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平成２８年度第１回淀川区区政会議 

コミュニティ力向上部会 

 

                     日 時：平成２８年８月３０日（火） 

                       午後６時３０分～  

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

 

○西政策企画課長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより淀川区区政会議コミュニティ力向

上部会を始めさせていただきます。私、本日進行役を務めさせていただきます、淀川

区役所政策企画課長の西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失

礼させていただきます。 

 まず、お手元の資料の御確認を願いたいと思います。 

 まず１枚目、次第。１枚めくっていただいて、配付資料一覧。資料１ 部会名簿。

資料２ 座席表。資料３ Ａ３の横長になっております、平成２７年度淀川区運営方

針振り返り（ダイジェスト版）。資料４ 平成２７年度淀川区運営方針自己評価【抜

粋】。資料５ 平成２８年度淀川区運営方針【抜粋】。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。「まちセン通信」ＶＯＬ.１３。「よどマガ！」８

月号。「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」０２３でございます。 

 不足等ございませんでしょうか。挙手いただきましたら、事務局の者がお持ちさせ

ていただきますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは本日の出席委員につきまして、私のほうから紹介させていただきます。板

谷委員でございます。小澤委員でございます。角本委員でございます。田中委員でご

ざいます。西尾委員でございます。牧委員でございます。なお、本日浦田委員は欠席

というふうにお伺いしております。また久本委員におかれましては、到着がおくれて
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おられるようでございます。 

 ただいま、区政会議コミュニティ力向上部会委員８名中６名の御出席をいただいて

おります。定足の２分の１以上の委員の出席をいただいておりますので、この会議が

有効に開催されていることを御報告申し上げます。 

 なお、区役所の職員につきましては、お手元の座席表のほうで御確認いただきたい

と思いますので、一人一人の紹介のほう割愛させていただきます。  

 それでは、次第に沿いまして、議題に移らせていただきます。 

 本日の会議では、主に、平成２７年度淀川区運営方針の振り返りを行う中でみい

だされました課題に関しまして、来年度の予算編成あるいは運営方針の策定に向けて、

改善策また今後の方向性につきまして、委員の皆様方から御意見を頂戴いたしたいと

考えておりますので、真摯なる御討議のほうよろしくお願いいたします。  

 会議の時間は２時間を見込んでおりまして、午後８時３０分には終わってまいりた

いと思います。何とぞ御協力いただけますようお願いいたします。 

 それでは、次第に則しまして議題２のほうにはいってまいります。 

 今回は、昨年１０月の委員改選後初めての部会の開催となりますので、まず、議長

と副議長の選任をしていただく必要がございます。この件につきまして議題といたし

ます。この議題まで、事務局のほうで進行させていただきます。 

 「区政会議の運営の基本となる事項に関する条例」第７条並びに「淀川区区政会議

運営要綱」第６条におきまして、区政会議の部会には議長・副議長を置くこととなっ

ておりまして、その選出方法は委員の互選によるものとなっております。  

 まず、議長にきまして、御選出いただきたいんですけれども、自薦、他薦を含めて

どなたかございませんでしょうか。 

○西尾委員 

 よろしいでしょうか。すごくなれておられるので、小澤委員を私は議長に推薦した

いと思います。 
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○西政策企画課長 

 今、小澤委員を押す声がありましたが、いかがでございましょうか。 

（拍手） 

○西政策企画課長 

 小澤委員、議長に就任させていただいてよろしゅうございますでしょうか。  

 ありがとうございます。 

 続きまして、副議長につきましても、互選によって選出いただきたいんですけど、

どなたか自薦・他薦でも結構でございますので、おられませんでしょうか。  

○角本委員 

 西尾さんなれてはるから、経験あるし。 

○西政策企画課長 

 ただいま、西尾委員を副議長に押す声がありましたが、皆さんいかがでございまし

ょうか。 

（拍手） 

○西政策企画課長 

 それでは、西尾委員、副議長就任ということで、よろしくお願いいたします。  

 小澤議長、西尾副議長におかれましては、この部会の議長・副議長という大任をお

努めいただくことになります。何とぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議長・副議長には就任に当たりまして、一言ずつ簡単な御挨拶頂戴でき

ればと思います。 

 小澤議長よろしくお願いいたします。 

○小澤議長 

 改めまして、こんばんは。私もこの部会に発足時からかかわっておりまして、やは

りコミュニティ力向上を考えるうえで、組織力を上げることが一番大きいので、地域

の活動していない団体をできたら整理をし、また各地活協も大阪市の方針に沿って一
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括補助金にすることで、地域の行事を把握し、また議論しいろんなことを地域全体で

決めていく、そういう形になるように話し合ってきました。反映されたこともありま

すけど、まだ地域によっては、いろんな組織、特に社協と地活協の関係というのは非

常に複雑、そこへ地域振興会が絡んできますので。その辺の立ち位置がまだまだ地域

で明確に理解されていない状況で、その辺をすっきりしないと、いくら頑張ってもそ

こでぎくしゃくしますので。そういう意味で、少しでも整理するお手伝いできればと

思っております。この一年余の間に、どれだけのことができるかわかりませんが、皆

さんと一緒になって、少しでも地域が活性化するように頑張っていきたいと思ってお

りますので、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。 

○西尾副議長 

 私、小澤さんのように目標をもっておりませんが、小澤さんと一緒に皆さんのお役

に立てるようにやっていきたいと思っています。また皆さん御協力をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。それでは、ここからは議事進行、小澤議長のほうにお願い

いたしたいと思います。小澤議長よろしくお願いいたします。 

○小澤議長 

 では、次の議題「コミュニティづくり等に関する課題について」に入ります。 

 先ほど事務局から説明がありましたように、この会議では、主に平成２７年度淀川

区運営方針の振り返りを行う中でみいだされた課題に関し、改善策や今後の方向性に

ついて御意見をいただくことが大きなテーマとなっております。 

 まず、事務局より、コミュニティづくり等に関する課題について、説明をお願いし

ます。 
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○新井市民協働課長 

 市民協働課長の新井です。掛けて説明させていただきます。 

 資料の４をごらんいただけますか。資料の４が２７年度の運営方針、経営課題をま

とめたものでございます。 

 １番目、経営課題３、住民が主体となって運営されるまちということで、２ページ

目をあけてください。めざすべき成果・戦略というのが、地域活動への参加促進とい

うことをあげております。 

 上段の右下ですね。課題というのをあげておりまして、地域活動にさまざまな活動

主体が連携している状況が区民の方々に実感されていない。 

 改善策、あらゆる媒体やさまざまな機会をつうじて、地域活動に関する情報発信を

行うことで、区民の方々に地域活動の実態を実感してもらえるようにする。  

 下段のほうですが、地域団体等のネットワーク拡充支援。その右下の課題のところ

です。地域活動に既に取り組んでいる地域団体や企業等への情報発信は進んでいる。

しかし、まだ、区役所とのかかわりが薄い企業・ＮＰＯ・学校、新たに転入してきた

方々等に地域情報が十分届いていない状況にある。 

 改善策。あらゆる媒体やさまざまな機会を活用し、積極的な地域情報発信を継続し

て行う。 

 次、４ページ目です。上段３―２、地域活動協議会の自立運営支援。中段の右です

が、課題、地域公共人材の活用については、現段階では中間支援組織の支援員がその

役割を担っている。そのため、地域の人材が活躍しているとは感じられていない。 

 改善策、中間支援組織への委託が終了するまでの間に、地域の自立運営におけるフ

ァシリテーションや、コーディネートの重要性の意義啓発や、地域の人材発掘に取り

組む。それにより、地域公共人材が活躍できる仕組みを構築する。  

 中段です。地域活動協議会の自立運営支援。ちょっと右下の課題ですが、新たな担

い手確保のための自立的な地域運営支援補助金の活用については、地域の年間活動ス
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ケジュールや、活用できている地域資源等、地域特性に応じた個別支援が必要。ＮＰ

Ｏ法人格取得については、地域にとっての意義やメリットを明確にする段階から、地

域特性に応じて進めることが必要。地域公共人材の情報提供については、地域からの

要求があれば、個別対応している段階にとどまっている。 

 改善策、新たな担い手確保のための自立的な地域運営支援補助金の活用については、

地域の実情に合わせた個別支援を年間活動計画に沿って実施する。ＮＰＯ法人格取得

については、現在検討中の地域が２地域あり、継続的な支援を行う。地域公共人材の

活用については、他都市・他区の事例を参考に広く情報提供できる仕組みの構築を行

う。 

 次、５ページ目ですが、上段。地域と区役所地域担当職員との連携支援。課題、担

当地域への積極的な関与や、地域活動把握対応について、地域担当者間にばらつきが

みられ、地域特性に応じた個別支援が十分でない。 

 改善策、地域担当者と中間支援組織との個別ヒアリングを年３回、年度当初、中間

期、期末を実施する。それにより、地域特性に応じた個別支援計画の立案実施、振り

返りを行う。 

 次、６ページですが、地域資源が循環する仕組みづくり。中段の課題。マッチング

は実施されているものの、イベント等の参加段階にとどまっている。「ヒト・モノ・

カネ・情報」が地域で循環する具体的な仕組みの構築にまで至っていない。社会的ビ

ジネス化事業検討や、地域へのＣＢ・ＳＢ意義啓発は進んできたが、事業受託できる

具体的な仕組みの構築には至っていない。 

 今後の対応方向、「ヒト・モノ・カネ・情報」が地域で循環する具体的な事業提案

から実施まで中間支援組織と連携し、区内モデル地域を設定し、重点的に支援する。

社会的ビジネス化については、他区の成功事例を参考に検討を進め、２９年度予算か

ら地域が受託できるよう事業構築する。 

 中段、ＣＢ・ＳＢ社会的ビジネス化の事業化促進。右下の課題です。マッチング事
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例、社会的ビジネス検討事例、コミュニティ回収の導入。ＣＢ・ＳＢについての意義

啓発は進んできた。しかし、「人・もの・金・情報」が地域で循環する具体的な仕組

みの構築までは至っていない。 

 改善策、区内モデル地域を設定、中間支援組織と連携して、重点的な個別支援を行

うことで、「ヒト・モノ・カネ・情報」が地域で循環する仕組みを構築する。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 それでは、引き続きまして、自転車を担当してます課長代理の石崎です。私のほう

から説明させていただきます。 

 経営課題４でございます。区民との協働による快適で魅力あふれるまち。  

 次のページ済みません、２ページをお願いします。めざす成果及び戦略でございま

す。市民協働型自転車利用適正化事業でございますが、これを行うに当たりましては、

２つの具体的取り組みということで、立てておりまして、それぞれについて御説明さ

せていただきます。 

 まず、戦略の市民協働型自転車利用適正化事業の課題でございます。区内の９駅の

放置自転車台数は平成２７年は平成２１年と比べ８５％減少し、これまでの取り組み

により、減少傾向にあります。しかし、西中島の繁華街、あるいは十三の商店街のお

客さんや従業員などの自転車が多いという地域の特性に応じた対策が必要である。今

後の対応方法ですけども、それぞれの協議会で各地域の特性に応じた効果的な取り組

みを検討する。 

 続きまして、それぞれの事業としまして、放置自転車対策協議会運営を通じた市民

協働型自転車利用適正化事業の取り組みにつきましては、課題としまして、区民の放

置自転車台数は平成２７年は平成２２年と比べ８４％減少し、これまでの取り組み結

果により減少傾向にあります。しかし、西中島の繁華街、十三の商店街等地域の特性

に応じた対策が必要であります。 

 改善策です。それぞれの協議会で各地域の特性に応じた、効果的な取り組みを検討
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する。 

 続きまして、３ページでございます。２つ目の具体的取り組みの自転車利用や集約

施設への啓発でございます。課題としまして、繁華街や商店街の放置自転車は店舗利

用者や従業員の自転車が要因となっています。それに対する改善策なんですが、集客

施設に対する啓発と地域特性に応じた取り組みと対策を講じています。 

 以上でございます。 

○中山市民協働課長代理 

 済みません、市民協働課でまちづくりを担当しております、中山です。どうかよろ

しくお願いいたします。 

 経営課題のほうの区民との協働による快適で魅力あふれるまちづくり、中身につき

ましてＬＧＢＴの支援事業のことをあげております。それにつきまして、２ページ目

になりますけれども、めざすべき成果及び戦略ということであげております。 

 まず課題といたしましては、当事者以外の方々の認知度・理解度については依然と

して少ない。今後の対応方向といたしましては、広報誌などを利用し、ＬＧＢＴをよ

り多くの方々に認知してもらう。市民公演会を開催し、より多くの区民の方々にＬＧ

ＢＴを認知してもらう。出前講座の活用ということをかかげております。  

 具体な取り組みといたしましては、下のほうになりますけども、課題といたしまし

て、区民のＬＧＢＴ認知度や意識は少しずつ向上しているが、意味がわかる割合が、

３０．９％と依然として低い状態である。改善策といたしまして、レインボー出前講

座を１月より開始し、区職員がみずから現場に赴き、ＬＧＢＴの正しい知識や啓発を

行う。出前講座は９ヵ所、述べ回数１２回。延べ受講者数が４６７名になっておりま

す。 

 以上でございます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、経営課題５、区民のお役に立つ区役所につきまして、私、政策企画課
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長西のほうから御説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして、２ページ目ごらんいただけますでしょうか。 

 めざす成果及び戦略、５―１の区民意見の反映と評価できる仕組みづくりのところ

でございます。課題といたしまして、区政に、区民の意見や評価が反映されていると

思う区民の割合は、前年度よりは改善したものの、依然として低い水準とどまってい

ること、また市政の総合窓口として、適切に対応したと思っている区民の割合が、

６％減少したことを課題としてあげております。 

 今後の対応方向といたしまして、区政会議の成果をわかりやすく定期的に区民に広

報していくこと、市民の声による改善結果を、区の広報誌である「よどマガ！」にも

掲載していくというふうにしております。 

 具体的な取り組みとして、その下にあります５―１―１、地域ニーズや情報の的確

な把握におきまして、課題ではアンケートや車座会議が有効と感じてない方が、３割

弱まだ存在しておりまして、より多くの方に有効と感じてもらうことが課題だという

ふうに考えております。 

 改善策といたしまして、アンケート方法をモニターから無作為に抽出した１，５０

０人を対象に行うことで、より広く意見を募ることができるものというふうに考えて

おります。また、車座会議は、区長と区民が気軽に対話できる場に変えていくことと

しておりまして、実際この６月から「区長とかたろう」という名称で、毎週金曜日の

夕刻と日曜会とする第４日曜日に、ここの区役所１階のほうで区長と区民の方々１０

分単位で、自由に意見公開していく場を設けているところでございます。  

 続きまして、３ページ目、具体的取り組み５―１―２、市政の総合窓口としての区

役所でございます。マニュアルどおり市民の声を担当に引き継ぐだけでは、総合窓口

の役割を果たしていると判断されていないこと、また「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」で計画

どおりの広報したものの、アピールが足らなかったことが課題というふうに言われて

おります。 
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 改善策といたしまして、広聴力を上げることで、区民ニーズを的確に捉え、適切な

案内を行うこと、情報収集に努め、総合窓口としての機能を充実させること、「ＹＯ

ＤＯ－ＲＥＰＯ」に加えまして「よどマガ！」でも総合窓口の実績紹介を行うことと

しております。 

 その下、具体的取り組み５―１―３区政会議の開催でございますが、課題といたし

まして、区政会議での議論をさらに充実させる必要があること、また区民の意見を区

政運営に反映できる仕組みであるこの区政会議について、広く区民に周知する必要が

あるということをあげております。 

 改善策といたしまして、区政運営について、わかりやすい説明に努め、充実した会

議につなげていくこと、また区民に区政会議、広く周知するため、会議の内容や成果

を定期的に広報することというふうにしております。 

 １枚めくっていただきまして、４ページ目、めざす成果及び戦略５―２。区政情報

などの発信力の強化です。課題につきましては、生活スタイルの多様化で、区民が求

める情報に対するニーズも多様化しております。多くの区民のニーズをカバーするこ

とが難しくなっていること、というふうに課題として認識しております。 

 今後の対応方向といたしまして、さまざまな層の区民ニーズを把握し、ターゲット

を合わせた媒体による積極的な情報発信を行い、それぞれの媒体を連携させて、より

効果的な情報発信を行っていくというふうにしております。 

 その下、具体的取り組み５―２―１。市民が必要とする情報の発信についてでござ

います。課題として書かせていただいておりますのは、業績目標には届かなかったも

のの、およそ、４分の３の方が広報誌は読みやすいというふうに回答いただいており

ます。引き続き紙面の工夫に取り組みつつ、今後は広報誌を見た区民の方々が、行事

やイベントなどの参加、あるいは区や市の施策、事業利用するなどの行動を起こさせ

るような紙面づくりが、必要であるというふうに考えております。 

 改善策といたしまして、広報誌を見た区民が、行事への参加や事業を利用するよう
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な動機につながるような、ターゲットを意識した記事、あるいは特集の内容としてい

くこと。また、広報誌をフックとして、ホームページやツイッター、フェイスブック

などに連携させていって、より効果的な情報発信を行うというふうにしております。  

 続きまして、５ページ目、めざせ成果・戦略５―３。区民の視点に立った区役所づ

くりでございますが、課題のところ、区役所来庁者への窓口サービスに係る民間事業

者の覆面調査の点数。これ５点満点で採点されているもので、窓口ミシュランという

呼び方もしておりますけれども、平成２７年度は評価点が３．０。また全国平均の３．

４と比較しましても、大きく溝はあけられておりまして、最低ラインになるというふ

うに考えております。窓口担当職員によって、業務知識や接遇レベルに差がありまし

て、ホスピタリティの意識が浸透していないことが、課題であるというふうに考えて

おります。 

 今後の対応方向といたしまして、先ほど申し上げました窓口ミシュランの星の獲得

に向けて、区役所内に具体策講じるためのチームを設けて、検討を行うこととしてお

ります。 

 その下の具体的取り組み５―３―１。来庁者サービスの向上では、先ほども申し上

げましたが、職員が意識してどのように接遇を行えばよいか、具体的な方法の提案や

浸透が行えていなかったこと。また職員によって、窓口対応に差があり全員にホスピ

タリティの意識が浸透していなかったことが、課題ではないかというふうに考えてお

るところでございます。 

 改善策といたしまして、リサーチ業者などから入手した改善策の実戦や、課長マネ

ジメントによる指導を、スムーズに窓口にたどりつけるような案内表示の改善などを、

実施してまいりたいというふうに考えております。 

 １枚めくっていただきまして、最後のページ、６ページ目。具体的取り組み５―３

―２。プロセスの改善や集約化による効果的・効率的な業務運営でございますけども、

課題といたしまして、業務の効率化は業務そのものの改善だけではなくて、執務室を
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取り巻く環境の改善など、間接的な提案を検討することが必要でないかというふうに

考えておるところでございます。 

 具体的な改善策といたしまして、直接的な業務の効率化に限らず、事務室内の整理

整頓などに取り組むこと、というふうにいたしておるところでございます。 

 以上、資料４、経営課題２におきます、課題対応方法改善策についての説明とさせ

ていただきます。 

○小澤議長 

 ただ今、簡単に説明していただきました。事前に資料を送っていただいております

ので、目を通していただいておられると思います。 

 それでは今説明された課題について、事前に質問を受けておりますので、その質問

について御回答のほうを事務局からよろしくお願いします。 

○新井市民協働課長 

 そうしましたら、事前質問項目１から説明させていただきます。  

 質問項目１、課題「区民が地域活動にさまざまな活動主体が連携している状況を実

感していない」について。 

 質問内容、区の広報誌「よどマガ！」や当地域協議会の広報誌「Ｌｅｔｓ東三国」

などを通じて、さまざまな地域活動、活動主体は広報されているところですが、地域

住民にとってさまざまな活動主体へのアクセスの仕方や相互連携関係については、不

明な部分が多いというのが実感ではないかと思われます。したがって、地域活動協議

会と各活動主体の関係、各活動主体の活動内容、参加の方法、予算、担当窓口などが、

理解できる冊子を住民の基本ツールとして継続して作成、提供していくことが必要と

考えます。 

 回答、委員御指摘のように、地域住民に向けて、さまざまな活動主体へのアクセス

の仕方や相互連携関係についての情報を発信することの重要性は、区役所としても感

じております。また、御提案があったように、淀川区の全地域活動協議会の活動内容



13 

をまとめた冊子は作成しておりませんが、区役所ホームページ・フェイスブック、及

び淀川区まちづくりセンター（中間支援組織）ホームページ・フェイスブックを活用

した各種地域情報発信のほか、区まちづくりセンター広報紙「まちセン通信」におけ

る地域の活動状況紹介を行っています。各地域においても、地域内広報紙の発行、フ

ェイスブック及びホームページの運用により、地域団体の活動状況や活動スケジュー

ルを発信する動きが拡大しております。御指摘を踏まえながら、地域活動情報発信の

活性化については、区まちづくりセンターと連携し、積極的な支援を継続して行って

まいります。 

 質問項目２、課題「地域公共人材の活用について、中間支援組織がその役割を担っ

ているため、「地域の人材」が活躍しているとは感じられていない」について。  

 地域公共人材を活用した事例には、どのようなものがあるのか。  

 回答、地域公共人材とは、地域課題の解決や実現に向けて、第三者的な立場で「話

し合いのファシリテイター」や「地域内外に存在する地域資源と団体をつなぐコーデ

ィネーター」のような役割を担う人を指し、「市政改革プラン」及び「豊かな地域社

会の形成に向けた区政運営基本方針」において定義しています。大阪市では、この地

域公共人材情報を集積・公開し、地域団体等からの要請に基づき派遣を行う「地域公

共人材バンク」を平成２５年度に立ち上げ、地域公共人材として活躍できる人材を公

募・選考を経て登録を行っています。淀川区でも、平成２８年７月に地域公共人材バ

ンクから派遣された講師による講演会、社明運動で木川地域で開催し、他の地域から

も多くの方が来られ、約１６０名の参加がありました。今後とも、地域活動協議会意

見交換会等さまざまな機会を通じて「地域公共人材」についての意義啓発、活用事例

紹介及び情報発信を行ってまいります。 

○西政策企画課長 

 続きまして３番、課題「社会的ビジネスやＣＢ・ＳＢについて具体的な仕組みの構

築には至っていない」じゃないかということでございます。 
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 ＣＢ・ＳＢはコミュニティビジネス、ソーシャルビジネスについて、現在、地域活

動協議会ではコミュニティ回収が動いておりますけれども、これ以外にも公園の除草

や清掃を地域活動協議会に委託するなどが考えられないかと思う。区の所掌範囲外に

なるのかもしれないが、地域に密着した分野で行政が税金で実施している事業で、Ｃ

Ｂ・ＳＢ化できそうなものをもっと積極的に検討していただきたいというのが、質問

の内容でございます。 

 それに対する回答でございます。委員御指摘のとおり、本市では豊かな地域社会の

形成に向けた区政運営基本方針のもと、地域活動協議会を核とした自律した地域運営

をめざすために、地域や社会における課題の解決、ニーズへのさまざまな取り組みを

継続的な活動とし、地域の活性化につなげていくために、人材、モノ、資金などの地

域資源が活用され循環する地域社会をめざしているところでございます。その手法と

して、コミュニティビジネスやソーシャルビジネスを積極的に地域で活用実施に向け

て、区役所としても支援しなければならないというふうに考えております。また、よ

その他区での社会的ビジネス化の事例として、公園管理を地域受託しているような事

例、また区の広報誌配布を受託している事例等もありまして、当区におきましても実

施可能であるかどうか、淀川区まちづくりセンターと連携しながら検討を行っている

ところでございます。今後も、地域内における公園や人材等のさまざまな地域資源を

活用して、本市が実施している事務事業を社会的ビジネス化できるかどうか、関係部

局へ働きかけながら、継続して検討してまいる所存でございます。  

 なお、参考までに、資料のほう、よど☆エコ回収（コミュニティ回収）の現在の実

績を載せておりますので、合わせて御参照いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

○事務局 

 ４番目でございます。放置自転車対策について。 

 御質問でございますけれども、放置自転車は減少していると言われているが、メー
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ンの道路から１本入ったマンションや道路の前などの放置自転車は、増加していると

感じる。そこはそのままで結果が出ているといえるのだろうかという御質問でござい

ます。 

 回答でございますが、公表されているデータによりますと、放置自転車禁止区域内

での放置自転車台数は減少傾向にございます。委員御指摘のように、メーンの道路か

ら一筋入った道路上などには、箇所によっては依然として放置自転車があるのは認識

しております。地域住民の方々や建設局をはじめ関係部局と連携し、自転車利用マナ

ーの向上のため、啓発活動に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○西政策企画課長 

 議長済みません。久本委員がちょっとこられましたので、紹介させていただきます。

これで、８名中７名の委員の出席をいただいておりますので、御報告させていただき

ます。 

 以上でございます。 

○小澤議長 

 ただ今、事前に御質問のあった点について御回答いただきました。その回答も含め

て、御質問・御意見等ありましたら、遠慮なく積極的に発言していただければありが

たいと思います。 

○西尾副議長 

 早速よろしいでしょうか。４番は私が質問いたしました。これですね、確かに減っ

ているって、その場所がどこかわからないというので、私のほうは書いたんですけど、

例えばキャンペーンやっておられるときに、やっておられているちょっと離れたとこ

の、閉まってるお店の駐輪場に停めたり、お金を払わなければいけないところありま

すよね。今、ブロックでいろいろ。そういうところに知らん顔して停めて、そのまま

行く人もいます。そういうことがいっぱいあるのに、そういう部分で。 
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 また、私たち一般市民というのは、どこがどの管轄の道路かっていうのは一切わか

りませんよね。ですので、この質問したんですけども、これがこの質問がおかしいん

でしたら、お宅の書いてはるやつに注釈をつけたらどうでしょうね。ここの場所で、

キャンペーンをやった場所で減ったとか。そしたらここで減ったんだなというのがわ

かるんですけど、一般的にこうやって質問されたら、何か質問したものが変な感じが

しますよね。と私はずうっと思い続けて今まで来たんで、きょうは絶対お話をしよう

と思ってきました。 

 だから、本当にそのキャンペーンで減ってるっていうその資料があるなら、確かに

減ってるんでしょうから、それだったら場所の指定を注釈で、例えば十三駅前である

とか、西中島の駅前であるとか、キャンペーンのある放置自転車区域であるとか、禁

止区域であるとか、そういう注釈をつけはったら、絶対そんな質問しませんもん。そ

れはないのに、質問した私たちのほうが、これは管轄じゃないからみたいなことを言

われるようでは、区政会議の質問っていうのは、何もできませんよね。はっきり言っ

て。そこは私はちょっと考えていただきたいなと思って、きょうはやってきましたの

で、それに関してお返事を。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 まず、数字なんですけど、一番最初に回答のほうに書かせていただいておりますと

おり、地域がどの範囲かっていうことで、今お話が公表されているデータというのは、

あくまで放置禁止自転車の放置禁止区域の中の台数をひらって、各年ずっと調査をし

てる関係があります。禁止区域内の放置自転車の台数というのは、減っているという

状況なんです。 

 一方で、このメーン道路から一筋入った道路っていうのは、台数は減ってるという

その中で、数字自体は減ってるんですけど、場所によっては、そのままある程度自転

車が放置されてる箇所っていうのは、確かにまだございます。それについては、今後

やっていかないかんやろうってことで、ここに書いているつもりなんです。 
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○西尾副議長 

 だから、それは答えはうまいこと返事しはったなっていうのはわかりますよ。でも、

やっぱり一般市民がぱっとその効果を見たときに、えってなりますよね。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 おっしゃってることはわかります。 

○西尾副議長 

 だから、それを考えてほしいということなんです。 

○新井市民協働課長 

 今後は表現するときに、例えば駅周辺３００メートル以内の放置禁止区域において

はとか、そのように具体に表現させていただきます。委員の指摘はごもっともだと思

いますので。もう少しわかりやすく、経営課題をあげるときに表現したいと思ってお

ります。 

○西尾副議長 

 わかりました。ありがとうございます。 

○板谷委員 

 ちょっと質問いいですか。僕もこの数字見てすごく効果あったんやなって思ったん

やけど、その実態としては、放置自転車が場所を移っただけなんですか。そこは把握

されていないですか。実態として。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 移動したんかどうかはわからないですね。ただ、放置自転車っていう、今大阪市が

やっている放置自転車対策というのが、昭和４５年ぐらいからずっとやっているんで

すけれども、それはもともと駅周辺に集まる自転車というのを対象にして、ずっと進

めて。 

○板谷委員 

 だから、それは言いわけでしょう。対象区域がエリア決められてね、放置禁止区域
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が決められて、その禁止区域だったところに置いていると、罰則規定があるんですか

ね。それとも、すぐ撤去される。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 撤去をされます。 

○板谷委員 

 すぐ撤去されるんでしょう。そういうことがあるから、その置く側はそうでないと

ころに置いてやろうかということで、余計に広がってるわけですか。それが実態です

か。そこは実態は把握されてない。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 それは済みません、数値上はわかりません。 

○新井市民協働課長 

 実際、放置禁止区域の自転車は減っておりますし、駅周辺に集まる自転車で駐輪場

の整備も同時にしておりますので、駐輪場へ追い込んで規則正しく利用していただく

という。駐輪場の利用者がふえていること。それから駅周辺の放置自転車のカウント

として、実際減っております。なので、一定の効果はこのように、約８割減っている

と書いておりますけれども、あると思っております。単にあっちこっち散らばって逃

げただけではなく、この間禁止区域の啓発もしながら、地域の方と一緒に啓発もやっ

ておりまして、それと駐輪場整備も行っております。 

○板谷委員 

 駐輪場整備も含めて、トータルそういうふうになってるということも含めて記載し

たほうが、印象としてはというか、トータルされているなら、というふうには思いま

した。 

○新井市民協働課長 

 ありがとうございます。もう少しわかりやすく、そのように今度から記載さしてい

ただきます。 
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○小澤議長 

 ８４％になったの。８４％減ったということなの。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 ８４％に減ったということです。 

○小澤議長 

 １６％が残ってるということやね。大変な成果なんですけど、ただ、これ拠点ごと

に資料出してこないと、なかなか見えにくい。例えば十三はそんなに改善されてるよ

うに思わないし。新大阪、西中島、それ以外のところは、結構改善してるのかなと思

うけど、塚本も大分よくなったと思います。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。本当にきれいになって。 

○角本委員 

 自転車の対策の協議会ありますよね。最初立ち上がったときに、私たちそれにさせ

てもらったときは、今おっしゃるこんなんじゃなくて、すっごい細かいデータが、す

ごく出てるんです。何台とかね。地域の意見としてそこまで言うんやたら駐輪場ふや

してほしいというのが、塚本で意見が出て、ちょっとずついろんな対策で、駅のほう

が西淀川と合体して、駐輪場もふえましたし、そっちへ利用客がふえてっていう、い

いふうな改善には塚本のほうは一応なってると、今までの経過で言いましたら。ただ、

今言うたように、今度はよその公園のほうにまで停めにいったりというようのもあっ

たんですね。そこは、禁止区域とされてないところがあるので、そこもしてほしいと

いう要望をすれば、そこも入れてくれはったんですね。だから、地域が要望をすれば、

必ずちょっとでも、ここも見てほしいということであれば、廻れる範囲で廻っていた

だけるというのが、自転車の対策協議会、出たことあるんですけど、そこは物すごい

細かく、何年でこうって台数まで全部出てるので、それを見たいとおっしゃられるの

であれば、そういう資料もお見せしていいんじゃないかなとは思います。 
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○小澤議長 

 私も三国駅に関わっていて、当初から言っているのは派手なことするんじゃなく、

継続的にできるだけ密に指導していくということが必要やということで、３チームを

編成し、きめ細かく幅広く活動することで、三国駅周辺は非常に改善されたし、そう

いう事例を拠点ごとに具体例をあげて報告すれば、ほかの地域もそれを参考にし、ま

た十三駅であれば十三の組織があるわけで、その中で議論し具体的にやっていかない

と、地域性もあり非常に難しい。塚本は、西淀川区と淀川区が接しており、別の難し

さがあるし、新大阪、西中島になると駐輪施設が本当に少ない。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 今もう大分ふえてます。それで台数も減ってます。 

○小澤議長 

 それやったらいいんですけど、いずれにしても各地域の、情報、特に成功してる地

域の事例を流してあげて、それを土台にして議論されていったら、いいんかなと思い

ます。 

 それと、行政と地域の連携ですね。どちらかに依存するんじゃなしに、地域住民の

意識も非常に大事なんで。 

○新井市民協働課長 

 どの協議会も地域の方が、本当に毎回毎回啓発とかに出てきてくださって、まめに

本当にマンションの前のエフ付けたりとか、いろいろしていただいて、結果西中島と

か、十三地域もそうですけど、効果が出ておりますので、地域住民の方と行政の方と、

鉄道事業者もそうですけど、一緒になって自転車対策を行っていくのがいいのかなと

思っております。 

○小澤議長 

 放置自転車のことで議論してたら、いつまでも続きますので、それ以外の案件も多

いので、ほかに何か御意見等ありましたら。 
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 先ほどの話の中で、地域団体、いわゆる地域活動協議会と委託していけばどうかと

いう意見が出てたと思うんですけど、それはＮＰＯとかそういう組織にしていく必要

があるわけ。 

○新井市民協働課長 

 何に関しての委託ですか。ＣＢ・ＳＢですか。 

○小澤議長 

 例えば、公園の清掃について、地元に委託していくとか。また放置自転車において

も、各地域に対策協議会があるから、その対策協議会に委託していくとか、そういう

ことを地域が受けるにはどの程度のレベルの組織にすれば、そういうことが可能なの

か。 

○新井市民協働課長 

 他区の例をみますと、必ずしもＮＰＯ法人化とかではなく、地域活動協議会という

団体名で受託している地域が、今のところ多いです。ＮＰＯ法人化して、例えば港区

とか広報誌の配布をやったりするようなところもあるんですけど、一地域活動協議会

として、その地域の部分は、自分たちで受託してるっていう区があります。 

○小澤議長 

 淀川区は各地域活動協議会がＮＰＯ法人になることを、めざしてるんですか。別に

どっちでもいいんですか。 

○中山市民協働課長代理 

 今、小澤さんおっしゃったように、受託の関係でいいますと大阪市と契約するに当

たっては、必ずＮＰＯ法人でなければいけないという規定はありません。  

○板谷委員 

 そうしたら地域活動協議会は今のところ法人格でも何でもないわけ。 

○中山市民協働課長 

 ないですね。はい。 
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○小澤議長 

 コミュニティ回収、今何地域が実施しておられるんですか。 

○白方政策企画課長代理 

 資料の６の３のほうを見ていただいたら。 

○板谷委員 

 ４プラス３になるんですか。 

○西尾副議長 

 ４足す５じゃない。 

○白方代理 

 ９月に神津さんで、１０月に塚本さんがスタートすれば９地域ですね。 

○小澤議長 

 まだ半分。 

○白方代理 

 そうです、１８地域中。あと２つ実は区内で準備している２地域がありますので、

うまくいけば、今年度中に１１地域スタートできるんではないかなと考えております。  

○小澤議長 

 先々多分こういう問題出てくると思うんだけど、地域全体でコミュニティ回収に取

り組んで、地活協に資金が入ってるっていうのは、何の問題もないし、また、それが

究極の姿やと思うんですけど、残念ながら、集団回収を既にやってる町会、それから

マンション等がありますので、そこを取り組むのが非常に難しい、そこだけ除いた形

でコミュニティ回収やってるというとこが比較的多いかなと思うんですけど、そうな

ってくると、お金が入ってくる町会と、入ってこない町会が出てくるんで、その辺の

問題意識を役所としてもって、今から考えておかないと、問題が出てきたとき対応が

非常に難しいと思うんやけど、どれだけそういう地域があるのか私はわかりませんけ

ど。 
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○白方政策企画課長代理 

 既に集団支援回収やってるとこがコミュニティ回収に移行してるところのほうが多

いです。そのままのところもありますし、それぞれ地域特性ありまして、確かに小澤

委員おっしゃられてるように、問題点は指摘させていただいてます。それぞれ温度差

があって、うちの収入とコミュニティ回収の収入と違うのも事実ですし、それも含め

て地域内での課題についてきっちり整理していただいてから、スタートしてください

ねというのはお伝えしています。ですので、安直にコミュニティ回収をどんどんやっ

てくださいとは言っておりませんので。 

○西尾副議長 

 だから、その中心になる地活協の会長さんたちの判断だと思うんですよね。  

○白方政策区企画課長代理 

 そうですね。それとやっぱり集団資源回収やってるところで、そのままやりたいと

いうところもありますので、それは地域内でお話していただいて、スタートとしてる

ような状況ですから、それぞれ本当にいろいろありますね。 

○板谷委員 

 だからうちもマンションは除外で、マンションだけで機能してると。子供会等でや

ってるところは従来どおりそれはそれでやってもらって、その統計的に数字を見て、

集団回収したことによって子供会の、年間、補填しようということもいうてやってい

ますから。 

○西尾副議長 

 うちも小さい町会の子供会が集めてるところもあれば、大きな連合の子供会が集め

てるところもあるので、その収入はやっぱり大事でしょう。だからそれを邪魔してま

では。 

○板谷委員 

 だから既得権を侵さないように、考えならがらやらんと、というのが我々の考え方



24 

で、集団回収に関しては。 

○小澤議長 

 子供会はまだ地活協が補助金を出せば。子供会を取り込んだとしても、それに見合

う予算を地活協から出せばいいんであって。 

○板谷委員 

 そういう考え方もありますよ。当然。 

○小澤議長 

 問題は今言われた、マンションとかは地活協から出せるわけないので、その辺が非

常に悩ましい。 

○板谷委員 

 ただね、マンションの話するとね、子供会が独自に従来活動してきたから、それは

それでやるべきやというふうに思う。それを取り込んでしまって、こっちから補助金

与えるわみたいなね、考え方はしないというのがうちの考え方です。 

○田中委員 

 北中島なんですけどね、今、年内に何とかって考えてるんですけど、今おっしゃっ

たように既にマンションはやってはるから、いろいろ話してるときに、結果的に北中

島の場合は、収益は防災に使いたいという話で一応最初はまとまってたんですけど、

そしたら、コミニティ回収に参加してない人はどうなん。その人にもそれを使うんだ

ったらどうなるんだっていう意見もあって、この間からその人たちに、もし防災のグ

ッズ買ったときにそれをしようとするときは、それは各参加してないマンションに幾

らかわからないけれど、いただけますかっていう話を今持っていって、何軒かはオー

ケーとってるんですね。だからそしたら今度は本当に町会に入ってない方がどうなる

んかなっとかって、なかなかスムーズにいきそうだったのに、そこら辺で考えてると

ころなんです。そこがちょっとどうしたらいいのかなとか。入ってない方はどうする

のかとか。 
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○小澤議長 

 野中地域では集団回収やってるところが、６件ありまして、マンション、事業所、

町会等、そこは無視できないので、公平を期すため、地活協で全部一まとめにしてや

ってますけど、地活協の収入を全て各地域団体、町会に還元してます。だから町会は

収入がふえるから喜んでるんですけど、ただ作業は大変です。それぞれの町会ごとに

集めて、計量していく必要があるので。大変ですけど、できるだけ簡素化するように

とは思ってます。 

 現在、地活協に残すのはゼロなんですけど、地活協でお金いるようになったら、全

体で百何十万集めますので、そこからことしは３０万残しますよ。あとは還元します

よという形でやっていけたらと思っております。 

○田中委員 

 本当にやってみないとわからないですからね。うちも最初は防災だけど、ある程度

ついたら各町会さんに、それは今おっしゃったみたいにわけるのは大変だから、一律

で何％お渡ししようかなと、それを皆さんに今度の地活で納得していただこうかなと

いうとこなんですけど。一生懸命年内と思ってみんな頑張ってるんですけど。  

○小澤議長 

 僕があえて言わせてもらったんは、いろんな問題が、多分地域ごとに起きてくると

思うんです。そのときに、あたふたして対応してたら、いい結果出ないんで、そうい

うことを念頭に置きながら、事前にシミレーションして、やっておかないと。せっか

くいいことなんで。これによって相当な資金、それから資源の有効利用と本当に、い

いことずくめなんで、何とかいい形で定着していただくようお願いしたいと思ってお

ります。 

 ほか、何かありましたらどんなことでも結構ですので。 

○久本委員 

 私今回、区政会議のメンバーで入らせていただいて、去年とかの報告から３月から
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聞いて、きょうもこれもそうなんですけど、資料ができていろいろ見ていたら、先ほ

ど読んでたら資料６番のこれ全部読んでいってもね、質問内容に回答がついて、さっ

きの自転車に対しても啓発活動を努めてまいりますだけで終わって、ほんで突っ込ん

だ話である程度の数字が出てますよ、という話にはなってるんですけど、じゃあこれ

に対して何をしていきましょうっていうのは、誰かどう決めるんですか。 

 だから、ここの自転車についてやったら、啓発活動を務めてまいります。じゃあ、

務めていって、その放置自転車やいろんな話があったけど、それがどんだけなくなる

のか、じゃあ、それをなくすために誰がどう協議して、どないしてやっていくんかっ

ていうのが、この間から区政会議で何も見えへんのですよ。資料見ていても。だから、

区役所からの発表会にしか聞こえへんのです。 

 だから、ここに書いてある１番から４番まで全てそうなんでね、じゃあこれをいつ

の段階でどういうふうにしましょうというのが、何の資料にも出てないんですよ。今

までもらったやつの中でも。もらって家帰ってね、見直したところで、いろんな話あ

ったけど、全部こういう務めてまいります、前進していきますので、そんなんばっか

りでね。 

 私ら目の前に問題出てきたら、じゃあ今何せなあかんねんっていうのが、仕事しと

ったら当たり前の話でね。だから十三の地域はいつもそれなんですよ。今もあったコ

ミュニティ回収のお金云々の話もあってね、私らはマンションでやっとったらええや

ん。どこの町会でもやったらええやん。そうじゃなく、十三のコミュニティ回収する

よ。その日に出してくれたらそれでいいやん。その日に出せって俺ら強制せえへんで

と。中にはその、みんなでやって、地域の事業ちゃうんかっていう人おるんやけど、

そうじゃないやん。それを言い出したら、さっきも言ってた、町会費を納めるとか納

めないとかっていう話になるけど、地活協は全体で住所に住んではるっていう問題や

ろう。きょう生まれて今死ぬ人までは全部対象でしょう。その基本の話していきよる

んでね。だから、こんな先の見えへん話なんかせえへんのですよ、うちら。  
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 だから、この発表会みたいなことはちょっと辞めたほうがいいんちゃうかなと。そ

れするんやったら、こういう形で出てきてるけど、じゃあ、これをどうしましょうと

いう会議の席やったらわかるけど、それをするにしても、区政会議の全体でやっとっ

た時間にあんだけの資料出してね、やるいうても無理やろうし。何の値打ちがあんの

かな。 

 うち前回委員でおった､森田さんとも話しとった。やっぱし一緒やわと。 

○小澤議長 

 区政会議発足当初から言ってるんですけど、区政会議の位置づけをもっと具体的か

つ明確にする必要があると、基本的に、区政会議というのは決議機関ではなく、諮問

機関であると思います。 

○久本委員 

 ですよね。そうやからここは発表会かもしれんけど。じゃあ、発表する内容をもっ

と込み入ったものまでできるんか、できへんのか。ちょっとさっき言ってた数字の話

で、どうのこうの言ってるけど、それ以前に、十三と西中島の駅やったら、ことし自

転車の指導員を民間委託して、じゃあ何ぼの事業費出しましたと、そこの事業やって

るやつはどんだけの成果をあげてますん。その数字が出てくるんやろう。入札あった

けど１回目は不調で終わりましたと。６月の公募出したときに決まってへんかったら

どうすんねんっていう話まであったでしょう。そういうことを報告できへんのん。前

回の説明やったときに、実際それ決まってなかったら進んでへん事業でしょう、６月

やったかな、言うたときに、じゃあそれやったら十三手を挙げにいこうかって。地域

のことやから。そうやったらうち手をあげていこうかという話もしてたん。 

 もっと突っ込んだ話したら、まちセンさんとこも事業かって毎年やりますよね。こ

としかって何ぼで出てますって話聞いたし、そうやから地活協で事業取りにいくこと

はできんことはないよ。法人でないと受けられへんていう規約もないしね。ただその

まちセンの事業に関しては、まちセンは地活協を支援する団体やから、地活協が取る
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いうのはぐあい悪いん違いますかと言われた。それは確かやと。じゃあ、ほかの形で

とったらええねやろうという話までしに行ったんやね。だからそういうちょっと見え

たような形の発表の仕方ってないんかな。 

○小澤議長 

 ステージを変えて議論せんとそれは無理です。 

○久本委員 

 そうなると、本当に区政会議やってる時間も無駄なのか。時間が足らんのか。足ら

んのやったら回数ふやすんか。 

○小澤議長 

 無駄とは私は思っておりません。あくまでも区政会議は諮問機関であって、区長が

意見を聞きたいときに皆さん集めて意見を聞き、区役所として判断していく。そうい

う立ち位置で、決める場ではないと私は思っております。いろいろと議論する中で多

種多様な情報交換ができ、それが地域活動に活かされると考えております。 

 以前、地域を活性化するための一つの方法として、地活協に定年制を引くことを提

案させていただきました。だけど、実際定年制を引いた地域がどれだけあるんか知り

ませんが、野中地域は定年制を引いております。 

○西尾副議長 

 うちも。 

○西尾副議長 

 区政会議も回数が少ないから、区役所さんからの報告ばっかり聞いてて、質問して

も納得いくことがなくいつも帰ってるなって思うんですよね。そのためにこの部会が

あるんだったら、ここでちょっと久本さんも今おっしゃったように、詰めれることが

あったら、詰めていけばいいんじゃないでしょうか。 

○西政策企画課長 

 区政会議のあり方について、御意見いただきました。運営方針読んでますと、これ
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なかなか分厚くて皆さん方、きっと見にくい資料なのかなと。またＰＤＣＡって時々

私も会議の場で紹介させてますけど、これで１年サイクルして足りてるとこ足りてへ

んとこみてつくる。足りてへんとこあったらそれを次に改善していくというので、こ

れ事業を３つ目にまわして次につなげていく。ただその途中経過において、我々で気

づかんことがあったら、多々あるだろうと思いますので、それを委員の皆様方に意見

をお聞かせいただくということで、区政会議全体会議を開いて、また。全体会議では

たくさん議題がちょっとあり過ぎますので、こういう部会という形で、特定の議題に

対して御意見いただけてるというところであります。 

 ただ、ちょっと我々の見せ方というか、説明の仕方、今、委員いろいろ御指摘いた

だきましたが、まだまだ工夫が足らん部分はそれはちょっとあるのかなということは、

我々も真摯と反省せなあかん部分もあるのかなと思います。わかりやすく、どう伝え

るのかというのは我々も試行錯誤、繰り返しの最中。いつまでも試行錯誤ばっかりし

とってもあかんのですけども、見せ方というかお伝えの仕方というか、また議論の持

ち方も、我々も、きょういただいた意見、真摯に受けとめて真剣に検討してまいりた

いと思います。 

○久本委員 

 確かに難しい思います。地域１８あったら全部条件違うからね、みな。さっきの自

転車のこと、うちらも目の当たりにして、目の前の話題のやつやからそういう話にな

ったけど、だけど結局北のほうも、地域の方の問題点は僕らわからへんしね。例えば

学校行ってる子どもらに何か問題があるとね、共通で考えられるんやけども、条件違

うから。それはわかるんです。その辺のところ、ここに出てるもん以外でも、もっと

地域と密になって、情報もらえるんだったら、地活協としてはいつでも動きますよ。

だから振興会でもそれはやりましょう。 

 振興会のあり方もね、十三は今見直さなあかんなと、さっきも言うてたお金だけの

話でもいいから、町会費出してるところと、出してはくれるけど参加率の悪いところ
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はどうすんねんとか。例えば定例会や何か来なかったら、毎年出してもうとる分担金、

倍もらって、そのかわり情報だけ後で教えるっていうような形でいくんか、同じ振興

会の町会長さん同士で話し合いしてくれやと。だからそれぐらい、地域はやらなあか

んことやりましょう、実際にお金も足らへんから事業取りにいかなあかん、というの

は、ほんまわかってるんですね。補助金いただいて、町会さんから分担金いただいて、

それ以外のところは、穴埋めが、さっきも言うてたコミュニティ回収であったり、い

ろんなこと雑収入で穴埋めするのは確かなんですけれども。それにするに当たっても

情報っていうのは、確かにいろんな形でもっと欲しいですね。 

○小澤議長 

地域の組織のあり方、お金の流れ、いろいろ各地域で違うんですね。私の地域で

は各町会から会員数をもとに出資金を集め、地活協が一元的に運営しております。  

○田中委員 

 かなり地域性がありますよね。そううまくね、小澤委員とこみたいにスムーズに地

活協が全部もっててっていうのは、本当に難しいと思います。けんかするとかしない

とか、そんな問題じゃなくて。 

 だから私は区政会議は今おっしゃったこともあるかもしれないけど、やっぱりこう

して課題と今後の方針をいろいろ書いてくださってるのを見てると、そうだなって思

うし、こう区政会議によって、いろんな地域の方々の意見を聞かせてもらって、それ

をすごく自分のほうに入れられないけれども、それはすごく参考になることはたくさ

んありましたし、だから一概に区のほうがどうのこうのって、私味方とかじゃなくっ

てね。私主婦やから、そんな大きなこと考えないですけど、でも、やっぱり区政会議

で、やっぱりいろんな方のいろんな意見を聞かせていただいて、すごくそれは地域に

もって帰っても、役員会で話し合って勉強になってますし、一応そうして細かく書い

ていただいていたら、それなりに頑張っていただいていることもわかるし、ああせえ

こうせえというのは、私はあんまり個人的にね。 
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○久本委員 

 だから僕否定してるんちゃいますからね。発表会で終わらさんといてと言ってるの。 

○田中委員 

 おっしゃることはわかりますよ。久本委員はちゃんと御自分もやってはるから、そ

ういうことを求めてはるのはわかるんですけど。 

○小澤議長 

 いろんな形で自由に話をして、それぞれ立場も違うし、土俵も違うんでね。多種多

様な話を聞くことで、参考になることも結構あります。逆に区役所の話よりも、皆さ

んの地域の話のほうが参考になることがあります。また、区政会議の全体会議でした

ら、構えてしまうところがあって、きめ細かい話できないんじゃないですか。だから、

こういうきめ細かく自由に話ができるような場があれば、それは我々としてはありが

たいし、また活かしていけるんかなと思います。 

○田中委員 

 本当に困ったら皆さんにお話してね、どうしたらいいですかって。また区にも相談

させてもらったほうが、しっかりした答えもいただけるん違うかなって思います。 

 全体的には難しいですよね。 

○小澤議長 

 区政会議そのものは、俗っぽく言わしてもらったら、話し合うというか一方通行の

会議です。決議機関になったら、それこそ地活協もあるし、振興会もあるし、区政会

議もあるとなれば、地域が戸惑います。区政会議では、いろんなことを地域を越えて

自由に話し合ってるなっていう姿を見せるほうが、自由に意見交換できてるなってい

うのが見えたら、そのほうがいいような気がしますけどね。 

○田中委員 

 地活協の中ではそれぞれが地活協ってことはわかってこられたし、各種団体も地活

協の中にいてるんですけども、やはり普通の住民の方に地域活動協議会って聞くと、
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そう簡単にはわかっていただけない。 

○角本委員 

 まだ３年ですからね。なかなか、やっとっていうぐらいかなと思いますけどね。 

○小澤議長 

時間の経過とともに世代も変われば、多分その辺も変わるし、社協も変わると思

います。 

○角本委員 

 地活協ができて、地活協と連合っていうよりも、多分地活協と社協の問題やと思う

んです。大きいくくりが地活協でその中に。 

○久本委員 

 それ昔からの関係ですわね。 

○角本委員 

 そうです、そうです。もうずっと。 

○久本委員 

 地活協はそれをひっくるめて一つですやん。 

○角本委員 

 そうなんです。一つなんです。連合は任意団体とかいろんな問題が、地活協ができ

てからあったんですけど、昔から社協と連合の問題は。 

○久本委員 

 昔からあったでしょう。 

○角本委員 

 役職は全然中身が違いますけど。両方知っておかないと、その大もとである地活協

をまだ理解してもらえないというところ。 

○西尾副議長 

 でも、この地活協ができてからは、地活協の中に社協の連合もあって、みんなで仲
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よくしてやっていこうというふうになってきてると思うんですよ。  

○久本委員 

 そういう意識で動いてはったら何も問題なんやけどね。 

○西尾副議長 

 うちはそのつもりで。 

○久本委員 

 地活協というのはどこの位置なのか、みんな理解してないんですよ。 

○西尾副議長 

 それをずうっと言い続けて、動いてるのはやっぱり地活協を中心として動いている

っていうのは、ちょっと自覚してきたと思うんですけどね。 

○小澤議長 

 地活協を、お金もらうために設立したっていうのがありますんでね。 

○久本委員 

 形、一番悪いじゃないですか。 

○西尾副議長 

 最初はそれでなりましたからね。 

○小澤議長 

 ただ、区役所も大阪市も一括補助金にするために地活協を設立したわけで、徹底し

て一括補助金にしてほしかったと思います。一括補助金にすれば、地活協は地域のこ

と全て把握することができます。現在一括補助金から外れてるのが幾つかありますけ

ど。そこも含めて一括補助金にして、地活協が地域のことを掌握できれば、地域のお

金も地活協に集まって一体管理できます。そうすれば地域全体が見えてくるし。本当

はそうすべきだと思います。 

 いろいろと話しましたが、全て言いっぱなしで参考にならんことも多々あるかと思

いますが、その辺はチョイスしていただいて参考にしていただければと思います。 
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 ちょっと１点お聞きしたいんだけど、淀川区として、テレビのチャンネルって持た

ないの。例えばこういう区政会議、何会議でもいいけど、それを地域に流すというこ

とはできないの。 

○西尾副議長 

 会議の中身を、やってるとこを流す。 

○中園総務課長 

 庁内で例えばですね、市会やってるところは見えるような感じで、建物の中で言う

たら建物の中のネットワーク。 

○小澤議長 

 別に会議だけじゃないですよ。いろんな広報流すとか。そこで流していけば、一般

の人も結構見るわけでしょう。そしたら別に回覧も要らんわけですよ。 

○角本委員 

 なかなかそれテレビで流すって。 

○西尾副議長 

 お金も大変やろうし、果たして見るかな、絶対見ないわ。 

○中園総務課長 

 御家庭にまでというチャンネルつくるのは無理やと思います。それはあんまり聞い

たことないですね。 

○小澤議長 

 いずれにしても広報の仕方について、今までの既成概念にとらわれず、いろんな形

で幅を広げて考えていかないと、ペーパーで回覧いうても、限界があるし。 

○西尾副議長 

 「よどマガ！」とかでも全戸配布になって、紙質落ちましたよね。だからそんなん

やのに、なんかちょっと考えられへん。 

○角本委員 
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 紙質はね。 

○西尾副議長 

 だから、全戸配布なるとやっぱり費用はかかるんだなというのをすごく感じますよ

ね。 

○小澤議長 

 実際、全戸配布できてるの。 

○西政策企画課長 

 １２万部ほど。 

○小澤議長 

 部数はわかるよ。実際できてるの。 

○西尾副議長 

 でも、１日には入ってますよね。ちゃんと。 

○西政策企画課長 

 たまたま漏れているって苦情はきますけど、たまたまそんとき漏らしただけで、そ

れは苦情はきたとこはすぐに持っていくようにしてます。原則みな入ってます。 

○牧委員 

 別にどうのこうのいう中身じゃないんですけど、区役所の立場としてはですね、実

は私も１２年ほど前は大阪市の職員だったんで、この区役所の立場っていうのはよう

わかるんです。以前と橋下さんになってから大分変わりましたので、事業やるのは各

局があるんですよね。区はこうまとめ役言うんか、苦情処理的なとこがあり、そこか

らまた市民が下にて、下言うたら怒られますけど、いて、そこのはざまにはまってる

わけです。区の方いうのは。最近区長が予算をちょっと持ってはるような感じがある

んですけれども、予算はあっても事業をやるのは区長やなしに、例えば道路の補修や

ったら建設局の工営所がやり、ごみのことだったら環境局がやり、いろいろそのほか

の予算ちょっと具体にわかりませんけれども、それぞれやりよるのは、事業部局がや
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りよりますんでね。 

 さっきもこの話一番最初にあったときに、ただ単なるこういう何々を継続してやり

ますとかどうのこうのとか、久本委員のことを批判するじゃないんですけど、いわゆ

るここにこう質問が出たときに、区役所のほうで各事業所の返事はこうこうやったと

いう何か一つ枠があったら、もっと説明がついてるんかなという思いがするんです。

それは区役所が書きはってもいいけど、例えばこの建設局の回答はこうでしたという

ふうなこと、ここからの分の何ぼかがそういう回答のところにいって、区役所の立場

はこれでいいんです。これを真ん中くらいに挟んでの区役所のいろいろな考え、また

あれば書きはったらいいと思うんですけれども、そういうふうにしはったら、もっと

わかりやすく説明ができるんかなというふうな思いを、私は今ずっと聞いてて思いま

した。 

 中身的にいろいろ予算の問題とかいろいろあるんでね、なかなかやりにくいとこも

あると思いますが、やっぱり予算を握ってはったら、区長、皆さんその下にいてはる

んですけれども、区長がもうちょっと権限をもっていろいろと発信をできるところも

あるんかなという思いは、私個人としてはしてます。 

 何もしゃべってへんからあえて言わせていただきましたけど、そういう考えをもっ

てます。 

○小澤議長 

 確かにね、以前は縦割りで区役所の各部署それぞれが局とつながってて、区役所は

寄せ集めでした。今は区長権限が拡大し予算もついています。しかし、数字は大きい

けど、実際区が使える予算というのは物すごい少ない。少ないけど、あるっていうこ

とは事実なんで、そこは一歩前進なんで。 

○板谷委員 

 今のお話で、３番の質問についても、実はメールでやりとりしてまして、出てきて

る形が双方がすごく役所的にまとめられてこういう文章になってるというふうに思っ
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ております。その中でも、ここで今までより前進した書き方してもらってるのはね、

本市が実施している事務事業を社会的ビジネス化できるか関係部局へ働きかけという

形で、ここのところは今まででない前進の書き方をしていただいたなというふうに思

っているところなんです。ありがとうございます。 

○牧委員 

 関係局のあれをということで、区役所の立場で言うてはるだけであってね。その局

が生に回答したものがあれば。 

○板谷委員 

 お金的にね、区役所がどうのこうの言える立場でもないっていう部分において、非

常にいろんなところ管理するところと私みずから、区役所の職員みずから、汗を流し

てやりますわというようなニュアンスのやりとりをしていただいたんで、ありがたか

ったなというところでございますので、これを具現化していけるようにまたよろしく

お願いします。 

○小澤議長 

 私も、土地区画整理事業に関わっていて思ったのが、局どうしの連携ができてない

と感じておりました。区役所は我々と直接接しているわけですから、その意見を局に

言うときに、やっぱり局が受けとめていただく、そういう環境をつくっていかないと、

いくら言うても向こうが動かないんでは、住民の思いを伝えるのも難しいと思います。  

 区役所の人事って比較的区役所内でかたまってますよね。もっと各局と行ったり来

たりしないんですか。 

○中園総務課長 

 結構ありますよ。そういう観点からいくと、局と区との交流というのは、昔からの

局間移動っていう考え方がありまして、区だけ渡り歩くというのも確かにあるんです

けど、局と区との人事交流というのはありました。最近は、またちょっとふえてます。 

○小澤議長 
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 もっと交流していけば、横のつながりも自然とできていくと思います。人間関係も。 

○中園総務課長 

 それはありますね、確かに。 

○小澤議長 

 やっぱり風通しのよい組織体にしていってもらわないと。いくら我々がものを言う

ても、具体的にするのは区役所なんで。そこはもっと権限ももってほしいし。いいこ

とであるんならば、具体的にできるような、そういう区役所であってほしい。 

 ほか何かありますか。 

○板谷委員 

 ちょっと一つよろしいですか。全然これと関係ないんやけど、コミュニティという

ことで。 

 今、東三国の地区に民間マンションができて、何戸か既に入ってるんですけど、ま

だ満杯にはなってませんが。建設当初に、東三国の社会福祉協議会として、地活協と

して建設会社ディベロッパー、管理会社になってるところにお話かけして、要はその

マンションとしての東三国地域がこういう形の地域の組織がありますので、マンショ

ンとして一つの町会というのをつくってもらって、参加するようにということを会社

のほうには説明してるんですけれども、会社のほうも一応そのように管理会社が入っ

て、管理組合ができた段階で説明するという形になってるんやけども、そのとおり、

今時点でまだ満杯になってない、管理組合もできてないという状況で、今後どないな

るんかいうのは見守っている状態なんですけども、そういう大きな、大規模なマンシ

ョンがね、地域の一つの町会として、スムーズに入っていくという成功例というか、

あるいは仕組みというか、その制度的には、おまえここに入れとかいうこともいやや

し、あくまでも任意の状態でスタートしてもらって、全く新しい人たちが管理組合と

いう組織の中で、形成していって、やっていくしかないというのが実態かと思うんや

けど、何かそこら辺を、例えばですけれども、マンション会社みたいなところが、き
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っちりそういうことをしてくれないならば、行政側がそういう何か補助的な手だてを

して、いろんな説明をして地域社会に入ってくださいねっというか、そういうサポー

トするとかね、そういう仕組みというか、支援する、まさにさっきの何とかいう自治

体がいましたけども、そういう人たちがやってくれるとか、そういうことは既にある

のか、ないのかっていうのが一つと。 

 あるいはまた、ほかの地域でね、そういううまい工夫を凝らして、一つのマンショ

ンできっちりと町会づくりをしましたよっていう事例があるんやったら、教えていた

だきたいです。 

○西尾副議長 

 なんか、三津屋の方に聞いたんですけど、広報誌ありますよね。その中にある三津

屋っていうやつ、それをですね、そのマンションをつくってらっしゃる、そこへ持っ

ていって、皆さんに配っていただいて、その町会に入っていただくようになってるら

しいですよ。すごくちゃんと活用されているとおっしゃってました、この間。 

○板谷委員 

 三津屋のその町会の仕組みを書いたパンフレット。 

○西尾副議長 

 だから、こういうのやってますから、町会に入ってくださいみたいな。その社協さ

んでつくられた、三津屋の新聞みたいな、それで。それをマンションの販売会社に持

っていかれてるらしいです。そういうふうにして、成功してるっておっしゃってまし

た。 

○板谷委員 

 一応、こっちもそれなりのものつくって、皆さんに渡してくださいって言うてるん

やけどね。 

○西尾副議長 

 それで成功されたようなことをおっしゃってましたよ。 



40 

○新井市民協働課長 

 そうですね。今度できるマンションの地域はこういう活動してますっていうことで、

三津屋地域のを見せて、そしたら入居者も喜ばれたし、よりわかりやすいですから。

活動内容も。 

○小澤議長 

 ただね、非常に難しいのが、入る人、入らない人が出てくるんですよ。だから、私

は計画段階で管理会社に話をしました。建ってからでは遅いです。計画段階で、ゼネ

コンも管理会社も決まってきますから。その時点で話していかないと、建ってからで

は難しいです。賃貸でも分譲でも。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 同じ話を宮原の松阪会長が常に言われてます。宮原の松阪会長が会長になられてか

ら建ったマンションは全部そういう形で、今小澤委員が言われたような形でやってる

んやとおっしゃってましたからね。 

○板谷委員 

 管理会社にその辺のことうまくやってねって話をするのがいいかな。 

○小澤議長 

 各地域で、いろんな問題を抱えているんで、そういうことも情報交換できていった

ら、集まる意味があります。区役所の行う課題、提言、取り組みについても大事なこ

とだと思いますけど、皆さんの地域でのいろんな問題をお話していただいて、また情

報を得て、合わせて区役所もできることが必ずありますので、その辺を連携していけ

ば、いい町、いい地域になっていくと思います。その少しでも力になれば、我々もこ

こに座ってる意味がありますので、できるだけそういう形になるように、努力してい

きたいと思っております。あと１年と２カ月ほどですが、よろしくお願いいたします。  

 また、とりあげてほしいテーマ等がありましたら、言っていただければ、それをテ

ーマに、できたらテーマがあったほうが議論が深まりますので、遠慮なく言っていた
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だければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 それでは皆さん方、長時間にわたりまして、ありがとうございました。  

 本日御討議いただきました内容につきましては、次回の区政会議全体会のほうで議

長のほうから、御報告いただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

 次回、第２回の区政会議の日程決まりましたら、また皆様方御案内させていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは刻限も参っておりますので、このあたりで淀川区区政会議コミュニティ力

向上部会を終了してまいりたいと思います。 

 本日は長時間にわたりましてどうもありがとうございました。 

―了― 


