 


