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平成２９年度第１回淀川区区政会議 

 

日 時：平成２９年６月２９日（木） 

   午後６時３０分～午後８時１０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２９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と申し

ます。どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 委員の皆様方には御多用中のところ、御臨席賜りまして誠にありがとうございます。 

 それでは、会議開会に当たりまして、区長の山本より御挨拶申しあげます。 

○山本淀川区長  

 皆様、こんばんは。区長の山本でございます。平素より区政に協力いただきまして、

本当にありがとうございます。そしてまた、本日は区政会議への御参加、本当にあり

がとうございます。 

 私、本来、挨拶は短ければ短いほどいいというふうに思っておるんですけども、本

日の区政会議は淀川区のあり方を区民の皆様と一緒に考えていく、非常に重要な場だ

というふうに考えておりますので、本日は少しお時間をいただきまして、本日の各議

題についてちょっと趣旨説明といいますか、そういうことをさせていただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。済みません、ちょっと座らせていた

だきます。 

 今、お手元のほうに次第ということで紙が置いてあると思います。そこに３の議題
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ということで五つほど議題が載せてあります。この後、ちょっと資料説明、配付資料

の確認とかすると思うので順番がてれこになってしまって申しわけないですけれども、

議題１の「２８年度の淀川区運営方針自己評価」、要するに２８年度の運営方針の振

り返りということでございますけれども、これにつきましては資料１というのが２８

年度の運営方針なんです。非常にボリュームのある分厚い資料になっております。な

ぜこんなに分厚くなっているかといいますと、これ他区に比べても非常に際立って分

厚いそうなんですけれども、これにつきましてはいろいろな主要な取り組みをこの運

営方針の中で取り上げていると、これを運営方針の中に載せてしまいますと、いろい

ろ目標値であるとか、前年度実績とか、中間振り返りとかいろいろな項目を載せなく

てはいけなくなるので、それでボリュームもふえていくんですけれども、これにつき

ましては淀川区の施政として情報開示というか、どういうことに取り組んで、どんな

状況なのかというのを区民の皆さんにわかっていただくというような趣旨で載せさせ

ていただいているということで御理解いただけたらというふうに思います。  

 具体的な振り返りの内容につきましては、後ほど担当のほうから御説明をさせてい

ただくんですけれども、この自己評価というところだけを抜粋いたしました資料が資

料２という、ちょっと横長の資料がございます。これの１枚目のところですね。この

表の見方というところで、これ担当のほうがどういうふうに見ていただいたら、わか

りやすいかということでつくった資料なんですけども、これが運営方針がどんなふう

にできているかというのをわかっていただくのに非常にわかりやすいんじゃないかと、

思ってますので少しだけこれについて触れさせていただきたいと思います。  

 一番左のところに経営課題の１というふうに書かれてあるんですけれども、これが

重点的に取り組む課題。ここでは例えば、抜粋して「安全・安心にくらせるまち」、

要するに一つの大きな目標として淀川区を安全・安心に暮らせるようなまちにしたい

ということが書かれてあります。では、その安全・安心を達成するためには、どんな

ふうな進め方をしたらいいかというようなことの戦略が、戦略１－１これは三つござ
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いまして、１－１が防災、１－２が防犯、１－３が見守りなどの地域福祉ということ

になるんですけども、戦略１－１ということになっております。 

 その１－１の防災を達成するための具体的な取り組み、戦略に対して戦術みたいな

ところですけれども、これについての、いわゆる自助・共助・公助ということでまず

１－１－１ということで、区民の皆様方みずから防災意識の向上を図るというような

ことを具体的な取り組み、戦術として取りあげております。 

 ここの真ん中あたりに業績目標ということです。じゃあ区民の防災意識の向上が達

成できたのかどうかを図る指標として、数値目標をあげております。それが業績目標

で、その下に撤退基準というのがあるんですけれども、これは役所のほうが、とかく

役所は一度やると効果があるなしにかかわらず、それをだらだら続けがちだというこ

とで、それを見直す基準というのを設けております。その左側の主な取り組みという

のは、その目標を達成するためにどんなことをやっていこうかという計画のことが書

かれてございます。 

 達成状況、○、△、×のところがございますけれども、これはその数値目標が達成

できたかどうかということなんですけれども、例えば撤退基準未達成ということ、丁

度この１－１－１という区民の防災意識の向上というところが×になっておるんです

けれども、撤退基準すら満たせなかったということであっても、区民の方々の防災意

識を向上させる取り組み自体を撤退するわけにいきませんので、やり方を変えていく

ということでございます。これにつきましては取り組み、要するに達成するための取

り組みが不十分だったのか、そもそもそれを図るための目標の設定がちょっとまずか

ったのか、そういう面についていろいろ結果、課題、改善策というところで考察をし

ておるというところでございます。 

 運営方針につきましては、そういうような観点でつくられておりますので、後ほど

具体的な内容につきましては、担当から抜粋して御説明をさせていただきます。  

 議題の２は、「２９年度運営方針の改定」ということでございます。これにつきま
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しては、またこれも資料３ということで非常に分厚い資料がございますけれども、私

が４月に着任したときには、この２９年度の方針というのは既に皆様方、区政会議の

論議を経てホームページ等でも公表されておりました。ですので私もこういった論議

経過とか区政の継続性の観点からこの２９年度方針につきましては、尊重させていた

だきたいなというふうに考えておりますけれども、本日資料４というところで既にお

示ししている内容から、こういうところは変えたいというところだけを抜粋した資料

が資料４なんですけれども、そこでちょっと何点かだけ変えさせていただきたいなと

いうふうに思っております。 

 その個々の内容を全部説明していると、ちょっと時間をとりますので私の考え方だ

けお示ししたいなと思うんですけれども、この資料４の真ん中あたりにＬＧＢＴの情

報の「プラットホーム化を行う」という文章がもともとあったんですけども、プラッ

トホーム化というのはもともと論文とかで使われる、なかなかなじみのない言葉だな

というふうに思います。要するに駅のプラットホームでは、いろんなところから電車

が来て、いろんなところへ散っていくと。要するにプラットホーム化というよりは、

いろんな情報を集めていろんなところへ発信していくというほうがわかりやすいんじ

ゃないかというような観点でちょっとそういう表現に変えようというようなことを言

いました。また、これも防犯のところなんかでも「犯罪件数をトップ６位以内」とか

いうふうな表現があったんですけども、犯罪件数の普通トップというと、多いほうで

トップなのかな、それとも犯罪は悪いことやから、少ないほうがトップなのかなと、

ちょっと一瞬悩んでしまうので、それやったらもっとわかりやすく「件数が少ない順

番で６位以内」と言ったほうがすぐわかるんじゃないかなと。主にそういうような観

点で、ちょっと修正を何点かさせていただきたいなというふうに思っているところで

ございます。 

 済みません、ちょっと説明が長くなって申しわけないですけど、次に議題の３とい

うところが「将来ビジョンの策定」ということでございます。これにつきましては、
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ちょっと資料６というもので一枚ものをつけさせていただいているんですけれども、

榊区長のときに「淀川区将来ビジョン」というような設定されてたんですけれども、

これがちょうど今年度２９年度末までのものだったので、３０年度以降のものを今年

度中に策定させていただきたいということでございます。この点につきましては、運

営方針と同じなんですけれども、別に区長が変わったからといって、全てビジョンを

一から１８０度変える必要はないというふうに思っております。よいものはそのまま

引き続き伸ばしていけばいいし、整備すべきところを整備すればいいなというふうに

考えておりますので、現在の将来ビジョンで安全・安心という主要施策、これはその

まま行こうと。子育て世帯、住み続けたい、そういう目標もこれはいいだろう。三つ

目に住民が主体となって運営されるまち、四つ目が区民との協働ということで、ちょ

っとこの二つの違いが若干わかりにくいかな。四つ目のその「区民との協働による快

適で魅力あふれるまち」というものの具体例がビジョンでは、放置自転車の対策と淀

川河川敷でした。今、運営方針では、放置自転車とＬＧＢＴ対策というような形にな

っておるんですけれども、この点につきまして地域の皆様方が行政からの押しつけで

はなく、主体的にいろいろ取り組みをしていただいて、その中で例えば、子どもたち

から「おっちゃん、ありがとう」と言っていただくことが区民の皆様方のやりがい、

生きがいになっていく、それで地域コミュニティが活性化していく、それこそが淀川

区が魅力あふれる、笑顔があふれるまちになっていくということじゃないかなという

ことで、そういった点を地域コミュニティの活性化というようなことで括っていきた

いなというふうに思っております。あとは区民サービスの向上という部分につきまし

ては、表現はあれですけどこれは引き続き取り組んで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。そうした部分につきましては、今後は部会の場などで皆様

方の意見をしっかりお聞きしながら、策定してまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いを申しあげます。 

 続きまして、議題の４につきましては、これも資料７というまたすごく分厚い資料
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があるんですけれども、これは簡単に言いますと、大阪市で市政改革プランというの

がもともとありまして、それを去年、市政改革プラン２．０ということで改定したん

ですけど、そこに区のことが書かれてないんじゃないかということが区長会で問題に

なりまして、それで急遽、区政編というものをつくって、今丁度パブリックコメント

というのを求めている状況でございます。これはこれでいいんですけれども、それが

確定しますと市政改革プラン２．０の区政編というところ、いろいろ数値目標があっ

て、それが各区の運営方針に取り入れろというようなことになっておりますので、ま

た秋以降、２９年度の淀川区の運営方針が若干変わってくるようになるということで、

ちょっと予告編みたいなところでございます。 

 最後が議題の５ということで、「跡地活用」ということです。これにつきましては、

資料８というものを配付させていただいております。皆さん、よく御存じのように平

成２１年に区役所が建てかわりまして、旧庁舎が残ったということなんですけれども、

もともとその跡地につきましては全て売却をして、その費用を新区役所、今ここに建

っているこの建設費に充てるというのがもともとの大阪市の方針でございました。新

区役所の建設費のほうが高いので、全額充ててもそれには足りないんですけれども、

その分を充てるということになってたのが市の方針だったんですけども、しばらくな

かなかその売却等が具体化せず、榊区長の時代になって区民意見ということで図書館

の移転をしようということが区民の方から意見があるということで、それを反映して

いこうということになりました。ただ、もともと全てそこはもう売却して、経費に充

てるというところからそれを新たに建てるということで財源をどうするんだというよ

うな点がなかなか調整がつかないまま、現在に至っておるわけですけれども、これま

で全地活協のほうにいろいろ図書館移転につきましては御説明し、賛同も得、また区

政会議や子供の教育会議での議論を経てきたところでございますので、これは活かし

てまいりたい。ただ、何分１０年近く活用できないままになっておりますので、全市

的には待ったなしの状況になっておるということで、まだまだ課題は山積はしておる
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のですけれども、それを一つ一つ解決いたしまして何とか公募要件の確定等、しっか

り図書館の移転に関して進めてまいりたいと考えているところでございます。  

 済みません、ちょっと冒頭の説明が非常に長くなり、かついろんな資料をばらばら

見ていただくような形になりまして、ちょっと混乱を招くかもわかりませんけれども、

議題につきましてはそういう思いがございますので、本日はどうぞ御議論のほど、よ

ろしくお願い申しあげます。どうもありがとうございました。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございました。 

 それではちょっと改めまして、お手元の資料のほう、先ほどちょっと区長の説明で

一通り目を通していただいたかもしれませんが、改めて確認のほうをさせていただき

たいと思います。着座にて失礼させていただきます。 

 まず第１回、淀川区区政会議次第が１枚目にありまして、その２枚目に淀川区区政

会議委員名簿と座席表、これが表裏になったもの。あと配付資料一覧。資料１、平成

２８年度淀川区運営方針。資料２に平成２８年度淀川区運営方針の自己評価。資料３、

平成２９年度淀川区運営方針。資料４、平成２９年度淀川区運営方針の改定履歴。資

料５、区政会議委員より事前にいただいた御意見について。資料６、淀川区将来ビジ

ョン策定について。資料７、市政改革プラン２．０（区政編）（素案）。資料８、も

と淀川区役所跡地の検討状況について。資料９、淀川区区政会議委員候補者の推薦に

ついて。資料１０、区政会議の部会の開催について。あと区の広報誌である「よどマ

ガ」の６月号と、「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」の６月号をお手元にお配りさせていただい

ておりますが、不足のほうございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。ありました

ら、挙手いただきましたら事務局のほうがお持ちしますが、大丈夫でしょうか。はい、

ありがとうございます。 

 本日の出席委員につきましては、お手元の資料２枚目の淀川区区政会議の委員名簿

と座席表をつけておりますので、そちらのほうを御確認いただきますようお願いいた
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します。 

 本日、板谷委員、丸山委員、福島委員におかれましては御欠席という御連絡をいた

だいております。また、久本委員、横山委員におかれましては到着が遅れておられる

ようでございます。現在、区政会議委員２２名中、１７名の御出席をいただいており

ます。定員の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あげます。 

 続きまして、淀川区選出市会議員の皆様方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。 

○西政策企画課長 

 杉田議員でございます。 

○杉田議員 

 こんばんは。いつもお世話になります。 

○西政策企画課長 

 寺戸議員でございます。 

○寺戸議員 

 こんばんは。いつもお世話になっております。 

○西政策企画課長 

 なお、市位議員、山下議員におかれましてはちょっと到着がおくれておられるよう

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す。お手

元資料の２枚目の座席表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。 
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 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２０分ごろを目途に、遅くとも３０分までには終わってまいりたいと考えており

ます。何とぞ、御協力いただきますようお願いいたします。 

 ここからは進行のほう、嘉悦議長にお願いいたします。よろしくお願いします。  

○嘉悦議長 

 皆さん、こんばんは。議長の嘉悦でございます。議長として進行役を務めさせてい

ただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

 皆様、御案内のとおり、今年度４月に山本区長が着任されております。したがいま

して、今日は山本区長におかれては初めての区政会議ということになります。  

 さて、本日は議題としまして、平成２８年度の淀川区運営方針の自己評価とその結

果を受けたところの平成２９年度運営方針の見直し、また前回の区政会議で総括しま

した淀川区将来ビジョンの新たな策定に向けた話など、盛りだくさんの内容と伺って

おります。区役所に区民の意見を反映していただくために、積極的な御発言と御協力

いただきますよう、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは早速、次第に即しまして３の議題を進めさせていただきます。  

 まず最初に平成２８年度淀川区運営方針自己評価について、２番目の平成２９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御説明をいただき、委員の皆様か

ら事前にいただきました意見についても、合わせて御回答いただきたいと思います。 

 委員の皆様方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、政策企画課長の西でございます。私より、１、平成２８年度淀川区運

営方針自己評価について、並びに２、平成２９年度淀川区運営方針改変について、御

説明申しあげます。 

 まずお手元資料１、平成２８年度淀川区運営方針をご覧いただけますでしょうか。
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平成２８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、子

育てしやすく、つながりのある安全・安心のまちをめざすため、五つの経営課題とい

うことでさまざまな事業に取り組んでまいりました。平成２８年度、一年間を振り返

り、取り組みの成果と今後取り組みたいこと、またそこから見えてきた解決すべき課

題や今後の改善方法をお示ししたのがこの資料１の１ページ様式１、その２ページか

ら３ページにかけて自己評価と記載している欄があろうかと思いますけども、そちら

のほうが今申しあげました一年間の振り返りということになっております。  

 その内容を時間の関係もありますので、かいつまんで御説明申しあげますが、まず

２ページの下のほうの欄にあります。一年間の取り組みの成果についてでございます

けども、「安全・安心に暮らせるまち」といたしましては、防災や防犯では地域防災

訓練参加の増加、また犯罪発生件数の減少などの一定の効果が見られたものというふ

うに考えております。 

 また「子育て世帯が住み続けたいと思うまち」では、区独自の取り組みであります

睡眠習慣改善支援、我々「ヨドネル」と呼んでおりますけれども、この「ヨドネル」

であるとか、あるいは訪問型病児保育事業などを通じまして、現役世代が淀川区の魅

力を感じ、子どもがしっかりと生き抜く力を身につける、そのような取り組みを進め

てまいったというふうに考えておるところでございます。 

 「住民が主体となって運営されるまち」といたしましては、ＳＮＳなどの広報媒体

を活用いたしまして、地域活動にかかわりの薄い層に情報発信を積極的に行うなど、

地域活動への参加を促してまいったところでございます。 

 この欄の一番下にありますように、今後私どもといたしましては災害や安全の対策

の重要性、あるいは地域におけるつながりの必要性、子育て世代の転出といった地域

特性を踏まえた特色のある取り組みを推進し、淀川区に住みたい、住み続けたいと思

う「淀川ブランド」を引き続いてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次のページ、３ページのほうに移りますけれども、「解決すべき課題と今後の改善
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方法」という欄があろうかと思います。そちらのほうをかいつまんで説明申しあげま

す。 

 例えば、防災におきましては、自助・共助を促進する必要があるというふうに捉え

ておりまして、地区防災計画を引き続き周知するとともに一時避難所や災害避難所を

使用した地域防災訓練を支援して、現在の取り組みを浸透させていく必要があるもの

と考えております。また防犯では、地域や企業との連携、犯罪防止の環境づくりの推

進が必要であり、今後は効果的な防犯カメラの設置などに取り組んでまいりたいと考

えておるところでございます。 

 学力・体力の向上につきましては、子どもを取り巻く環境の充実を図るため、区役

所と小・中学校が連携して子供の睡眠習慣改善に引き続き取り組んでまいります。ま

た、子育て支援におきましては、共済型モデルによる保育事業を実施していくことと

しております。 

 地域活動への参加促進につきましては、地域の自立的運営に向けた支援や地域活動

にかかわりの薄い層への参加を促す必要があると考えておりまして、地域活動協議会

が核となって、地域課題やニーズに対応できる支援を積極的に行っていくというふう

に考えておるところでございます。 

 今、申しあげましたような自己評価のもととなるものは経営課題ごとの評価や事業

の資料２の４ページ以降、様式２、または様式３と書かれている欄に細かく記載して

おりますけども、ご覧のようにこの資料、非常に分厚い資料になっております。これ

らを簡潔にまとめてお示ししているものが、Ａ３の横長の資料に「平成２８年度淀川

区運営方針自己評価抜粋」とあるものでございます。この資料につきましては、今月

初旬に委員の皆様方にお送りしているものでございまして、また今月初旬に開催いた

しました説明会におきましても、この概要を一旦説明させていただいております。本

日は、会議の時間の限りもございますので、その資料の細かい内容についての詳細な

紹介は割愛させていただきたいと思います。 
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 表をご覧いただくに当たって、これについて簡単に御説明申しあげます。 

 表の左側に「経営課題」と書いてある欄、そのすぐ右側に「達成状況」○・△・×

という欄があろうかと思います。○がついているものにつきましては、業績目標が達

成されているというものでございます。また△は目標未達成のとき。×は達成基準を

達成できなかったときとなっております。○がついているものにつきましては、おお

むね順調に取り組みが進んでいるものでございまして、今後もその取り組みの継続あ

るいは拡大を図っていこうとするものとなっております。一方、△や×がついている

ものはより一層のテコ入れ、あるいは改善が必要な取り組みであると我々は考えてい

るものでございまして、例を申しあげましたら資料を１枚めくっていただきまして、

その一番上に①とあるページなんですけども、そこの一番上、１－１－１区民の防災

意識の向上、１－２－１区民の防犯の意識促進。１－２－３、犯罪抑止に配慮した都

市環境づくりの促進。その裏側のページになりますけども、２－１－１、淀川区小学

生補習充実事業。２－１－２、淀川区英語交流事業。２－１－３、児童・生徒体力づ

くり支援事業などがそれに該当するものとなっております。また後ほど、紹介させて

いただきますが、委員の皆様方から事前に頂戴いたしました御意見につきましては、

今申し上げました△や×がついている取り組みに対しまして、貴重な御意見を頂戴し

ているところでございます。ありがとうございます。 

 平成２８年度の運営方針は今、御説明したような観点から振り返りを行い自己評価

を行っているところでございます。それを受けまして、また冒頭に区長から説明がご

ざいましたけども、表現をよりわかりやすくするために平成２９年度運営方針につき

まして、幾つか改定を行っているものでございます。 

 お手元資料３の平成２９年度淀川区運営方針をご覧いただけますでしょうか。右上

に凡例を書いておりますけれども、削除した箇所につきましては取り消し線、これは

見え消しの状態にしております。追加した箇所には下線を引いております。ただ、先

ほどもありましたように、この資料は非常に分厚いものでございます。それをピック



13 

アップしたものが資料４、平成２９年度淀川区運営方針改定でＡ４の縦長のものでご

ざいますけど、そちらの資料になっております。この平成２９年度運営方針につきま

しては、これも先ほど区長の説明にもありましたけれども、前回の区政会議で議題と

して取り扱いまして、皆様方から御意見を頂戴した上で一旦ホームページなどで公表

しておるものでございます。よって今回お示ししている改定案につきましては、その

方針を大きく変えようとするものではなく、先ほど区長の御説明にもありましたよう

に平成２８年度運営方針の振り返り結果を受けて、表現を適切なものに修正したり、

目標値を上方修正したり、あるいはわかりやすい表現に修正ということになっており

ます。なお、この資料３及び４につきましても、今月初旬に委員の皆様方にお送りし

ているものでございまして、また今月初旬に開催いたしました説明会におきまして御

説明申しあげているものでございます。本日は私からの詳細な内容紹介は割愛させて

いただき、この資料の説明は割愛させていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 以上をもちまして、平成２８年度淀川区運営方針自己評価並びに平成２９年度淀川

区運営方針の改定について、私からの説明とさせていただきます。 

 続きまして、区政会議委員の皆様方より事前にいただきました御意見につきまして、

Ａ３縦長の資料でございますが、資料５「区政会議委員より事前にいただいた意見」

に基づきまして、その対応と回答をそれぞれ担当課長より御説明申しあげます。よろ

しくお願いします。 

○新井市民協働課長 

 皆様、こんばんは。市民協働課長の新井です。私のほうから市民協働課に関する質

疑内容が８点ほどございますので、続けて説明させていただきます。ちょっとかけて

説明させていただきます。 

 区政会議委員より事前にいただいた意見について。質問項目１、運営方針経営課題、

具体的取り組み１－１。質問内容、平成２８年度が達成状況、未達成の原因は防災ア
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プリのインストールや防災アプリを認知させることができなかったからだけではなく、

ほかにも課題があるのではないか。各地域の防災訓練等を把握し、参加数、年齢層の

分析、対策も必要だと思う。また、地域防災力の向上欄の防火訓練参加数は平成２７

年は３，１００名で平成２８年は９，００６名と大幅に伸びているが、世帯数比率か

ら見ればかなり低いのではないかと思う。区内各地域の伸び率について、地域ごとの

差に着目して分析してほしい。 

 回答。平成２８年度区民アンケートを分析すると、６０歳以上の意識が高いが４０

歳未満の若年層の意識が低いことが判明しております。今年度は若年層が集まる乳幼

児健診等に出向いての周知、「よどマガ」に定期的に連載するなど一層の啓発を行う

ことにより、区民全体に防災に対する意識を浸透させる必要があると考えております。

防災訓練の参加者数が大幅に伸びている大きな要因は、学校の児童・生徒と一緒に訓

練を実施した地域が増えたことにより、児童・生徒とその保護者の参加があったこと

によるものです。平成２７年度は学校と一緒に防災訓練をした数が８校ほどございま

して、平成２８年度は５校増えて１３校になっております。それで子どもの数がおお

むね千五、六百人増えている状況でした。ただし、児童と生徒が地域と一緒になって

訓練を実施すると、地域の参加者が余り訓練ができないとの声も伺っておりますので、

今後は地域の実情に応じて、より多くの区民が防災訓練に参加できるよう学校や地域

の支援を続けていきたいと考えております。 

 次に質問項目２、区民の防災意識を向上させるためには、防災講座や防災訓練を実

施するだけではなく、関心の低い人たちにどのように参加してもらうかが課題である。

町会の加入率が低下していることはよく課題として挙げられるが町会加入者であって

も集合住宅などでは町会への関心は低いと思われる。例えば、区で防災の日を決めて

サイレンが鳴れば区民全員が避難するなど、多くの人に関心を持ってもらえるような

方策を検討してほしい。 

 回答。防災の関心の低い方に対する啓発としましては、若年層が集まる乳幼児健診
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や子どもの参加の多いイベント等に出向いての周知。Ｔｗｉｔｔｅｒによる啓発等を

進めております。また、今年９月５日、大阪府下一斉の訓練がございまして、緊急速

報メールやら皆様の携帯のエリアメール。あるいは屋外スピーカーで一斉に通知をす

る「大阪８８０万人訓練」というのがございます。これを実施して、できる限り多く

の区民がこの訓練に参加してもらえるよう周知していきたいと考えております。  

 ３番、具体的取り組み１－１－３、質問内容、防災は自然災害以外のものもある。

現在、北朝鮮の軍事実験も話題となっているが、そういったものに対してどのような

対策をしていくかということについても検討していくべきではないか。 

 回答。北朝鮮による核実験の実施や、アメリカ軍による北朝鮮への攻撃等北朝鮮に

緊迫した事態が発生した場合は、大阪市が市長をトップとする北朝鮮危機事態対策本

部を設置し、学校の休校や市民への安全情報の発信等を検討することになっておりま

すが、弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある場合は速やかに警報が発令される

こととなっており、ＳＮＳ等でも情報発信を行っているところです。警報が発令され

た場合は、１０分もたたずにミサイルが飛来する可能性があるため、速やかに近くの

頑丈な建物に避難していただくよう、呼びかけてまいります。今後も北朝鮮情勢を初

め、武力攻撃やテロなどから市民を守るための対策を大阪市として引き続き検討し、

市民への周知を図ってまいります。 

 次に４番、質問内容、職員対象の防災研修は参加率１００％を目ざすべき。また、

災害はいつ発生するかわからないため、研修や訓練はできるだけ毎年度の早い段階で

計画的に実施するようにするべきではないか。 

 回答。昨年度の研修や訓練に参加できなかった理由として、急な体調不良や業務繁

忙などがあり、また休日の避難収容班向けの研修では家庭の事情により参加できなか

った者もありました。今年度については、不参加職員に対して補講などを行い、参加

率１００％を目指します。なお、今年度の研修については、以下のとおりです。淀川

区役所に転勤した職員向けの研修を平成２９年５月に３回実施し、これは１００％で
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した。避難所収容班向けの研修の事前説明会を６月に３回実施し、９０％ぐらいでし

たので、補講を実施する予定でおります。災害時、避難所の鍵の確認については各地

域の防災訓練時に一緒に実施してまいります。災害訓練に使用しない災害時避難所の

鍵の確認は、夏休みの間の７月から８月の平日に確認してまいります。それから直近

参集者。淀川区近傍在住の大阪市職員ですけど、及び緊急区本部員というのは区本部

に徒歩などで３０分以内に駆けつけることができる職員のことをいいますが、その者

たちの研修は平成２９年１２月開催予定で、平成３０年１月の大阪市全体の震災総合

訓練の事前説明を兼ねて行う予定でございます。 

 次に５番、運営方針経営課題１、具体的取り組み１－２－１です。質問内容が、防

犯対策では区役所のＳＮＳでも防犯に関する情報が発信されているため、安まちメー

ルだけではなく、ＳＮＳのフォロー数も目標にしていいのではないか。 

 回答。淀川区役所の防犯における情報発信は安まちメールと御指摘のＳＮＳ、Ｔｗ

ｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋなどが主なものとなっております。どちらも有効な情

報発信ツールであると認識しておりますが、ＳＮＳは区役所全体の行事やイベント等

の情報発信にも使用されているため、防犯情報だけを数値化することが困難であり、

運営方針の取り組みにおける数値目標としては安まちメールの登録数としております。

なお、安まちメールの登録者数は５月現在で８，７６１名おりまして、大阪市内、所

轄署管内でトップの登録者数を誇っております。市内の所轄署２８カ所ありまして、

署轄所平均５，３２０人ぐらいなんですけど、それの１．６倍ということになってお

ります。大阪府下で４２万人ぐらいの方が安まちメールを登録しております。ＳＮＳ

のフォロワー数については、広報担当とも連携しながら引き続きフォロワー数の拡大

に務めてまいりたいと思います。 

 次に６番、具体的取り組み１－２－３、地域に設置している防犯カメラは非常に犯

罪抑止力があるが、地域で独自に設置するとメンテナンス、電気使用料、経費などを

どうやって負担していくかが課題となるため、防犯カメラの設置に対する区の補助を
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検討してほしい。 

 回答。補助設置の防犯カメラにつきましては、設置後の維持管理経費が設置者の負

担となってしまいます。そこで区役所では公設置を行い、維持管理経費を負担してお

ります。平成２６年度に４０台。また平成２８年度に区役所の負担で３０台設置した

ところです。そして、平成２７年度に駐車場における防犯カメラの補助を行っており

まして、それは１９台を設置したところでございます。また、大阪市でも平成２８年

度より３年間で大阪市内に１，０００台の子供ための見守りカメラの設置を進めてお

り、淀川区でも平成２８年度に公園に２４台設置しております。また、２９年度、３

０年度につきましても警察と連携しながら、犯罪抑止に効果的な場所へ防犯カメラの

設置を進めていく予定です。 

 次に７番、質問項目、防犯カメラの設置に当たっては小学校区単位で地域の意向も

踏まえて設置場所を検討してほしい。また、設置場所や設置時期の予定を示すように

してほしい。 

 回答。防犯カメラの設置については、警察と協議をして犯罪の発生率を考慮して、

検挙率や犯罪抑止効果のより高い場所への設置を進めております。平成２９年度の防

犯カメラの設置場所については、現在設置可能な条件、取りつけ支柱の強度とか通電

の関係とかを満たしているなどの条件の確認を市民局において進めており、今後詳細

がわかり次第、またお示しさせていただきます。 

 続きまして、ちょっと飛びまして９番。経営課題４の具体的取り組み４－２－１で

す。質問項目、ＬＧＢＴへの理解は深まりつつあるが、学校現場での理解は十分でな

いと感じる。研修等により教員の理解を深め、ＬＧＢＴ当事者が過ごしやすいような

環境づくりも行ってほしい。 

 回答。学校における環境づくりは非常に重要であることから、直ちに御意見の趣旨

を教育現場を所管する教育委員会事務局にお伝えさせていただきました。一方、教育

委員会事務局では平成２９年３月１０日の市会において、各校ごとの校内研修や管理
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職の研修などを工夫して進める。また関係機関と連携しながら、児童・生徒が一人で

悩むことがないよう、相談できる環境づくりについて検討するという旨の答弁をした

ところでございます。淀川区役所ＬＧＢＴ支援事業担当におきましては、ＬＧＢＴを

知ることから始めませんかをテーマに中学及び高校の教員、区のＰＴＡに対し、レイ

ンボー出前講座を実施してきました。今後も学校から依頼がありましたら、出前講座

を実施してまいります。また教職員向けのＬＧＢＴハンドブックを作成し、区内全て

の小学、中学、高校の教職員に配布もしております。 

○榊原教育支援担当課長 

 続きまして、質問項目８番です。いつもお世話になってます。教育支援担当課長、

榊原でございます。座って説明させていただきます。 

 質問項目、小学校補習事業は重要であると思うが、なぜ実施するのが全校ではなく、

１０校となったのかということです。 

 回答です。この事業につきましては、予算案作成時に区内全小学校に実施希望の照

会を行っております。希望校が自主的に補修内容を決定しまして、指導員の確保も学

校のほうで行うという形にしているため、学校によっては指導員が確保できないこと

から実施に至っていないところもございます。その関係で全校実施とはなっていませ

ん。２９年度は８校において実施中でございまして、指導員の確保の関係で実施が遅

れている学校１校となっている状況にございます。 

 以上です。 

○片山保健・子育て支援担当課長代理 

 続きまして、項目の１０番になります。保健・子育て支援担当課長代理の片山でご

ざいます。大変お世話になっております。座らせていただいて説明をさせていただき

ます。 

 いただきました御意見につきまして、淀川区版の在宅医療介護マップ、こちらのほ

うでございますけれども、これは中学校区ごとの表示で地理的にもわかりやすく表示
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されているため、大阪市が配布協力している「ハートページ」、これは民間発行のも

のでございますけれども、ハートページのように関連施設等で広く配布することはで

きないかという御意見でございました。 

 これにつきましては、マップの内容につきまして、こういった好評価をいただいて

非常にうれしく思っております。そこに書いてございますように２８年度の健康局の

予算で作成したものでございます。予算の上限の関係で２，０００部の作成というこ

とにさせていただきました。もう既に区役所に残っている分はわずかになってござい

ます。健康局からはこういったマップにつきましては、毎年つくるものではなくて、

しばらく間をあけてつくるということで、３１年度にマップ予算を措置するというこ

との説明を受けておりますので、そのときには必ずたくさんの方に配れるように予算

を拡充してほしいというふうに、こちらのほうからは要望しておりました。御意見を

いただきました「ハートページ」の配布先、配布部数についても十分考慮させていた

だいております。次回の配布時にはこういった形のもので、「ハートページ」を参考

にしながら配布してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。  

○嘉悦議長 

 以上ですか。ただいまの非常に詳細な御説明がありましたけれども、それではこれ

から委員の皆様方から御意見を伺いたいと思います。 

 ただいまの、それから質問１０項目ありましたけれども、それに関連する追加質問

等も合わせて何か御意見とか御質問とかあれば、どうぞ御発言のほうをよろしくお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。御質問された１０項目の方はこれで了解さ

れましたでしょうか。どうですか。 

 はい、どうぞ。 

○長尾委員 

 昨年度に防災計画を出しましたけど、役所でつくっていただいているんですけども、

その防災計画があるということを市民の方は御存知でしょうか。 
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 それと配る際にどういう方法で配ったらいいか。何千部という部数があるんですけ

ども、それをどういう方法で配ったらいいかとか、市民の方が御存知なのか、そうい

う点をちょっとお答えください。 

○嘉悦議長 

 ただいまの質問は２点ありましたので、よろしくお願いします。 

○新井市民協働課長 

 地区防災計画につきましては、「よどマガ」とかで昨年の５地域とかも発行しまし

たということで、配布に関しましては連合振興町会長さんとかの合意を得たり、地活

協さんの会長さんの合意を得て、町会分は一旦地域で配布いただきまして、町会に加

入してない方もいらっしゃいますので、ある程度会館のほうにも置かせていただいて、

配布されないような方の場合は「よどマガ」とかに区役所にも置いておりますので、

取りに来てくださいということで周知をさせていただいております。今までの、昨年

度印刷しました５地域さんに関しましては、一応町会さんを通じて配布させていただ

いた状況です。今年度も年度当初にまた５地域、印刷をしているんですけれど、配布

方法についてはまたちょっと各地域さんと一緒に相談させていただきたいと思います。

全戸で配布するということがちょっと難しいようでしたら、ある程度区役所のほうに

取りに来てくださいという周知の方法をさせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

○嘉悦議長 

 はい、ただいまの回答ですけども、何か２８年度の結果のところで防災計画につい

て、×がついてたのがなかったですか。 

○新井市民協働課長 

 アプリをインストールした区民の割合の目標を１０％にしていたんですけど、この

大阪市の防災アプリがリリースされたのが平成２８年３月でして、カウントしたのが

２８年度４月から２９年度３月までの１年間なんですけれど、やはり３月に初めてリ
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リースしたものを４月以降、一生懸命周知はしたんですけれど、なかなかちょっと皆

さんがダウンロードするまでの周知には至らなかったと思っております。この防災ア

プリにつきましては、今年度小学生の入学式のときにうちの職員が防犯のチラシと一

緒に防災アプリのチラシ等も周知させていただいて、アプリを入れるというのがやは

り若いＰＴＡの方とか御両親の方のほうがちょっと効果的だと思っておりますので、

あと乳幼児健診のときにも防災アプリの周知とかをさせていただいて、乳幼児健診で

すと月４回ぐらいで１回に４０人から５０人集まるということで、現在も周知活動を

している最中でございます。 

○嘉悦議長 

 はい、長尾委員、いかがですか。 

○長尾委員 

 市民の方って御存知ない方が多いと思うんですよ。特にマンションとかそういうと

ころには行き届いてないような感じがするんですね。我々の町会で町会費をもらって

いるところは行き渡ると思うんですけど、そういうマンションとか町会費を払ってな

い、町会に属してない方、その辺に防災冊子が行かないような状態だと思うんですけ

ども、一つ思うんですけど学校に配れば、そういうマンションに住まわれてるお子さ

んがおられると思うんですけども、そこから渡る可能性もあると思うので、そういう

こともちょっと考えていただきたいと思います。 

○新井市民協働課長 

 はい、御意見ありがとうございます。また配布方法について、工夫してまいりたい

と思います。ありがとうございます。 

○嘉悦議長 

 はい、ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。長尾委員もよろしいですか。  

○長尾委員 

 はい。 
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○嘉悦議長 

 小澤委員 

○小澤委員 

 防犯カメラの件でお聞きしたいんですけど、当初は地域主導でつけたと思うんです

が、今は警察と区役所のほうで相談して、犯罪防止のために公園とか人が集まる駅前

とかにつけると聞いておりますが、それはそれで良いんですけど、私の町会で一方通

行を逆行する車、特にバイクが多いんですね。距離が３倍ぐらい違うので直進される

と思うんですけど、そこは小学生の通学路で、最近はもうすぐ幼稚園に行く子どもと

か、乳幼児がその通りには居られます。事故につながりかねないと思うので、そうい

う所の防犯カメラについて、地域枠というのかな、地域の意見を聞いて、事件が起こ

る前につけていただければ、ありがたいと思います。 

○新井市民協働課長 

 今年度につきましては、特に子どもの通学路等の安全見守りのためにということで、

大阪市の市民局予算のほうで進めているところです。何カ所か候補地域もありますの

で、あらかたちょっとある程度設置場所とかが、条件が出た時点でまた地域の方にお

示ししたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○小澤委員 

 もう一ついいですか。区長のほうからいろいろと御説明いただいたんですけど。前

の榊区長のときにつくられたもので、それを多分理解されようとして、勉強されてい

るという状況かと思うんですけど、我々としたら山本新区長がどういうまちにしたい

か。どういうところに重点的に取り組んでいきたいかという、そういう何か山本区長

なりの思いを教えていただければ、我々も区長の方針もわかって協力していけると思

いますので、また機会がありましたらお願いしたいと思います。 

○山本淀川区長 

 ありがとうございます。区長の思いということで、私も淀川区に来させていただき
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まして、非常に多種多様、いろんな面がある区だなと。大阪自体の縮図という区だな

ということで、本当に課題というか、取り組みも居住地もあれば商業地域もあり、工

場地域のものづくりもあり、歴史的、文化的なところもありということで、本当に私

としては非常に抽象的なんですけど、要はこういった中で皆さん、多種多様な方が本

当に生きがいを感じて、笑顔があふれるようなまちにしたいということなんですけれ

ど、区長の思いはあってもそれが区民の方の思いとずれていれば、それは区長の思い

が思い込みというか、ひとりよがりになってしまう部分があるんじゃないかなという

ふうに思っておりまして、そういった面でも、まず今は確かに勉強中じゃないかと言

われると確かにそうだと思います。少しでも皆さんの地域の中に入っていって、皆さ

ん本当にどういうことを求めておられるんだろうということを今、ちょっと吸収をさ

せていただいて、これから具体的にお示しをしたい、そういうのをビジョンのところ

に反映させていただきたいというふうに思っておりますので、これからもいろいろ御

指導のほど、よろしくお願い申しあげます。 

○小澤委員 

 ありがとうございました。思いは区長なりに持っていただいたら結構かと思います

し、思いも思いやりがあれば区民とずれることはないと思いますので、その辺は思い

切った形でやっていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○山本淀川区長 

 ありがとうございます。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございます。 

 議長が余り質問したらいかんのやろうけど、ちょっと今の防犯カメラの関連で一つ

だけ確認ですけど、６番目に挙がっている防犯カメラの質問ですね。小澤委員のに関

連したのですけど、質問のポイントはもう大体カメラは相当普及してきたので、あと

今度は維持管理費が地域の負担になっているから何とかしてほしいというのが質問の
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趣旨かなと思うんですけど、回答のほうがまだ設置、設置ということの回答になって

いるので、維持管理費の補助、助成はどうなっているのかという、そこら辺のところ。 

○小澤委員 

 それはないですね。ただしれてますよ。 

○嘉悦議長 

 数的にもね。 

○小澤委員 

 三百何ぼやと思いますけど。 

○新井市民協働課長 

 最初に、何年か前に補助でつけていただいて、維持管理費が大変ということ、電気

代もあるんですけど、そういう地域の方の声が増えてきましたので、２６年度公設置

で４０台。これは淀川３区なんですけど、２８年度、昨年度、公の設置で３０台設置

しまして、維持管理費は区役所で見ようということになっております。平成２９年度

の予算で先月の５月の「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」にも載ってたんですけど、区役所で設

置した７０台の分ですけど、予算が６８７万でランニングなんですけど、リース代が

６５２万、電気代と電柱が３５万円の共架料ということで合計６８７万４，０００円

の維持管理経費を２９年度に予算計上しています。これは、区役所が公設置した分で

すので、毎年７００万近いライニングコストがかかってくるということになっており

ます。それでも地域の方が御負担されるよりは、区役所のほうでランニングを見たほ

うがいいだろうと思っております。それから最初に補助で設置した分は、民間の方の

所有のものになっておりますので、ランニングコストに関する補助は今のところない

んです。 

○嘉悦議長 

 はい、わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。はい、越智委員。 
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○越智委員 

 この防犯カメラの件でね、こういう防犯と言うたら犯罪、例えば子どもとかなんと

かの見守りのあれなんですけどね。うちの地域で不法投棄あるでしょ。同じところに

不法投棄されとるんですわ、粗大ごみを。誰が、別に犯人探しするのでも何でもない

んやけど、それでやっぱりそこに防犯カメラでもつけたらどうやという意見があるん

ですわ。御存知のように、今、新井さんが言うたようにごっつ金がかかるんですわな。

そこら辺のところはやっぱりそういったこと、やっぱり廃棄物処理法、これも犯罪で

すからね。ある意味いうたら、広義に捉まえたら防犯ですわ。そこら辺もちょっと考

えて、検討していただきたいなと。何カ所でもないんですわ。うちのほうで言うたら

１カ所か２カ所。そういうふうなあれなんでね、考えていただきたいと。  

 ついでにもう一つ。防災のほうで、今年で神崎川流域防災訓練、御存知ですよね。

昨年、新井さんから私に電話いただいたんやけど、前の榊区長のほうに役所、事前準

備から参加してますかと、されてませんわね。淀川消防署任せにしとるけど、やっぱ

り豊中では事前の打ち合わせから来られてますわ。この職員の防災意識どうのという

あれやないんですけど、やっぱり参加されとった豊中に対しても参加していただきた

いなというふうには思います。 

○新井市民協働課長 

 わかりました。最初の防犯カメラの分ですけど、今年度は先ほどもお答えしており

ますが、市民局の予算のほうで共架できる場所を現在警察とも相談しながら設置場所

を探しているところですので、またもう少し設置場所等がわかり次第、地域の方には

御相談させていただきたいと思います。 

 それから神崎川流域の防災訓練なんですけど、今年度はもちろん市民協働課の防災

担当も参加するつもりでおりまして、今日なんですけど淀川消防署のほうから豊中署

と一緒に、ちょっとこういう訓練、５年目になっているのでそろそろ要綱を定めませ

んかというお話がございまして、要綱と言っても簡単なＡ４一枚もので、豊中市と合
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同の要綱ということになっております。その中で、位置づけといたしまして神崎川流

域の防災訓練の庶務は豊中南消防署と淀川消防署が行うという予定でございまして、

オブザーバーとして淀川区のほうは消防署長、副署長、市民協働課の防災担当の私の

ほうが名前を連ねる予定で、豊中市のほうも一緒に入る予定で、今そのような準備を

しております。今のところ、ちょっと庶務関係とか事務的に進めていただいているの

は消防署さんが豊中南消防署さんとお話を詰めていきながら、一緒に情報共有をさせ

ていただいている状況でございます。よろしくお願いします。 

○越智委員 

 まあ、頑張ってください。 

○嘉悦議長 

 いいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。はい、小澤委員。 

○小澤委員 

 今、越智さんが言われたように、地域で投棄とか結構あるんですよね。実は私の地

域でも大きなベットの投棄がありまして、防犯カメラを地域の人と一緒に見ることで、

犯人を特定でき犯人を淀川署に同行して連れていき、穏便な形で済ましました。この

ように防犯カメラにより検挙でき解決した事例もあります。防犯カメラの設置には、

当初１台１５万補助でありましたので、地域負担は５万ぐらいやったと思います。維

持費については、年間で４，０００円は使っていないと思いますけど、それ以外に関

電が電柱使用料を取るんですかね。 

○新井市民協働課長 

 はい、取ります。 

○小澤委員 

 それも何百円でしょ。 

○新井市民協働課長 
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 電柱によって違う……。 

○小澤委員 

 私の町会は阪急の照明柱と、民間の外壁につけているのでその辺は要らんのです。

電気代も両方足しても月７００円未満かなと思います。 

○嘉悦議長 

 なるほどね。 

○越智委員 

 今、言われたように、防犯灯でも非常にＬＥＤ化が進んでますから、防犯カメラさ

え設置していただいたら、電気代ぐらいは地域で持ってもいいと思っとるんですわ。

それで例えば、防犯灯がありますわね。以前でしたら蛍光、市の建設局がやっていた

だいているのは今球切れとるでと言うたら、現実ＬＥＤのほうにかえてはいっていた

だいているんですけど、当然町会として負担しとる面もありますわね。僕がと言うた

らちょっとあれなんですけど、アバウト６年ぐらい前ですかな。そのときに蛍光管の

やつを、当然私ら昼仕事してるので、町会の高齢者の方が電柱に登ってかえとったん

です。それでけがされたら、ちょっとこっちも責任があるので、業者に年間五、六万

ぐらいで点検と切れとったら交換してくれって頼んだんです。それでもあかんなとい

うので、ＬＥＤに全部かえたんです、五、六年ぐらい前に。ＬＥＤにかえたときはた

またま私とこの町会自身が金がちょっと余ってたのでかえた。三、四十万いったかな。

うちの加島西やったら２５あるわけですわ。今ちょっと増えとるから、役所が２カ所

つけてくれたから、２７カ所ぐらいなんです。今はＬＥＤになりましてね、電気代は

非常に安くなってると思います。器具だけ設置していただいたら、我々でもう一回検

討させますので、よろしくお願いします。それだけです。 

○新井市民協働課長 

 年間予算、建設局の予算等で街路、防犯灯の予算が１０台前後ございます。ちょっ

と申し込み順で受け付けているところもあるんですけれど、あともう一個、大阪市の
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市道の場合は、工営所のほうでつけていただく場合がございます。また、条件等を緩

和しながら、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す。 

 ほかにいかがでしょうか。確かに「不法投棄」という言葉が出ましたけれども、私

とこの地域も不法投棄しているところありますね。あれも各地域でいろいろと共通の

悩みかなという感がしますけれども。ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、次の議題に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは（３）淀川区の将来ビジョン策定に向けてと（４）区政改革プラン２．０、

区政編素案について事務局のほうから御説明をいただきたいと思います。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。 

 まず新たな淀川区将来ビジョンの作成について、御説明申しあげます。お手元資料

６「淀川区将来ビジョンの作成について」をご覧いただきますようお願いいたします。  

 現在ある淀川区将来ビジョンは、区の目ざすべき将来像や、その実現に向けた施策

展開の方向性を明らかにするために、平成２５年４月におおむね５年後の淀川区の姿

を見据えて策定したものでございます。今年３月に開催いたしましたこの区政会議の

場におきましても、それを一旦総括する形でお示しして、また御意見を頂戴いたしま

した。また区役所としてもそれなりに見解もお示しさせていただいたところでござい

ます。そして今年度、平成２９年度が現在あるビジョンの最終年度となっておること

から平成３０年度以降の淀川区の姿を見据えた新たな将来ビジョンを策定するという

ものでございます。 

 新たな将来ビジョンの策定に当たりましては、現在の将来ビジョンで掲げた主要な

施策は引き続きつつ、淀川区の現況や大阪市の全体の施策等を踏まえながら修正を加
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えるというふうにしておるところでございます。 

 策定方針につきましては、資料の真ん中の丸囲みの部分をご覧いただきたいのでご

ざいますけども、あくまで仮称でございますが、名前を「淀川区将来ビジョン２０２

２、みんなの笑顔をつなげるまち」としております。期間は、来年度西暦で言います

と２０１８年ですね、２０１８年度から５年後の２０２２年度末を見据えた将来ビジ

ョンということでございます。 

 みんな・笑顔・つなげるをキーワードに２０２２年度末の将来像を示すこととして

まして、主な施策は現在のビジョンと同様に、「安全・安心」「子育て・教育」「地

域コミュニティの活性化」「区民サービス向上」をテーマに掲げる予定としておりま

す。 

 なお、ビジョン策定までの主なスケジュールでございますけれども、７月から８月

にかけまして、開催を予定しております区政会議の部会におきまして、ビジョンの素

案作成に向けた御意見を頂戴したいと考えております。そして、９月に開催を予定し

ております第２回区政会議全体会議の場におきまして、部会の意見を共有。１０月に

素案を公表いたしまして、また区政会議の全体会議や部会で御議論いただきたいと考

えております。その後、パブリックコメントなどを実施しながら、来年２月から３月

にかけて区政会議部会、また全体会議を開きまして、そちらのほうでビジョンの案を

お示しして御意見を頂戴してまいりたいと考えております。年度末になる３月末まで

には将来ビジョンを策定する予定にしておるところでございます。よろしくお願いい

たします。 

 続きまして、市政改革プラン２．０区政編について御説明申しあげます。お手元資

料７「市政改革プラン２．０区政編（素案）」をご覧ください。 

 冒頭、区長からの説明もありましたので重複する部分もありますけれども、大阪市

におきましては「質の高い行財政運営の推進」「官民連携の推進」「改革推進に対し

ての強化」を取組項目といたします「市政改革プラン２．０―新たな価値を生み出す
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改革―」というものを平成２８年８月にスタートいたしました。この改革プランに区

政に関連する改革項目を盛り込むことを念頭に置きながら、２４区長が参加します区

長会議におきまして区政運営上の課題検証や今後の区政が進むべき方向性を整理し、

区政の検証として取りまとめました。 

 お示ししております市政改革プラン２．０の区政編は、今申しあげました区政の検

証で明らかとなりました課題などの解決に向け、今後の取り組みの方向性を具体化し、

全市を挙げて早急かつ集中的に取り組む基本方針と、具体的に取り組む項目をまとめ

たものでございます。 

 資料の裏側のところ、概要版というページがあるかと思います。ご覧いただきたい

のですけれども、改革の柱は「地域社会における住民自治の拡充」「区長の権限・責

任の拡充と区民参画のさらなる推進」、この二つで構成されております。それぞれ地

域コミュニティの活性化、地域課題解決に向けた活動の活性化、あるいは区長の権限

の明確化、区間連携の促進、区民が区政運営に参加・参画する仕組みのさらなる充実

などに取り組むこととしております。そして、これらの取り組みを通じまして、ニ

ア・イズ・ベターのさらなる徹底を図っていこうとするものでございます。  

 現在、このプランは素案という状態でございまして、パブリックコメントが実施さ

れておるところでございます。７月末を目途に正式に市政改革２．０の区政編として

策定される予定となっております。先ほど、区長の説明でもありましたけれども、こ

れらのプランを受けまして運営方針等に今後反映することになっていくものだと考え

ておるところでございます。 

 なお、本日お手元のほうに、素案の本編を４６ページからなる分厚い資料でござい

ます。本日は、この詳細な御説明は割愛させていただきますので御了承いただきます

ようお願いいたします。 

 私からの説明は以上でございます。 

○嘉悦議長 
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 はい、ありがとうございます。 

 それではただいまの事務局からの説明に対しまして、皆様方の御質問、御意見を伺

いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。御意

見ございませんでしょうか。 

 はい、越智委員、どうぞ。 

○越智委員 

 これ事前に送っていただいて、私も読んでないから偉そうなこと言えんのですけど、

今、府と市であれやってますわな。総合区か都構想か何とかいう。仮に都構想で維新

の会が言うとるような、いわゆる都構想みたいな形になる場合とほかの党の一部で言

われとるような、公明党さん中心ですか、総合区。そういったこともこれは反映して

いくんですか。市政改革とは区政改革の中で。 

○山本淀川区長 

 今、確かに法定協が設置されまして、これは特別区に関していろいろ論議はスター

トしたところでございますし、総合区につきましても論議は進んでいる。そういった

方向性はもちろん考慮には入れなければならないと考えておりますけれども、いずれ

の形にいたしましても、今私どもがこうやって暮らしております淀川区というものが、

淀川区に住んでおられる区民の方は変わりはないわけでございますので、この例えば、

特別区になるから、総合区になるから今後の淀川区のあり方に関する論議をしても無

駄だからちょっととめておこうということはすべきではないというふうに思っており

ます。あくまでも、今私どもがいるこの淀川区をよりよいものにするという、こうい

う論議は続けていって、その中で将来的にちょっと総合区になった部分で修正が必要

になれば、その段階で必要な修正といいますか改変はやっていくんですけれども、私

はこういう現在の淀川区のビジョンでありますとか、運営方針の検討について区民の

皆さんと論議をしていきたいなと。よりよいものにしていきたいなと考えておるとこ

ろでございますので、よろしくお願いいたします。 
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○嘉悦議長 

 はい、いいですか。 

 はい。小澤委員ですか。どうぞ。 

○小澤委員 

 今、越智委員が言われたように私も非常に気になっているところなんですけど、総

合区、特別区、それは議会で決めて、また住民投票で決まることなので、それはそれ

を待っていればいいと思うんですけど、非常に残念に思うことは、市長が来られてそ

の辺の説明を区民ホールでされましたよね。そのときに市民が一体となって将来の大

阪を考えようという機運が、それによって高まって、議論が深まり特別区、総合区と

いうことの判断をしていけば市民も納得した形になると思うんですけど、市長まで来

られてやられて、あれで終わっちゃって、そこから議論の深まりがないので、今多分

特別区、総合区と言われてもおそらくピンと来ない部分がほとんどやと思います。せ

っかく市長が淀川区まで来られて、ひざ詰めで説明して議論した部分がそのままとま

っちゃっているので、あれをきっかけに将来の大阪の、また淀川区のビジョンを区民

レベルで話し合う場をもっと持てたら、もっと機運は変わったのかなと思うんですけ

ど、その辺またよろしくお願いしたいと思います。 

○嘉悦議長 

 今のは回答は要るんですかね。要望ですね。 

○小澤委員 

 お願い事みたいなものです。 

○嘉悦議長 

 そうですね、はい。では結構です。 

 ほかに何か質問、御意見はございませんか。せっかくの機会ですので、まだ発言さ

れてない方、いかがでしょうか。 

 はい、西尾委員、どうぞ。 
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○西尾委員 

 質問ではないんですけど、今５時５０分に小学生に向けて「早く、おうちに帰りま

しょう」という放送がされるようになったんですが、すごくいいなと思います。私も

子どもの頃には朝と夕方とああいうふうな市内に放送が。放送って音楽だけですけど、

かかっていて、ああ、この時間やから早く何とか家に帰ろうとか、早く学校へ行こう

とか、そういうのをすごく考えたと思うんですね。今は、５時５０分というのが私も

毎日、毎日５時５０分、早くこれから何かをしなくちゃとか、そういうのを意識つけ

られるようになってきたので、子どもたちにもすごくよかったんじゃないかなという

のをすごく感じていますので、ぜひともこの機会に申しあげようと思ってやってまい

りました。 

 以上です。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長、榊原です。非常にありがたい意見を頂戴しました。ありがとう

ございます。もともと、既に委員の方々も御承知のことと思いますけども、小学校の

校長会から、こういうことをやってはどうかというお話がありまして、区と小学校校

長会と一緒になって放送を始めようということで、始めさせていただきました。今の

ところ苦情はないわけではないんですけども、おおむね皆さん理解していただいて進

めているところでございます。一応、６月中まで区内全部の試行的実施、７月１日か

ら本格実施ということでやっているというところでございますので、引き続き皆様の

御理解と御協力のほうをお願いしたいと思います。ありがとうございました。  

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございます。いろんなクレームだけじゃなくて、そういういい意

見を届けるというのも区民の声としていいかもわかりませんね。 

 いかがでしょうか。ほかにございませんか。 

 それではないようでございますので、次の議題に進みたいと思います。５番目、も
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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よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 政策企画課長の西でございます。私から もと区役所跡地の検討状況について御説

明申しあげます。お手元資料８をご覧いただけますでしょうか。 

 実はこの資料でございますけれども、今年の３月に開催いたしました全体区政会議

の場でお示ししたものと同じものでございます。この資料の１ページ目にありますよ

うに、旧の区役所の跡地は原則売却することになっておりまして、売却費を新区役所

庁舎の建設費に充当する。淀川区役所といたしましては、跡地に図書館などの整備を

検討していく。またそのために事業採算性を考慮した跡地の整備手法を検討する。こ

ういったところは基本として変わっておりません。また、２ページ目にありますよう

に図書館を核としたまちづくり、あるいは跡地に整備しようしてる新しい図書館のイ

メージなど、淀川区役所が現在進めようとしております区役所跡地の活用の検討の方

向性については、今のところ変わりはありません。旧区役所跡地への図書館整備へ向

けて関係部局との調整を進めているところでございます。今年度に入りましても、引

き続き関係部局との調整に当たっているところでございますが、まだ具体的なさまざ

まな推進状況をお示しするには至っていない状況にありまして、前回と同じ資料をお

配りしている次第でございます。とりあえず売却するという考え方のもとにこの区役

所の跡地に図書館の整備をしていく、その実現に向けまして今後も引き続き関係部局

との調整に当たってまいりたいと思います。また、進捗状況等につきましても御報告

させていただきたいと考えておるところでございます。 

 説明は簡単ではございますけれども、以上でございます。 

○嘉悦議長 

 ありがとうございます。 

 ちょっと私、先ほど言い忘れたんですけれども、先ほどの淀川区の将来ビジョンに

ついて、ちょっと幾つか御意見があったんですけども、こうした意見につきましては
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淀川区将来ビジョンがこれから策定されていきますので、そういった御意見を参考に

しながら策定していくということです。それで、これから開催される部会とか、ある

いは全体会議において、いろんな意見をいただきますように。そしてこのビジョンが

さらによいビジョンになるように御協力いただければありがたいと思います。  

 それでは、ただいまの説明ですけれども、区役所跡地の検討状況について。これも

ずっと毎回出ている話題なんですけども、何か御質問、御意見等ございませんでしょ

うか。 

○今田副議長 

 跡地は、具体的には何の話もまだないんですか。跡地に関して、どこが買いにきた

とか、何とかそんな話は全然ないんですか。 

○山本淀川区長 

 買いに来たというか、まだ売りますよという申し出をしておりませんのであれなん

ですけど、マーケットサウンディングといいまして、要するにこういうところを活用

することについて興味のある事業者さんはおられますかというような、ちょっといろ

いろ御意見とか事業者の方に声をかけたりして、それでいろいろ興味を示されてきて

いる事業者さんはいらっしゃいます。そういった方の実際の事業者の方の御意見を参

考にしながら、そういう応募要件とかを確定していきたいというふうに考えておると

ころでございます。やっぱりこれ、役所の人間が頭で考えたものには、ある程度限界

がございますので、やはりそういういろいろな事業者の方のアイデア等も取り入れて、

考えていきたいと思っております。興味を示されている事業者さんは、ちょっと具体

的なお名前を今ここで申し上げるのは差し控えさせていただきますけど、それはござ

います。 

○嘉悦議長 

 これ売りに出されてというか、それから大分年数はたってますよね。年数的には、

じゃないんですか。 
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○山本淀川区長 

 売却をするという市の方針はあるんですけども、具体的にこの土地を売りますよと

いうことで、大阪市のほうが正式にそういう手続にはまだ全然行ってないわけで、全

然今まで具体化をしてません。まだ民間事業者の方にそういう参考的な御意見をお尋

ねしているだけの状況でして、何とか具体的な要件まで固めていって、そういう手続

をしっかり進めていきたい。いろいろ今までしこっていたいろんな条件はあるんです

けど、それを一つ一つちょっと解きほぐして、進めていきたいというふうに考えてお

るところでございます。 

○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございました。 

 はい、どうぞ小澤委員。 

○小澤委員 

 この話が出て４年も経つんですよね。建物の中に図書館をつくるか別に建てるか、 

それを決めれば簡単に売れるんでしょうけど。何が問題で４年もかかって、これから

まだかかるんだとしたら、この場所が活用されるのはまだ１０年ぐらい先になるんか

なと思います。もうちょっと敏速に進めていただきたい。何が問題で止まっているの

か具体的なことが我々に伝わってこない。いくら聞いても何が問題か見えてこない。 

○山本淀川区長 

 済みません、端的に申しあげますと、先ほどもこれ原点に入るんですけど、もとも

とが全部これは売って、このお金は全部ここを建てるお金に使うはずやったのに、そ

の図書館のほうに使いたいというところで、まずちょっと前提部分が変わってくると

いうことと、別棟で図書館とそれ以外の部分を、例えば売って図書館は建てるという

ことになりましたので、やっぱり淀川区の一等地で図書館でそんな１階か２階の建物

で上がずっと青天井では非常にもったいないなと。それをどういったものを組み合わ

せるのか。組み合わせるにしましても、仮に地域図書館ということで、言うたら平均
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的な広さがあるんですね。平均的なものであればまだ今の図書館を移転する、建てか

えるということで、何とか認められるかもわからないんですけど、今淀川区としては

過去の論議経過で、単なるほかの図書館と全く同じものではなくて、地域の発展につ

ながるコミュニケーションの交流とかそういうことにもつながる要素とか、また子ど

もがワイワイガヤガヤと言いますか、そういったことも受け入れられるような新しい

要素をつくりたいということで、通常の今までの部分より大きなものを求めているわ

けなんです。そしたら、一般的に大阪市で認められる以上の部分の建設経費や維持管

理経費をどこが負担する。「これ、わかりました淀川区がお金入りますから、全部そ

の分はやります」と言うたら、そりゃすっと行くんですけど、なかなかそう言えない

ので、例えば大阪市でいくと、もともとが全部別のものに使うはずがこの分は建物を

建てたい。それで通常部分よりも多い分も負担してくれというようなところの、要は

財源面とかその辺の調整ができてないという部分が一番。 

○小澤委員 

 縦割り行政のひずみが出ているということですよね。個人的な意見で申し訳ないん

ですけど、あそこは本当は十三の商業活性の場所にすべきだと、今でも思っておりま

す。図書館は区民センターを建て直しして、そのワンフロアを図書館にすれば良いと

思います。淀川区の区民センターって、他の区の区民センターと比べてめちゃくちゃ

おそまつです。だから建て替えをして、そこのワンフロアを図書館に使えば良いと思

います。今更こんなこと言うて申し訳ありません。しかしながら、もっと思い切った

方針をたてていただいて、期間もできるだけ短くするようアクションを起こしてもら

わんと、区民も先が見えなくて右往左往しますので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す。今のは提言みたいな形で。 

 もう少し時間があるかと思うんですけど、全体を通じて何か、どうしてもこれは言

っておきたいというような御意見がありましたら、お伺いしたいと思いますけれども、
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特にありませんでしょうか。全体を通じてで結構ですけれども。ありませんか。  

 それでは、ないようですので次第、その他ですね。淀川区区政会議委員候補者の推

薦についてと、２、区政会議の部会の開催について、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 

 政策企画課長の西でございます。まず淀川区区政会議委員候補者の推薦について、

御説明申し上げます。お手元資料９をごらんください。 

 本日、御参加いただいております区政会議委員の皆様におかれましては、今年の９

月末をもちまして任期満了を迎えられることになります。次の任期であります平成２

９年１０月から平成３１年９月末までの２年間の任期をお務めいただく委員を委託す

る必要がございます。ご覧いただいてます資料９は、今月初旬から中旬にかけまして、

開催いたしました地域活動協議会ブロック会議の場で既に地域活動協議会会長様あて

に推薦をお願いした文書を参考までにお配りさせていただいているものでございます。

既に一部の地活協のほうから、候補者となる委員のご推薦を頂戴しているところでご

ざいます。また、公募で選定させていただく委員の募集も近日中に行う予定としてお

りますので、合わせて御案内させていただきます。 

 続きまして、区政会議部会の開催についてでございます。資料１０をご覧ください。

委員の皆様に部会の開催について、日程を調整させていただきまして御協力ありがと

うございます。その結果、安全・安心なまちづくりは７月２６日。コミュニティ力向

上部会は８月１日。教育・子育て部会は８月７日。時間はいずれも１８時半、午後６

時３０分から。場所は淀川区役所５階の５０４会議室において実施いたします。御多

用かと思いますが、何とぞ御出席賜りますようお願いいたします。なお、各委員が所

属されております部会につきましては、この資料の裏面のほうに記載しておりますの

で、そちらのほうを御参照いただきますようお願い申しあげます。 

 私からの説明は以上でございます。 
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○嘉悦議長 

 はい、ありがとうございます。それではただいまの説明について何か御質問等、ご

ざいませんでしょうか。ありませんか。 

 それでは、ないようですのでちょっと時間は早目になりますけれども、議題以外の

ことや、本日の意見やあるいは御質問について答え切れなかった部分につきましては、

後日整理の上、事務局のほうで対応していただくということで、会議のほうを終わり

にしたいと思います。 

 進行を事務局のほうへ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、議事進行ありがとうございます。 

 なお久本委員が御到着されておられます。本日、１８名の区政会議委員の方々に御

参加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。  

 また市会議員の方々におかれましても、お忙しいところ御出席いただきましてあり

がとうございます。 

 それでは、時間も参っておりますので、第１回淀川区区政会議を終了いたしたいと

思います。 

 次回の区政会議は、それぞれの部会に分かれていただき、また詳細な御意見等もお

聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。開催日程につきまして

は、先ほども御説明申しあげましたように、委員の皆様方からいただいた日程を集計

して決めさせていただきました。７月、８月、非常に暑い時期、また盆踊り等の地域

行政に忙しい時期ではありますけども、出席方よろしくお願いいたします。 

 それでは本日は長時間にわたりまして、真摯な御議論ありがとうございました。 

 どうもお疲れさまでございました。 

―了― 


