
1 

平成２９年度第３回淀川区区政会議 

 

日 時：平成２９年１２月４日（月） 

   午後６時３０分～午後８時２１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３回淀川区区政会議

を始めさせていただきます。 

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

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方には御多用中のところ御出席賜りますこと、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、区長の山本より御挨拶申し上げます。 

○山本淀川区長  

 皆さん、こんばんは。区長の山本でございます。平素より何かとお世話になってお

ります。ありがとうございます。また、本日は第３回淀川区区政会議ということで、

皆様、大変御多忙のところ夜分にもかかわりませずご参加いただきましてまことにあ

りがとうございます。今回、委員の皆様方、改選されまして新たなメンバーでの本日

がスタートということでございます。区政会議というのは、皆様方よく御存じのとお

り区政の方針につきまして、事前に皆様方の意見をお聞きし、また実際に行ってきた

実績につきましてもいろんな意見を賜りまして、少しでもよりよいものにしていこう

というための非常に大事な会議でございます。こうした区政会議の中でいろいろ御意

見賜ってる中で非常に資料が多くてなかなか読み切れないという御指摘も多数賜って
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おるんですけれども、本日は２９年度の方針の振り返りでありますとか、これから５

年間のビジョンでありますとか、また来年度２０１８年度の運営方針や予算などたく

さんの議題がございますので、本日も大変分厚い資料になっており、まことに申し訳

ございません。 

 ただ、皆様方におかれましては、少しでも議論の質を上げるためにということで事

前に資料を送付させていただいたり、また事前にこの内容の資料の説明会等を開催さ

せていただきましたけれども、委員の半数以上の方がそちらのほうにも御参加いただ

きまして、本当に熱心に取り組んでいただいて非常にうれしく思っております。  

 本日、限られた時間ではございますけれども、忌憚のない御意見をいただきまして、

少しでも区民のためになるような区役所の運営をしていきたいというふうに考えてお

りますので、どうぞ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す。それでは、お手元にお配りさせていただいております資料

の確認をさせていただきます。着座にて失礼いたします。 

 まず、「第３回淀川区区政会議次第」とあるもの。それと「淀川区区政会議委員名

簿」と「座席表」が裏表になっておるもの。「配付資料一覧」とあるもの。続きまし

て、「資料１ 平成２９年度運営方針中間振り返り（抜粋）」とあるもの。「資料２

平成２９年度運営方針改訂履歴」とあるもの。「資料３ 淀川区将来ビジョン『素

案』策定における『素案たたき台』からの主な修正点」とあるもの。「資料４ 区政

会議における淀川区将来ビジョンに関する意見への対応方針」、Ａ３の横長のもので

ございますけれども、とあるもの。「資料５、区政会議における２０１８年度運営方

針に関する意見への対応方針」、これもＡ３の横長のもの。「資料６、２０１８年度

運営方針（素案）概要一覧」とあるもの。資料７、２０１８年度淀川区関連予算につ

いて」、Ａ４の横長でございますが、とあるもの。「資料８ ２０１８年度再構築す

る取組・新規の取組」とあるもの。「資料９ もと淀川区役所の土地活用に関するマ
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ーケット・サウンディング（公募条件整理）実施要領」とあるもの。「資料１０、

「ヨドネル」の受賞に関するものですが、大阪市報道発表資料」が表紙になっておる

ものでございます。「資料１１ 区政会議に関するアンケートの集計結果について」

とあるもの。それと区の広報誌であります、「よどマガ１２月号」と「ＹＯＤＯ－Ｒ

ＥＰＯ４０号」。それと、本日皆様方のほうに事前にお送りして御持参いただくのを

お願いしておりましたけれども、「平成２９年度淀川区運営方針」、「淀川区将来ビ

ジョン（素案）」。それと、「２０１８年度運営方針（素案）」ですが、こちらの概

要にミスプリントがありましたので、改めてお手元に置いておりますので、今日こち

らのほう使わさせていただきます。お持ちでない方おられますでしょうか。事務局の

ほうからお持ちします。それとあわせて先ほど本日お配りした資料の中で欠落してい

るものなどございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。よろしゅうございますでし

ょうか。 

 それでは、私のほうより区政会議の委員の皆様方を御紹介させていただきます。お

手元の資料に区政会議委員名簿と座席表が裏表になっているものをつけておりますの

で、御参照いただきますようお願いいたします。淀川区区政会議は地域団体推薦の１

８名と公募選定委員の４名の皆さんで構成されております。本日初めてお顔を合わせ

られる方もおられるかと存じます。順番に自己紹介をお願いできますでしょうか。地

域団体御推薦の委員は地域名とお名前を、公募選定委員の方はお名前をお願いいたし

ます。 

 では、名簿順にお願いいたします。本日、浅野委員欠席と伺っておりますので、板

谷委員から順番にお願いいたします。 

○板谷委員 

 皆さん、こんばんは。東三国地区地域活動協会のほうからまいりました板谷です。

よろしくお願いします。 

○和田委員 
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 同じく北中島からまいりました和田です。よろしくお願いします。 

○山本委員 

 宮原地区からまいりました山本でございます。よろしくお願いいたします。  

○泉委員 

 三国地区からまいりました泉です。よろしくお願いします。 

○岡鼻委員 

 新高地区よりまいりました岡鼻と申します。よろしくお願いいたします。  

○福岡委員 

 西中島地区の福岡でございます。よろしくお願いいたします。 

○久保委員 

 木川地区の久保正司です。よろしくお願いします。 

○牧委員 

 木川南地域の牧でございます。２期目でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○米山委員 

 野中地区からまいりました米山と申します。よろしくお願いいたします。 

○一丸委員 

 神津地区からまいりました一丸と申します。よろしくお願いします。 

○西尾委員 

 新北野地域からまいりました西尾でございます。よろしくお願いいたします。  

○川合委員 

 塚本地区からまいりました川合昌壽でございます。よろしくお願いいたします。 

○藤野委員 

 三津屋連合からまいりました藤野と言います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○光在委員 
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 加島地域活動協議会からまいりました光在でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○泉水委員 

 公募選定委員の泉水清治と申します。よろしくお願いします。 

○中道委員 

 公募選定委員の中道と申します。よろしくお願いします。 

○福島委員 

 同じく公募選定委員の福島です。よろしくお願いします。 

○増田委員 

 同じく公募選定委員の増田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○西政策企画課長 

 どうもありがとうございます。現在、区政会議委員２２名中１８名の御出席をいた

だいております。定数の２分の１以上の委員の御出席いただいておりますので、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、浅野委員、山岡委員におかれましては本日御欠席と伺っております。 

 また、久本委員、石田委員におかれましては御到着が遅れると伺っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、淀川区選出の市会議員にも御出席いただいておりますので、当番幹事

順に御紹介させていただきます。寺戸議員どうぞ。 

○寺戸議員 

 どうもこんばんは。御苦労さまです。 

○西政策企画課長 

 杉田議員でございます。 

○杉田議員 

 こんばんは、これからもよろしくお願いします。お世話になります。 
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○西政策企画課長 

 どうも市会議員の皆様方もお忙しい中こちらのほう御来場賜りましてまことにあり

がとうございます。 

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

お手元の資料に座席表と職員名、役職名をつけておりますので、そちらのほうをごら

んいただきますようお願いいたします。 

 この会議は午後８時２０分を目途に３０分までには終わってまいりたいと考えてお

りますので、御協力いただきますようお願いいたします。 

 また、発言、説明の際にはできるだけ簡潔にまとめていただきますよう、スムーズ

な進行に御協力いただきますようお願いいたします。 

 それでは、次第の３、議長、副議長の選出に移ります。区政会議の運営の基本とな

る事項に関する条例第７条では、議長は区政会議を主宰する。副議長は議長を補佐し、

議長が欠けたとき、又は議長に事故があるときは区政会議を主宰することとなってお

ります。また、この条例では区政会議の委員はその互選により議長及び副議長を選出

することとなっておりますが、いかがいたしましょうか。議長と副議長、自薦他薦で

も結構でございます。どなたかこの方は、あるいは自から立候補される方はおられま

せんでしょうか。いかがでございましょうか。 

 特段意見がございませんので、事務局のほうで議長及び副議長の候補者として腹案

を用意してございますが、事務局のほうから提案させていただいてよろしゅうござい

ますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西政策企画課長 

 異議なしのお言葉をいただきました。ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうから議長と副議長の候補となれる方、お名前を上げさせて

いただきます。議長には民生委員児童委員協議会の要職に就かれて、市政・区政の各
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般にわたりましてさまざまな御協力いただいております西中島の福岡委員に。副議長

には２期目を迎えられまして、これまでもこの区政会議において示唆に富んだ御意見

を頂戴している木川南の牧委員にお願いいたしたいと考えておりますが、皆様いかが

でございましょうか。 

 どうもありがとうございます。皆様方の御承認いただいたということにさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、福岡委員に議長、牧委員に副議長をお願いすることに決定いたしました

ので、以降の進行につきましては、議長・副議長、福岡委員、牧委員にお受けいただ

きまして会議の進行をいただきたいと思います。 

 それでは、福岡議長、牧副議長、中央の議長、副議長席のほうに移っていただきま

すようお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 それでは申し訳ございませんが、福岡議長、牧副議長に一言ずつ御挨拶を頂戴した

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○福岡議長 

 ただいま御推挙いただきました西中島の福岡でございます。何分非才でございます。

皆様方の御協力をいただきまして、この会議を進めさせて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たいと思います。 

 私を含めまして、この委員さん、新しい委員さんが半数以上でございます。新しい

委員さん、また今までからの委員さん、どちらも議長を助けるという意味におきまし

ても活発な御意見をいただきたいというふうに思いますので、何とぞよろしくお願い

したいと思います。 

 この区政会議、淀川区をよくするということで、区民の意見を区のほうに届けると

いうことは非常に重要な会議でございます。委員の皆様方におかれましては区政を厳

しい目で見ていただきまして、活発な御意見をいただき、建設的な御意見をいただく
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ようにお願いを申し上げまして、皆様方の御協力よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

○牧副議長 

 副議長に選任されました木川南の牧でございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 この区政会議２期目でございますが、本日選出されました福岡議長さん、この区政

会議の中心的な役割を果たしていただくわけでございますが、議事がスムーズに進行

できますように願っておるところでございます。その一助といいましょうか、少しで

も手助けができますように努力してまいりたいというふうに考えておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○西政策企画課長 

 どうもありがとうございます。それでは議事にこれから移りますが、その前に今久

本委員がお着きになられましたのでご紹介させていただきます。地域名とお名前を一

言づつ紹介いただけますでしょうか。 

○久本委員 

 お世話になります。十三地域から来ています久本です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 どうもありがとうございます。それと市会議員の北野議員がお越しになられました

のでご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 

 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 

 ありがとうございます。それでは、ここから福岡議長に進行をお願いいたします。  

○福岡議長 

 それでは、次第に従いまして、第４の議題を進めさせていただきたいと思います。
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座って進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 議題「（１）平成２９年度淀川区運営方針中間振り返り及び改定について」、

「（２）淀川区将来ビジョン２０２２（素案）について」、「（３）２０１８（平成

３０）年度の淀川区の区政運営（運営方針・予算）について」、事務局より一括して

説明をお願いいたします。 

 委員の皆様方におかれましては、事務局の説明後まとめて意見を頂戴する予定にし

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局のほう説明よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 それでは改めまして政策企画課長の西でございます。私よりまずは平成２９年度運

営方針の中間振り返りについて説明させていただきます。 

 まず運営方針とは何かということなんでございますけども、まずめざすべき将来像

を念頭に置きながら現状を把握して、めざすべき将来像と現状との差、そのギャップ

が生じている要因を分析して、そこから課題をあぶり出し、課題解決に必要な具体的

な方策を示してその方策の有効性や成果を評価して、さらに必要な改善や見直しを行

って次年度以降の事業計画、実施につなげていくことを目的に毎年策定するものでご

ざいます。Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）、この４つ

のプロセスの頭文字を取っていわゆるＰＤＣＡサイクルの徹底を図ろうとするものが

この方針でございます。このような観点のもとに作成いたしましたのが本日お持ちい

ただいております「平成２９年度の運営方針」、ちょっと分厚い資料のほうでござい

ますがこちらになります。 

 また、今回行おうとしておりますのは中間振り返りについてでございますが、その

ＰＤＣＡサイクルの過程におきまして、年度の途中でそれぞれの事業の進捗状況を確

認しておこうというものでございます。なお、関連する資料は事前に委員の皆様方に

お届けしております。また先日開催いたしました事前説明会におきましてもこの内容
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を紹介するものでございましたので、本日は時間の都合もございますのでかいつまん

だ説明になることを御了承いただきますようお願いいたします。 

 それでは改めまして、「平成２９年度運営方針」、こちらの分厚いほうでございま

すけれども、こちらを御覧いただけますでしょうか。 

 まず、これを使ってこの運営方針の見方のほう御説明させていただきます。例えば

でございますが、こちらのほう４ページをお開きいただけますでしょうか。そこの真

ん中くらいのところに「１－１－１区民の防災意識の向上」というのがあろうかと思

います。そこの真ん中辺のところに中間振り返りというのがあろうかと思います。そ

こに業績目標の達成状況ということで、「①（ⅰ）」というふうに表記しているとこ

ろがあろうかと思います。これはその下に凡例がございますけれども、目標は達成さ

れる見込みであるということで①、取り組みも予定どおり進捗しているということで

「（ⅰ）」という評価をするということを意味するものでございます。また、その下

の欄外、戦略に対する取組の有効性につきましても「○」か「有効」というふうに評

価させていただいておるものでございます。このページ以降も同様にこの形式の記載

がずっと続くわけでございます。ただ、こちらの資料は御覧のとおりかなり分厚いも

のとなっております。この中間振り返りの評価をまとめさせていただきましたのがお

手元の「資料１ 平成２９年度運営方針中間振り返り（抜粋）」となっておるもので

ございます。「資料１」のほう御覧いただきますでしょうか。 

 こちらのほう資料に一カ所修正がございますのでよろしくお願いいたします。「経

営課題２―１学校教育の支援」、その１番のところで「小学生補修充実事業」という

ところがあろうかと思いますが、この補習の「習」という字が修学旅行の「修」にな

っておりますが、習うという字、学習の「習」の誤りでございます。申し訳ございま

せん。お手元の資料のほう修正いただきますようお願いいたします。２－１の１のと

ころ補習の「習」の字が誤植となっております。申し訳ございません。修正いただき

ますようお願いいたします。 
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 では、こちらの資料のほう使って説明のほう続けさせていただきますが、平成２９

年度淀川区の運営方針は「安全・安心に暮らせるまち」、「子育て世代が住み続けた

いと思うまち」、「住民が主体となって運営されるまち」、「区民との協働による快

適で魅力あふれるまち」、「区民のお役に立つ区役所」、この５つの課題で構成され

ております。その中に２８の具体的な取り組みを掲げております。このＡ４の裏表の

一覧表は御覧のとおり、ほとんどの事業が達成状況として①の目標達成見込み、また

取組は予定どおり進捗しているということで、（ⅰ）という評価を中間振り返りとし

て行わせていただいております。 

 ただ、唯一その中で「経営課題２ 子育て世代が住み続けたいと思うまち」の「２

－１ 学校教育の支援」の「３ 児童・生徒の体力づくり支援事業」というところで

ございますけれども、ちょっと濃いめの薄墨がついておる項目があろうかと思います。

ここだけが唯一②、現時点では目標未達成見込みの評価をしておるところでございま

す。分厚いほうの資料で言いますと１４ページの下の欄がこれに該当するものでござ

います。合わせて御覧いただければと思います。そちらの分厚いほうでしたら１４ペ

ージでございます。下のほうがなっております。分厚いほうでしたら１４ページのそ

の下のほうに本年度の状況などが示されております。そこにありますように、この取

り組みにつきましては次年度に向けて取組の再構築を検討する必要があるというふう

に考えております。ただ、あとの取り組みにつきましては、後ほどまた出てまいりま

すが、２０１８年度、平成３０年度運営方針の考え方とあわせまして、後ほど担当課

長のほうから御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 続きまして、「平成２９年運営方針改定履歴」についてご説明させていただきます。

資料の２を御覧いただけますでしょうか。よろしゅうございますか。ちょっと早口で

申し訳ございませんが、資料の２のほう、こちらのほうが平成２９年度運営方針を改

定したもの、まとめたものになっております。これらは平成２８年度最終振り返りを

行った際に適切な表現に修正したものであるとか、あるいは目標数値を上方修正した
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もの、取り組みに対して追加したり削除したりしたものというものになっております。

項目の１から２０、１ページから７ページにかけて今申し上げたものが記載されてお

ります。またニア・イズ・ベターの徹底を目的とする市政改革プラン２．０の区政編

が策定され、その内容をそれぞれのこの運営方針に反映することとなりましたことか

ら、７ページ以降の項目２１から２８を追加修正しております。修正箇所は後ろにあ

りますように２８カ所に及んでおります。本日時間がございませんので、一つずつの

説明を割愛させていただきます。 

 なお、平成２９年度運営方針におきまして修正した部分につきましては、「改定履

歴あり」というふうな表記をさせていただいております。合わせて御覧いただければ

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 以上、ちょっと早口で恐縮でございます。かいつまんだ説明になりましたこと申し

訳ございませんが、平成２９年度の運営方針の中間振り返りと改定についての私から

の説明とさせていただきます。 

 続きまして、新たな将来ビジョンの策定案につきまして私のほうから説明させてい

ただきます。現在、淀川区の将来ビジョンというのは区がめざすべき将来像やその実

現に向けた施策見解の方向性を明らかにするために平成２４年４月におおむね５年後

の淀川区の姿について策定したものでございまして、今年３月に開催いたしました区

政会議におきましても、それを一旦総括する形で、委員からの御意見を頂戴するとと

もに区役所としての見解もお示ししたところでございます。そして、今年度の平成２

９年度が現在の将来ビジョンの最終年度となることから、来年度、平成３０年度以降

の新たな将来ビジョンを策定しようとするものでございます。また、この新たな将来

ビジョンの策定に当たりましては現在の将来ビジョンに掲げた主要施策を引き継ぎな

がら、淀川区の現況や大阪市全体の施策などを踏まえて修正を加えるという予定にし

ております。まずは本日お持ちいただいております区の将来ビジョンの素案、こちら

のほうちょっとお手元に出していただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 １枚めくっていただきまして、２ページのところに区長のビジョン策定に当たって

の考え方を記しております。その１段落目のところにありますけども、名称は「淀川

区将来ビジョン２０２２、みんなの笑顔をつなげるまち」というふうにしております。

期間は来年度から２０２２年度までの５年間としておるところでございます。３つ目

のそこの段落では大阪市という組織の中で区役所が区民の皆さんの生活に密着した部

分を担っております。とりわけ、淀川区として重点を置いている「安全・安心なまち

づくり」、「教育・子育て支援の充実」、「つながるまちの実現」、「区民のための

区役所づくり」といったテーマについての将来像を達成するための計画をこのビジョ

ンで示しておるということをここに掲げさせていただいております。あと、この将来

ビジョンの構成でございますけども、３ページでは淀川区の概況について、４ページ

と５ページでこれまでの将来ビジョンの概要を記しております。６ページでは区の概

況と特性を踏まえたまちづくりの課題を「安心・安全に関する課題」、「教育・子育

てに関する課題」、「地域コミュニティに関する課題」、「区民のための区役所づく

りに関する課題」、この４つのカテゴリーに分けて整理をしております。７ページで

は「みんなの笑顔をつなげるまち」これらをキーワードとして２０２２年度末の将来

像を示そうとするビジョンの考え方を示しております。８ページ以降では２０２２年

度末までの施策展開の方向性として、先ほども申し上げました「安全・安心なまち」、

「教育・子育て支援の充実」、「つながるまちの実現」、「区民のための区役所づく

り」について現況と課題の分析や、あるいは主な施策、２０２２年度末の目標値を記

載しております。 

 なお、今般策定しようとしておる将来ビジョンでございますけれども、素案たたき

台というものを７月から８月にかけて開催いたしました区政会議、あるいは部会の場、

あるいは９月の区政会議の全体会で委員の皆様方にさまざまな意見を頂戴して、内容

を修正いたしまして現在素案というふうになっております。この素案のたたき台から

素案策定までの修正点をお手元資料、本日配りしております「資料３」のほうで区政
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会議で頂戴した主な資料、修正では「資料３」、また区政会議で頂戴した主な意見を

「資料４」にそれぞれまとめておりますので御覧いただきますようお願いいたします。

この将来ビジョンの素案でございますけども、１１月初旬にはホームページ上で公表

しておるとともに１１月２０日から１２月２２日までを受付期間といたしましてパブ

リックコメントを現在実施しているところでございます。また、本日の会議でいただ

いた御意見やパブリックコメントの意見を踏まえつつ、また年が明けてから２月から

３月にかけまして皆様方の御協力賜りますが区政会議の部会、あるいは全体会議を開

催いたしまして委員の皆様方に改めてビジョンの考え方を示し、また御意見を頂戴し

ながら年度末となる来年３月末までには将来ビジョンの案が取れた形で正しい将来ビ

ジョンとして策定する予定にしておりますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

 次の議題に進めさせていただきます。引き続き私より２０１８年度運営方針の素案

策定について説明のほうさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 お手元資料に本日お配りさせていただいてますこちらの「２０１８年度淀川区運営

方針の素案」、それと「資料６ ２０１８年度運営方針（素案）概要一覧」、こちら

のほう御覧いただけますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。議事のほう

進めさせていただきます。こちらのほうも先ほど申し上げましたＰＤＣＡサイクルを

念頭に置きながら、先ほど御説明申し上げました淀川区将来ビジョンの考え方を踏ま

えて、淀川区の２０１８年度、平成３０年度の運営方針の素案ということで作成する

ものでございます。現在、素案として説明しておる運営方針でございますけれども、

今後は素案から案に変更してまいります。本日の会議で運営方針について御意見を頂

戴いたしまして、その内容を踏まえながら運営方針の素案から案への改定に進めたい

というふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、「２０１８年度運営方針（素案）」分厚いほうでございます。こちらの

ほうの１ページ、右肩に様式１と記載されているところでございますけれど、そちら



15 

を御覧いただきますでしょうか。一番上、区の目標とございます区民との協働による

まちづくりを推進し「みんなの笑顔をつなげるまち」をめざすとしております。先ほ

ど説明いたしました将来ビジョンにおける２０２２年度のめざす区の将来像と合致し

たものとしておるところでございます。１つ飛んだ欄のところに２０１８年度区運営

の基本的な考え方という欄があろうかと思いますが、こちらのほうも「みんなの笑顔

をつなげるまち」の実現に向けて、「安全・安心なまちづくり」、「教育・子育て支

援の充実」、「つながりのあるまちの実現」、「区民のための区役所づくり」の取組

を重点的に実施するとしておりまして、先ほど申し上げました将来ビジョンに掲げて

おる２０２２年度にめざす区の将来像及び施策展開の方向性を踏まえたものというふ

うに構成しておるところでございます。 

 また、その下の欄から次のページにかけて記載しておりますけども、重点的に取り

組む主な経営課題につきましても、「安全・安心のまちづくり」、「教育・子育て支

援の充実」、「つながるまちの実現」、「区民のための区役所づくり」、これらを経

営課題１、２、３、４として定めておりまして、それぞれ経営課題ごとに主な戦略と

主な具体的取組（予算額）を記載しております。 

 主な具体的取組をかいつまんで申し上げますと、「経営課題１」ではこの「様式

１」の１ページの後方から中ほどにありますけれども、「１－１－１区民の防災意識

の向上」といたしまして、家庭での備蓄や災害時の情報収集の重要性の周知。「１－

２－１区民の防犯意識の促進」といたしまして、安まちメールの登録促進や地域防犯

活動の推進。「１－３－１地域における見守り支援体制の構築」といたしまして、地

域福祉推進ビジョンの周知と要援護者の見守りネットワークの強化事業の推進という

ふうにしておるところでございます。 

 経営課題２の主な取組の１ページの下のほうの記載になりますけども、「２－１－

５子どもの睡眠習慣改善支援事業（ヨドネル）」といたしまして、分権型教育行政の

枠組みによって区役所と小・中学校が連携し子どもの睡眠・学習改善を支援。「２－
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２－１訪問型病児保育（共済型）推進事業」といたしまして、利用登録者が会費を拠

出して保育料に充てる共済型モデル事業を実施することとしております。  

 続きまして、経営課題３では、次のページの上のほうにございますけれども、「３

－１－２地域状況に応じた細やかな支援」といたしまして、支援組織と連携して地域

活動に役立つ情報の収集、提供。「３－２－１ 様々な活動団体の連携・協働」とい

たしまして、中間支援組織と連携してテーマ型団体同士の交流会の開催や地域特性に

応じた具体的なコーディネートを実施することといたしております。 

 ２ページ目の中ほどにあります経営課題４では、「４－１－１ 多様な区民のニー

ズや情報の的確な把握」といたしまして、年２回の区民アンケートの実施であるとか、

他区・他都市の事例を参考にしながら区民ニーズの把握を図ること。「４－２－１ 

市民が必要とする情報の発信」といたしまして、広報誌「よどマガ！」や情報誌「Ｙ

ＯＤＯ―ＲＥＰＯ」を定期的に発行するとともに情報発信に関するニーズ把握を図る

こと。「４－３－１ 窓口サービスの向上」といたしまして、接遇研修の実施や接遇

マニュアルに沿ったセルフチェックの指導を行うこと。「４－４－１ 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」といたしまして、業務改善や効率化に

つながる職員提案を募る「淀川区ダイエット作戦」と我々称し呼んでおりますけれど

も、こちらのほうを実施いたしまして職場全体で改善を意識する風土を醸成するとい

うふうにしております。 

 また、昨年度、平成２８年度に策定されました市政改革プラン２．０、今年度には

そこに区政編というものも追加して策定されましたけれども、この市政改革プランに

基づく取り組みも運営方針に盛り込むこととなっております。その主な取り組みとい

たしまして、２ページの下のほうに「改革を推進する職員づくり」、「地域に根差し

た活動の活性化（地縁型団体）」、「『ニア・イズ・ベター』に基づく分権型教育行

政の効果的な推進」、この３つを提示しております。今申し上げました経営課題に関

する現状や課題、めざす成果や戦略、具体的な取組をめくっていただきまして４ペー
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ジから３３ページにかけて「様式２」と呼ばれる部分に、また市政改革プラン２．０

に基づく取り組みにつきましては３４ページから４３ページにかけて「様式３」と言

われる部分にそれぞれ詳しく記載しておりますが、御覧のとおり非常に分厚い資料に

なっております。この「様式２」の内容につきましては先ほどちょっと見ていただき

ました「資料６ ２０１８（平成３０）年度運営方針（素案）概要一覧」、Ａ４縦書

きの資料が１枚ございますけれども、こちらのほうに具体的取組とその概要、取組部

分の予算額を簡潔にまとめておりますので、こちらも合わせてごらんいただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 本日は時間の都合上一つ一つ取り上げての説明は行いませんのでよろしくお願いい

たしますが、なお、先ほど申し上げました学校教育支援に係る事業につきましては再

構築する部分がございますので、後ほど担当から改めて御説明のほう申し上げます。 

 なお、２０１８年度の運営方針の策定につきましては、これまでの区政会議で頂戴

した御意見で検討事項になっていた件につきましても、この対応方針として整理した

上で運営方針を策定しております。お手元資料Ａ３横長の「資料５ 区政会議におけ

る２０１８年度（平成３０年度）運営方針に関する意見の対応方針」、こちらのほう

御覧いただきますようお願いいたします。資料の見方でございますが、左から順に御

意見をいただいた日付、会議と委員名、御意見の内容、これに対する区の対応方針、

あと担当課、対応の分類、予算への反映状況を記載しております。対応の分類につき

ましては、資料の右上に凡例を記載しておりますが、①が平成２９年度に対応もしく

は現時点で対応済み。②が平成３０年度の運営方針に反映もしくは平成３０年度で対

応。③が平成３０年度での対応できないが今後引き続き検討を行う。④が対応困難ま

たは対応不可。⑤がその他となっております。また３ページ以降となりますが、区政

会議の説明会等でいただいた事前質問や御意見についても反映させていただいており

ますほか、所管該当の事情から直接区役所で対応することが難しいものにつきまして

も、別途６ページで評価させていただいております。なお、本日何度も申し上げます
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が、時間の都合上、一つ一つをこの場で評価させていただくことは割愛させていただ

きますが、またご一読いただきまして御意見等あれば伺っていければと思っておりま

す。なお、大阪市全体の方針として、区政会議の意見として区として対応方針を示し

ていく内容のものにつきましては今後このような形で区政会議で紹介していくことと

なりますので、本日の回答を含めて一部の御意見につきましてはこの形で記録に残さ

せていただくことになります。何とぞ御理解賜りますようお願いいたします。 

 以上で、一旦私からの説明は終わらせていただきます。 

○中園総務課長 

 総務課長の中園でございます。皆さん、いつもお世話になっております。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、私からは２０１８年度淀川区関連予算の概要につきまして御説明させて

いただきます。まず、資料６と資料７を御覧いただけますでしょうか。「資料６」の

ほうに予算算定額という欄がございまして、それぞれの事業に対します２０１８年度

予算額が記載されております。この予算額につきましては、先ほどございました２０

１８年度淀川区運営方針、こちらのほうにも各計画と申しますか、具体的取組という

ところの欄がございます。そこの上に、小さな字で２０１６年決算額、２０１７年予

算額、２０１８年予算算定額というような形で、それぞれの事業に対して予算額が組

み込まれておるところでございます。ただ、それを一つ一つということになりますと

非常に時間を頂戴することになりますので、今回私のほうからは「資料７」のほうを

使いまして、予算総額についての概要というところの説明にとどめさせていただきた

いと思うところでございます。よろしくお願いいたします。 

 あらかじめ申し上げますけれども、資料に記載しております各事業及びその予算額

につきましては、現在、財政当局に要求しておる段階のものでございます。今後の調

整に伴いまして変更や修正が行われることとなりますので、その点お汲み置きいただ

きたいと思うところでございます。 
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 それでは、「資料７」に従いまして淀川区の２０１８年度予算の概要について御説

明させていただきます。「資料７」のほうよろしくお願いいたします。この「資料

７」の表、表中３段書きの表がございます。この真ん中の欄に区長自由経費とござい

ます。こちらは区長が裁量権を持って区役所で実施する事務事業の予算、経費の総額

ということになってございます。こちら２０１８年度は３億７，８６５万２，０００

円となってございまして、これは昨年に比べまして１，３６８万円の減ということを

見込んでございます。次に表の３段目を御覧ください。区ＣＭ自由経費となってござ

います。こちらは区、ＣＭというのはシティマネジャーの略でございます。区シティ

マネジャー自由経費と申しまして、予算要求からその執行に至るまでを担当局のほう

が実施するものでございますけれども、区長がシティマネジャーという立場において

指揮監督権を持って担当局に指示を行い、そして実施するという事業経費の総額を記

入させていただいておるところでございます。こちら２０１８年度は９億８，５３４

万６，０００円となってございまして、これは昨年に比べ４，７２５万６，０００円

の増を見込んでおるところでございます。それでは、この３段組みの表の一番上に戻

っていただきまして、区長自由経費と区ＣＭ自由経費を合わせました淀川区関連予算

額ですけれども、この合計が１３億６，３９９万８，０００円となっておるところで

ございます。これが私どもが要求しております淀川区役所の２０１８年度の予算額と

いうところでございます。 

 続きまして、同じ「資料７」ですけれども、こちらの下段の括弧書きですけれども、

こちらのほうが主な増減項目となっておるところでございます。事業自体は２０１７

年度よりその前からも含めてなんですけれども、継続している事業がございます。そ

れを一定評価なり効果があるという見込みを立てておりますところから、事業は基本

的に継続してまいる所存でございます。ただ区長自由経費につきましては、本市の厳

しい財政事情から全ての事業に対して前年から３％を基本に予算の削減を行ってござ

います。こちらはシーリングというもので、淀川区役所のみならずオール大阪に対し
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て３％の削減目標というところでかけられているものでございます。この削減見込み

額が１，１７６万９，０００円となるところでございます。この削減に関しましては

調達単価の見直しだとか事務経費の見直し、そういうところを含めまして、できる限

り事業に影響が出ないように取り組んで、心がけているところでございます。  

 一方、一部事業につきましては見直しや関係局への業務移管というものを行いつつ、

新たな事業も展開するという必要もございますところから、記載しております防災関

連予算とか教育関連予算、こちらについて増減が行われてございます。こちらは主な

ものについてのみ記載させていただいておるというところでございますので御覧いた

だきますようお願いいたします。 

 区ＣＭ自由経費ですけれども、こちらのほうは子どもや障がい者への支援に対する

指導者の増員、それとか子どもの居場所にかかる人件費の増額、大阪市のほうといた

しまして市全体で取り組んでおります子どもの貧困、そういうところにも目を向けた

予算でございますけれども、そういうところが増要素となってございます。それが４，

０００万円ほど増えておるという状況でございます。財政状況厳しい中ではございま

すけれども、こうしたやりくりを行いますところで区将来ビジョン、これらの実現に

向けまして効率的・効果的な予算となるように工夫を行っておるところでございます。

非常に簡単ではございましたけれども、２０１８年度の淀川区関連予算の概要につき

まして御説明さし上げました。以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○榊原教育支援担当課長 

 引き続きまして、先ほど運営方針に関しまして説明させていただいた中で再構築す

る部分について、私、いつもお世話になっております教育支援担当課長榊原でござい

ますが、私のほうから若干説明させていただきたいと思います。資料につきましては

「資料８ ２０１８（平成３０）年度再構築する取組」ということで、「児童生徒の

体力づくり支援事業」の資料、Ａ４縦書きの１枚物で説明させていただきたいと思い

ます。 
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 今年度、平成２９年度につきましては、運動関係といたしまして１つはゲーム感覚

の運動の実施ということで、民間事業者と連携した形でタップ体操と呼んでおるんで

すけども、走る運動の前の準備運動とか体操する前の準備運動とか、どんな運動をす

るかによって事前の適切な体操、準備体操というものを民間と小学校の先生に協力い

ただいてつくり上げたものがございまして、それを試験的にモデル実施ということで

始めてまいっております。それを平成３０年度につきましては引き続き拡大しつつ、

実施していきたいというふうに思っております。これはそのまま継続してやるという

ところでございます。 

 それと、もう一つは「各種スポーツ出前講座」ということで、各学校に出向きまし

て専門家が実際に児童生徒を教えたり、また先生方にも教え方のコツというところで

しょうか、を実際こちらのほうから出向いて講座をするという事業でございます。こ

れにつきましては従来はなかなか区役所として各学校のほうに入って授業の中に入っ

て事業を実施するというのが難しかったんですけれども、今の分権型教育行政という

ことで区役所が積極的に教育にもかかわりなさいというようなこともありますし、教

育委員会から予算も区役所のほうに来ているというところもありまして、非常に区役

所として各学校での事業展開というのがやりやすくなりましたので、ここをより一層

引き続き平成３０年度も拡大していきたいというふうに考えているところでございま

す。 

 平成２９年度最後のところですけれども、「プール無料開放」というところでござ

います。これにつきましては先ほど運営方針の中で説明があったところでございます

けれども、これにつきまして、運営方針に挙がっております具体的取組の中につきま

しては、目標設定がございまして、その目標設定をもとに撤退基準というのも設えて

いるところでございます。これ以上目標からかけ離れた形になってきたとしましたら、

具体的事業をもう一度考え直す、最終的には撤退、やめることも含めて考え直しなさ

いという取り決めになっているところでございます。従来行政は事業を１回始めると
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なかなかやめられないというところがあったんですけれど、そこでスクラップアンド

ビルド、再構築するという仕組みになっているところでございますけれども、この

「プール無料開放」につきましては、そこの撤退基準というところにひっかかってお

りまして、当初の目標、淀川区の児童生徒の数の１０％を切っていくということにな

ってきますと、これを事業として再構築しなさいというルールの中に入ってきてしま

いまして、平成２８年度は９％というところになってきておりまして、今年度も非常

に厳しい状況になってきております。こういうところもありまして、「各種スポーツ

出前講座」というものが今児童数のほぼ半数の生徒に貢献できるような事業に育って

きておりますので、この「プール無料開放事業」については事務局としては一旦再構

築する位置づけという考え方を持っているところでございます。 

 それと、代わりということではないんですけども、学力のほうの取り組みにはなっ

てくるんですけれども、平成３０年度の新規取組として下のほうに書いております

「淀川区学力向上支援事業」ということで「淀川漢字名人育成計画」と名を打ちまし

て、区内の中学校に通う中学生の１学年に対して漢字検定の受験料を負担して学校側

はそれをてこにして、主には国語の学力向上に資する立案ということでやっていきた

いということで新規事業を考えているところでございます。これにつきましては区役

所のほうで勝手に考えたということではなくて、中学校の校長会のほうからぜひとも

これをやってほしいと。ほかの区から来られた校長先生から、これ非常にいい取り組

みなのでぜひとも取り組んでいただきたい。漢字をやることで国語力のアップになる

し、国語力のアップになると例えば英語であるとか数学であっても文章題とかそうい

うところによい影響を与えることになるということになって、そういう説明もござい

まして根拠も出していただきましたので、そういった取り組みのほうに今度は注力し

ていきたいと思います。体力につきましては、その部分は減っていくことになるんで

すけれども「各種スポーツ出前講座」のほうで非常に好評いただいておりますので、

出前講座について引き続き拡大をめざして頑張っていきたいというふうに思ってきて
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おります。 

 以上で一旦事務局のほうから説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○福岡議長 

 どうもありがとうございました。以上の事務局の説明につきまして委員の皆様方か

ら御意見をいただきたいと思います。御意見のある方どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 資料が非常に多いものですから予習しとかないとなかなか意見というのも難しいで

すね。そこを何とか絞り出していただきたいと思います。どうぞ。  

○米山委員 

 体力向上の件なんですけれども、以前テレビで見たことがあるんですが、近ごろの

児童たちはスキップもできない、ケンケンパーも余りできないと。あれは体幹を鍛え

るのに非常に重要らしいんですよね、ケンケンするだけでも足が随分速くなるという

ことを言ってましたんで、金の要らない運動ですのでぜひ勧めていただきたいなと思

っております。 

○福岡議長 

 これも検討お願いしたいと思いますけれども。 

○榊原教育支援担当課長 

 わかりました。「各種スポーツ出前講座」では委員がおっしゃったように体幹を意

識するような運動というのも取り入れています。よく見られる縄ばしごみたいなとこ

ろをケンケンで行ったりとか、そういった取り組みで体幹を意識して自分の体の動き

を確認してもらうようなこともやっていただいてまして、それはそれでビフォーアフ

ターでかなり足が速くなるということもありますので、そういうのを一層進めていき

たいと思います。ありがとうございます。 

○福岡議長 
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 どうもありがとうございました。ほかに意見ございますでしょうか。 

 板谷さんお願いします。どうぞ。 

○板谷委員 

 板谷ですけども、２９年度まであった「ＬＧＢＴ支援事業」、その関連ですけど、

別の委員会の中でも話があったかと思うんですけど、３０年度は大阪市の取り組みと

してなされるということでその言葉はなくなりましたと。それは言葉としてはないけ

ども、３－２の、大きくは３ですね、「多様な協働の推進」、その中に施策としては

入っていますと、そういうことだったんですかね。それでよかったんですかね。 

 「様式１」のところでは「主な戦略」のところの書き方としては、「さまざまな活

動団体の連携、協働に向けた交流・コーディネートの場づくりを実施する。」という

言葉で整理されておりますけど。 

○新井市民協働課長 

 将来ビジョンの一番最終ページで「本市資料のデザインについて」というところで

少し注釈があるんですけれど、淀川区はこれまでもＬＧＢＴ支援で先進的な取り組み

を行っておりました。そして今でも日本全国からの視察も来ておりますし、今講座の

依頼も来ております。もちろんＬＧＢＴの支援も大事にはしていくんですけれど、そ

こに限定するわけではなく、大阪市のほうに軸足を移しまして大阪市全体で全局挙げ

て「ＬＧＢＴ支援事業」に取り組むという方向性になっております。そして、あらゆ

る区民の多様性を受け入れるまちをめざすということで、ＬＧＢＴも包括してそれ以

外の皆様あらゆる区民の方の多様性を受け入れるということにしております。 

○板谷委員 

 それは表紙のデザインの意味を説明している話であって、私が質問した「３－２」

の言葉に入っているということなんですかということを聞いているんです。 

２９年度までは区としてその事業を立ち上げてたわけですけれども、個別の「３

－２」の中に、この施策の中にお金的には従来の立ち上げていた事業も含まれている
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という考え方なんですか。区としては継続して事業されるということですか。  

○新井市民協働課長 

 そうです。 

○山本淀川区長  

 ＬＧＢＴというものについては淀川区において全国で初めて支援をするということ

で、非常に先進的な取り組みをやっておりました。ただ、そのことに対する意義は非

常に高いと思うんですけれども、本来ＬＧＢＴというのは淀川区だけで取り組むべき

ものではなくて、大阪市全体で取り組むべきものだということで、私が来てからも市

民局のほうのダイバーシティ推進室とかそういうところにも働きかけまして、方針的

に、例えばコミュニティスペース、要するにＬＧＢＴの方が気軽に集まって悩みを相

談できるようなカフェ的なものを淀川区では取り組んでいたんですけれども、それを

例えば港区であるとかいろんなところでやっているとかでＬＧＢＴの方の生活実態調

査という国レベルの調査も最初は淀川区に対して協力依頼があったんですけれど、こ

れは大阪市全体で取り組むべきじゃないかということで大阪市のほうにやっていただ

いたりとか、電話相談等については淀川区が先駆的にやってきたんですけれども、大

阪市全体で取り組もうということで市長のほうからそういう方針が出てましたんで、

これについては市民局のほうに取り組んでいただくとかいうことで全く同じではない

んです。事業の中で今までやってきた分で継続すべき分は継続するんですけれど、こ

れは大阪市全体で取り組んでもらった方がいいんじゃないかというものについては

徐々に大阪市のほうに取り込んでもらうということで、予算の規模とか事業規模とか

につきましては若干減っております。全く同じではないですけれども、手のひら返し

たように淀川区としてＬＧＢＴ自体一切何もしないということではなく、先進的な立

場を保ちつつ大阪市で取り組むべきところというそういうことを考えていきたいとい

うふうに考えております。 

○板谷委員 
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 わかりました。ありがとうございました。 

○辻市民協働課長代理 

先ほど課長のほうから、運営方針の「３－２」に入ってる、区として事業を継続

していくということをお答えさせていただいたんですけど、ＬＧＢＴ支援事業は来年

度も継続していきますが、この運営方針の中に予算は入ってないということでござい

ます。運営方針には入っておりませんが、事業予算としては別途要求させていただい

ております。 

○板谷委員 

 予算としては。 

○中園総務課長 

 実質、今要求しております予算額について若干御説明させていただきます。前年が

「ＬＧＢＴ支援事業」に対しましての予算額が３７６万２，０００円という予算でご

ざいました。前年というか２９年度、今年度です。３０年度今要求しております額が

２３５万６，０００円というところで、マイナス額が１４０万円ほど減額で予算要求

をしてございます。このマイナス部分というのが先ほど区長も申しておりました電話

相談、淀川だけで受けるんじゃなくてオール大阪で受けていくのが筋じゃないかとい

うところで、その電話相談を大阪市に移したというところの減額部分です。したがい

まして、先ほどからお話がありましたようにＬＧＢＴから淀川区手引いたんじゃない

の。予算がなくなったんじゃないのというところにつきましては、そういうことはご

ざいませず、適宜必要な分は要求して確保してまいる所存でございます。  

○久本委員 

 今の説明をお聞きしましたところで、先ほど予算で説明のあった「資料７」で見ま

した２０１８年と２０１７年の淀川区関連予算額の差、２０１８年は３，３００万円

ほど多いですね。それが、「資料６」で見たときの運営方針の概要の一覧で出てる予

算額というのを、ざっといただいた素案の資料の中で見たら２０１７年に比べてほと
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んど減ってるんですよ。この中でプラスになってる項目が２、３しかない。その上で

何で今年度３，３５０万円、これプラスになってるのか。ここの運営方針に関わるも

の以外にプラスになってる項目があるのか。 

この中に書いてるこの数字と、この数字を見比べたらほとんど減になってる。こ

の中で例えば「学校教育支援」の４番「淀川区学力向上支援事業」とか８番「生活困

窮家庭の子どもへの学習支援事業」は確かに素案の中の数字見てもプラスにはなって

るやけど、ほとんどが減。ここに出てる数字。これにおいてトータル額が３，３００

万プラスになってるのは何かあるの。 

○中園総務課長 

 そこら辺のところで増えているのが、区のＣＭ自由経費というところが増えており

ます。それから区長自由経費というところは３％のシーリングという減額しなさいと

いう制約をかけられておりますので、それぞれの事業を少しずつ少しずつ見直して削

っていってこの１，２００万円を何とか生み出したと。減額部分を生み出したという

ことです。 

○久本委員 

 それはわかるんですけど、ただ言ってる淀川区運営方針の中に書いてる予算案が全

てじゃないと思うんですけど、ただ、この全体の１３億６，３９９万円という数字が、

結局去年度から３，３５０万円増えとるでしょう。この増えてるのが、結局ここに書

いてる運営方針以外の予算で出るの、トータルで。要はこれだけ見てもそんな数字に

はならへんでしょう。だから、全体という意味で運営方針全て２７年度より減になっ

てますやん、数字は。この項目全部見ていっても、予算の中からいったら、決算額は

知りませんがね。だから予算を減にしてるから、それ以外のところで要はトータル額

の１３億６，３９９万の予算立てしてはるの。 

○山本淀川区長  

 この項目の中でちょっと詳細に見ていくと、全部が減ってるわけではなくて項目ご
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とに出てるところもあるんですけども、今おっしゃっているようにトータルで３，３

５７万も増えてるのに、何でそれぞれの事業について運営方針に出てる分については

ほとんどがマイナスなんだという御質問だと思うんです。この「資料７」の括弧書き

の部分をちょっと見ていただきたいんですけれども、区のＣＭ自由経費と書いてある

ので、区ＣＭ自由経費というと、区長がシティマネジャーということで局に対して自

由に指示して使える予算のように見られがちなんですけども、これは実は予算的には

ほぼ局のほうで事業を行うということで出してくるというような部分でございます。

ここで見ていただいたら、区のＣＭ自由経費ということで「児童いきいき放課後事

業」の拡充、子ども青少年局というところで、これ非常に２，２６９万円ということ

で金額が上がってて、それで非常に淀川区全体の関連予算が増えているような感じに

なってるんですけども、これは子ども青少年局のほうで大阪市全体でやっている「児

童いきいき放課後事業」で、この事業に携わっていただいている方に対する報酬が最

低賃金もままならないような金額だということが問題になりまして、それの単価を上

げようということで全体的にプラスになっている。それで局として全体的にプラスに

なった金額を淀川区分としたら何ぼくらいプラスになっているというような割り振り

になっているんで、２，２６９万円ということになっているんですけど、これはちょ

っと私どものほうで実際に新な事業でプラスしていくという、運営方針で淀川区とし

てこうするぞというのでプラスになった部分ではない。ちょっとその辺で全体的なプ

ラス額と淀川区の方針としてのそういうプラス額とちょっと齟齬が生じてる部分があ

るというふうに御理解いただけないかなと。 

○中園総務課長 

 運営方針のほうに示されております金額と申しますのが区長自由経費こちらのほう

の経費でございまして、こちらが先ほどから申し上げておりますように３％、少しず

つ少しずつ削って、それで減額した部分に見えるとは思います。前年と比べると。た

だ、それと区ＣＭ自由経費というのが運営方針の中にどんと乗ってきて、区役所のお
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金という形になってるんじゃないという違いがございます。ですから、「資料６」の

中で表してるのは区長自由経費の３億７，０００万の世界を表しておるところでござ

います。 

○福岡議長 

 よろしゅうございますか。 

 何が増えてるかというのがちょっと明確にはわかりにくい。 

○久本委員 

 ちょっとこの資料ではわからへんわね。一覧で書いてるけど、これが２０１７年と

の比較の表になっていればわかったかもしれない。 

○福岡議長 

 一覧が足らないんですよね。もっと増やせば。増えてるもんもあるから。 

○中園総務課長 

 こういう資料がございますけど、ちょっとまだ個別過ぎるんでお出ししてないんで

す。 

○久本委員 

 それはいいねん。大きくこの数字がまとまってるんやから、それやったら去年度と

比較してくれたらわかるんやけど。 

○福岡議長 

 結局、運営方針のところのものの経費だけをここに載せてるので、全てじゃないい

うことですよね。 

 そのほか御意見ございますでしょうか。増田委員よろしくお願いいたします。 

○増田委員 

 増田です。よろしくお願いします。伺いたいんですけれども、淀川区将来ビジョン

の３ページに当たる区の概況のところでかなり転入転出が多いというところが書かれ

ていると思うんです。それでこれについて２点質問したいんですけれども、未就学の
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０才から５才の方の転出転入がとても多くて、それについての子育て支援の取り組み

っていうのが多分病児保育とかっていうところ一応達成されている今の状況で達成さ

れているということにもかかわらず、これだけ転出していくということについては要

因分析をされているんでしょうかということが１点と。それから、今度はそれに伴っ

て運営方針の中のつながりのあるまちづくりっていうところで、なかなか地域の活動

に参加している人が少ないっていうところのアプローチを強化していくっていうとこ

ろを、転入されてくる人たちのところに何か１枚物みたいなもので、地域ではこんな

活動をしているんですというようなチラシみたいなものを作られる計画があればいい

なというふうに思ったので、もしなければぜひそういった取り組みをしていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○川谷保健・子育て担当課長 

 御意見ありがとうございます。子育て支援担当の川谷と申します。まず、未就学児

の転出理由、転出が多いもののその要因分析ができてるかというところは、要因分析

まではまだ行えていません。ここにつきましては委員がおっしゃっているように病児

保育などの取組みをやっている中ですけども、その上でまた例えばアンケートである

とかそういうところで皆様の声を把握しながら取り組んでいけたらなと考えています。  

○新井市民協働課長 

 市民協働課の新井です。先ほど増田委員からありました転入者の方に何か地域の活

動をお知らせするようなチラシというのは数年前から作っておりまして、もしそのよ

うなチラシの要望がありましたら、市民協働課のほうにお声をおかけいただけました

ら、その地域の方のオーダーに応じて防災訓練、防犯活動、あるいはこの盆踊り大会

とかを地域活動協議会でやっているとか、町会単位でやってますということで、これ

までも西中島地域であるとか加島地域さんであるとか要望があった地域さんに関しま

してはオリジナルの分を作ったりしておりますのでまたお声かけいただけましたらお

渡ししたいと思います。 



31 

○増田委員 

 新井課長ありがとうございます。そうですね、地域の中でそういう年行事みたいな

ものを書いたチラシ作って、それで新しいところに持っていっていただいたりとかす

るようなことを地域のほうにもおろしていきたいと思いますので、ありがとうござい

ますそうさせていただきたいと思います。 

 あと、未就学の件はなかなか引っ越す方に何で引っ越すんですかということは聞き

づらいと思うんです。だから、そういうアンケートはなかなか取りにくいかもしれな

いんですけれども、何かキャッチができたらなというふうに思います。どうもありが

とうございます。 

○山本淀川区長  

 本当に貴重な御意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、ほんとに出て行か

れる方に何で出ていくんですかという、なかなか追跡の調査ができないんですけれど、

逆に言うと、未就学の方が出るということは、御夫婦で来られて子どもができるとい

うときに出はるということで、じゃあ淀川区が子育てがしやすいように病児保育やっ

たりいろいろ教育面でヨドジュクとかそういう取り組みをやってるよということが浸

透していけば、淀川区でも十分子育て、教育いけるんじゃないかということで、それ

がおさまるんじゃないかなというふうに思っているんですが、なかなかその辺がまだ

浸透できてないというのも１つの理由かなというふうに思っておりますし、また入っ

てこられた方に対して地域とかいろいろなところにつきましては、新たにマンション

が建つ時には建つ前の段階から管理会社のほうにいろいろアプローチをされて町会等

つながりがというか、入っていただけるように取り組んでいただいている例も聞いて

おりますので、そういった取り組みについて区役所のほうも一緒になって取り組んで

いきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○福岡議長 

 どうもありがとうございました。増田さんと同じ質問を前もって私もしておりまし
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て、意見対応のところに書いていただいておりますけれども、子どもを抱えた親御さ

んがなぜ転出するのか、それが本当に知りたいなと。なかなか難しい問題ですけど知

りたいなと思います。 

○米山委員 

 待機児童数はどうですか。待機児童数は多いほうですか。幼稚園・保育園の待機児

童の数は増えたか減ったか傾向はつかめていますでしょうか。 

○川谷保健・子育て担当課長 

 御意見ありがとうございます。淀川区は待機児童は多い区になっておりまして、今

お手元にお配りできる資料はございませんけれども、考え方として本当にどこにも入

れない児童というのを待機児童と言ってまして、あと兄弟関係があるとか、御自宅か

らの距離で近いところに、本当はここに行きたいけども入れないんだということで入

所保留となっている御家庭もあります。その入所保留で言いますと、今年度の４月、

淀川区は２４区で一番多いという区になっているというのが現状でございます。 

○渋谷副区長 

 副区長の渋谷です。待機児童の施策の関係でございますけれども、実は運営方針の

中にも待機児童対策というのが何か掲げられているかというとそうではございません。

保育所の整備につきましては、子ども青少年局の補助金の積算等にかかわり、その補

助金があって民間事業者が整備を進めていくという流れになっております。淀川区で

できますことは、側面支援といいますか、その民間の事業者に声掛けをするなり、そ

の場所を見つけてきてそういうところで募集できると働きかけるでありますとか、そ

ういうような支援になっております。その関係上、今米山委員のほうからありました

件、施策につきましては運営方針には掲げておりませんが、いろいろな手助けなどは

区役所のほうでも積極的に行っております。以上、御報告させていただきます。 

○福岡議長 

 どうもありがとうございます。あと時間が大分きております。あと１つ、２つ質問
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を受けれると思います。どなたかございませんでしょうか。 

 一丸委員どうぞよろしくお願いいたします。 

○一丸委員 

 先ほどお話がありました地域とのつながりの件なんですけど、また地元のつながり

をさらに深めるということで声かけ運動とかいろいろ計画にのってあるんですけれど

も、以前小学校に入学する児童に地区にはこういう方がおられますということで、公

の機関からこういう人数ですよと名前も挙がってきてそれが個人情報で開示できない

というような話になってきてね。だから見守り隊のほうからこの辺に住んでる人やと

いうことの情報を得て、日数が経てば、あの子やな、Ａさんの子どもやなということ

がわかってきて、そういう個人情報の件もあるかもわかりませんけども、公の方から

以前は情報を入れてもらってたんですけども、それがないので、ますます地域のつな

がりが難しくなってくる一面もあると思います。ですから新入生が何人で大体どの辺

に住んではるという、そういう大まかなことだけでも知れるような情報を出してもら

えるような機関があればなと思いますけれども。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当榊原です。委員御指摘のように今ちょっと個人情報の取り扱いという

のは非常に難しくなってきております。１つは条例ができたり法律ができたりという

側面もあります。もう一点は、今の若い子育て世帯の方がどちらかというと自分の個

人情報を守りたいという意向を持っておられて、学校のほうでもなかなか保護者の方

の個人情報についての意識の高いところで、ちょっと従来の取り扱いとはなかなか同

じようにできないという悩みどころがあるのは本当のところです。  

 しかしながら、委員御指摘のとおり、やはり場合によっては子どもの安全・安心に

かかわることが出てきましたら、その辺のところはそちらのほうが優先してくる場面

も出てくるかと思いますので、その辺は学校と区役所は連携を取りながら場合によっ

ては地域の方々にも御協力いただく場面もあろうかと思いますけども、本人承諾とい
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うのがありましたらすぐにお出しできるところがあるんですが、なかなかそこが取れ

ないのが実態というところでございます。できる範囲でやっていきたいと思いますの

で、またよろしくお願いします。 

○一丸委員 

 以前は生徒さん児童さんの人数もわかってたんで、地区から入学のお祝い金という

ことで入れさせてもらってたんですけど、そういうこともあって祝い金も廃止になり

ましたし、直接子どもさんの顔をそのとき見れたんですけれども見る機会もなくなり

ましたね、何かつながりが余りなくなっていくような気がしております。  

○福岡議長 

 ありがとうございます。もうあと１件、１つ意見で区切りたいと思います。何かご

ざいますでしょうか。 

 福島委員どうぞよろしくお願いいたします。 

○福島委員 

 以前に小学校の補習事業を実施しているところが１０校ぐらいだということだった

と思うんですけれども、それはなぜ全校できないんですかということで、予算見てた

ら予算の組み方も変わってて少し減ってるんですけれども、先ほど言われたみたいに

地域の方が確保できないというのが多分理由だったと思うんです。例えばうちは西三

国なんですけども、西三国だけで探すから難しいんじゃないかなと思うんですけど、

淀川区全体で考えていただいて、そうやって先ほどの話じゃないですけど、出ていき

たい、子どもの顔を見たいとおっしゃる方もいらっしゃる方もいらっしゃると思うん

です。勉強教えられなくてもそこの場所にいて見守りをするっていう方は多分たくさ

んいらっしゃると思うんですけれども、そういうところの情報が発信されてなくて確

保できないんじゃないかと思うので、学校だけに任せているとなかなか手も挙がらな

いでしょうし、例えば毎週何曜日に来てくれみたいなことになると無理な方もいらっ

しゃるので、もっとこう地域を超えてじゃないですけども、隣の地域だったら行ける
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んじゃないかなとか、住んでるのは西三国やけれども東三国だったり新高ぐらいまで

なら行けるかなみたいなところは検討してもらってもいいのかなと思うんで、そうい

うのを区のほうから発信してもらうなり、情報をもらえたらなと思うんですけれども、

お願いします。 

○榊原教育支援担当課長 

 ありがとうございます。実は区役所のホームページとかよどマガで小さい記事なん

ですけども学校ボランティア募集ということでその記事は載せておりまして、従来は

その情報を区役所のほうで取りまとめてマッチングシートみたいな形で学校とやり取

りをしてたんですけども、なかなか学校のほうがどちらかというと学校と本人とのマ

ッチングが難しいということがありましたので、マッチングシートというのをやめて

募集は区のほうでしますけども、連絡は直接学校とやってくださいというようなやり

方に変えてます。 

 区役所として、募集をするような窓口というのは作ってやっているところです。ち

ょっとそこをどう実際成果的には上がってないのでどうしていったらいいのかという

のは委員御指摘をいただいてちょっと考えていきたいなというふうに思っております。  

 この質問、岡鼻委員からもいただいているところでございまして、その中で１０校

しかできていない理由として学校のほうに聞いておりますのは、教育委員会で同じよ

うな事業がありまして、そっちを利用しているという学校もございました。また両方

利用してなくても学校のほうで、先生のほうで放課後補習を習熟度別で取り組んでい

るというところもございまして、あと休み時間を使ってすき間ドリルというものをや

ってそれを先生が見ていくというような取り組みもしています。この前のヨドネル大

規模調査で学校ごとにフィードバックもしているんですけども、その中でやはり家庭

での学習というのが少ないというのが出てきてますので、保護者向けに家庭学習の手

引きというのを作って学校で保護者向けに配布してどんなふうに家庭で勉強を見ても

らったらいいのかとか、そういうことも取り組んでいるというふうに聞いております。  
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 ということで、やってない学校も何も手をこまねいているわけではなくて、実際や

っているというのをぜひ区政会議のほうで言っていただきたいということで校長会か

らもありましたので、ちょっとその点御紹介もさせていただきます。委員御指摘の募

集について再構築を考えていきたいと思います。 

○福岡議長 

 ありがとうございました。まだまだ御意見が続くように思いますけども、このあた

りでこの案件につきましては終えたいと思います。 

 まだあると思います。それはまたペーパーのほうで御意見を送っていただくという

ことにしていただいたらどうかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 続きまして、議題の（４）のところにいきたいと思います。「もと区役所跡地につ

いて」について事務局より御説明お願いいたします。 

○西政策企画課長 

 どうも改めまして政策企画課長の西でございます。もと淀川区役所の検討状況につ

きまして私のほうから説明させていただきます。お手元の「資料９」を御覧いただけ

ますでしょうか。横長になっているものでございます。 

 まず、この区役所跡地の経過を簡単に報告、説明させていただきます。今ある庁舎

から見ますと南西側、十三駅の南部側にあります、もと淀川区役所でございますが、

平成２１年３月に区役所としての機能も停止、供用廃止いたしまして、今皆さんいら

してますこの庁舎のほうに機能を移転しておるところでございます。その区役所の跡

地についてでございますけども、区役所の跡地は原則売却ということになってござい

まして、この新しい区役所庁舎の建築費用に充当する、そのために旧の区役所の跡地

を売却して大阪市の収入とするというのが当初の大阪市の方針となっておるところで

ございます。ただ、区役所跡地、大阪市の財産でありますが、一方で区民の方々の財

産でもございます。我々淀川区役所といたしまして、区民の皆様方から頂戴しました

意見、区民アンケートであるとか、結果なども踏まえまして区役所跡地に図書館を整



37 

備したいというふうな考えに至ったものでございまして、大阪市役所内部の関係部署

と区役所跡地部分に図書館を整備したいということで、その調整にあたってまいって

るところでございます。ただ、もともと原則、旧区役所跡地、売却とともに新庁舎の

財源に充てるということになっておりますので、なかなか図書館として整備するよう

な財源確保等々についていろいろ調整が難航しておるところでございますが、今、大

阪市の内部の調整として進んだところといたしまして、来年度、平成３０年度には何

とかここを事業者決定して売却につなげたい。その売却の条件としては少なくとも図

書館の整備というのは我々確保したいというふうに考えておるところでございまして、

改めまして区役所跡地に図書館を整備する等々の要件のもとにどんなことができるの

かということを民間事業者の方々に意見を聞かせていただくというマーケット・サウ

ンディングというのを実施しておるということで、お手元の資料がその概要を記して

おるものでございます。既にこちらのほう先月にホームページ等で公表させていただ

いておるものでございまして、事業者等々からの問い合わせ、あるいは説明会の参加

もいただいてるところでございます。 

 今後のスケジュールということになってございますが、最後のページ８ページのと

ころにあります来年２月の初旬には対象事業者との対話、ヒアリングを実施してまい

りたいというふうに考えておりまして、この区役所の活用に関する御提案を受けてま

いりたいというふうに考えております。淀川区役所といたしましては事業者からの提

案を受けまして、区役所跡地の具体的な活用方法を考えていきたいと。また事業者か

らの提案をもとに来年に向けての公募条件を整理して、大阪市として正式にこの区役

所跡地活用方針について定めてまいりたいというふうに考えております。来年度には

事業者を決定してまいると、その事前準備としての現在マーケット・サウンディング

を実施しておるというところでございます。今そのマーケット・サウンディングのほ

う先月スタートいたしまして進行中ということでございますので、年度明ければマー

ケット・サウンディングの結果を踏まえまして公募条件等々の整理をし、繰り返しに
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なりますが、来年度には事業者を決定、活用方針も正式に決定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。簡単ではございますけれど、私からの説明は

以上でございます。 

○福岡議長 

 ただいまの事務局からの報告につきまして、何か御意見ございますでしょうか。何

かございませんでしょうか。 

 久本委員どうぞよろしくお願いいたします。 

○久本委員 

 実際に説明会過ぎてるんですけど、参加対象者いてたのですか。 

○西政策企画課長 

 参加対象者というのは正式な場で対話するのは来年の２月になりますんで、また年

明けてから今度対話に応募いただく業者を募集することになります。ただ、説明会に

は１０を超える事業者の方々が参加されました。 

○久本委員 

 それと今回のこの事業で何ぼ使いますの。私の覚えではこの区役所に関連するやつ

今まで２回ほどやって８００万ほど予算使ったんやね。事業者手挙げでとったときに。 

○西政策企画課長 

 それはコンサルへの検討事業です。今回これは我々直営というか、我々が直に事業

者の方に聞くだけですので予算は、このヒアリングに関して一切かかっておりません。  

○久本委員 

 ゼロやんね。 

○西政策企画課長 

 これに対してはゼロです。 

○福岡議長 

 ほかにございますでしょうか。 
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 板谷委員どうぞよろしくお願いいたします。 

○板谷委員 

 以前にも申し上げたというか意見言わせていただいたことあるんですけど、この図

書館をつくるについてはというか、コンセプトについては淀川の歴史的なものという

か文化的なものというかそういうものがわかるような展示室というかそういうスペー

スもあって、そこに行けばというか、その部屋にそういう一望して概観できるという

か、淀川区の歴史がわかるというようなスペースないし展示室というか、そういった

ものも含めてほしいと意見を複数の方が言ってたんですけども、そういう話はここに

は相手さんというか業者さん、コンサルさんに提案を求めるときはそういうことも含

めて入ってるんでしょうか。提案求めることになってるんですか。あるいはスペース

としてそういうことも考えてくださいということになってるんでしょうか。  

○西政策企画課長 

 図書館をどのような内容とかコンセプト、今委員おっしゃったような内容までは今

回の提案には多分入ってこないかと思います。ただ、委員おっしゃった御意見、以前

にも我々承ってそこは認識しとるところでございます。地域図書館が持つべきその役

割、地域の歴史であるとか郷土であるとか文化、そういったものが分かるような格好

がないかと、地域図書館が持つべき機能、ある程度我々も認識しておりますので、こ

の図書館のコンセプトをどう考えていくか、また我々市役所の内部、図書館というこ

とになりますと教育委員会の所管にもなりますので、そういったところの調整も入っ

てくんですけども、コンセプトを固めていく中で委員なりいただきました意見、これ

我々も当然のこと、地域図書館として持つべき機能として当然のことかなと考えてお

りますので、コンセプトを考えていく中でそういった要素もつくってまた検討を進め

てまいりたいと考えております。 

○板谷委員 

 そういう意見が昨年もあったということも踏まえて、あるいは今もまた言いました



40 

ということも踏まえて、よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。 

○福岡議長 

 どうもありがとうございます。 

 この図書館が、私も意見なんですけども、地域の生涯学習の拠点になればいいかな

というふうに思うんです。この２０２２年のところにも教育・子育てに関する課題と

いうところで地域の生涯学習というところを取り上げていただいておるんですよ。こ

れは多分子どもたちの教育だと思うんですけども、もっと大人も全世代についてこう

いう生涯学習、これから生涯学習というのは非常に重要になってくると思うんです。

働き方改革、今政府が進めようとしてますけれども、これをせざるを得ないようにな

ってくると思うんです。それでこの拠点になればいいかなというふうに思いますので、

ぜひともこの図書館を成立するようにしていただきたいなと思います。以上でござい

ます。 

 そのほかにございますか。 

○西尾委員 

 新北野なんですけれども、私どもには今淀川図書館がありまして、先日うちの会議

でこのことを説明しましたら、うちの図書館は後どうなるねんていうことを言われた

んですが、まだまだ時間もかかるし詳しいことはまた区役所のほうから説明いただけ

るのでしばらくお待ちくださいということを伝えましたけど、そのとおりでよかった

でしょうか。すごく心配なものですから。上に会館もございますし、やっぱり運営さ

れてる方にしたらすごいドキドキされてると思うんです。ですので、わかり次第とい

うことで結構ですので詳しく丁寧な説明をよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。図書館に新北野地域の会館が併設されていることを我々も
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認識しております。また時期を見まして御説明させていただきます。 

○西尾委員 

 よろしくお願いします。 

○福岡議長 

 それでは次に移りたいと思います。 

 その他の議題でしたか。ヨドネルの受賞につきまして事務局のほうから御説明お願

いしたいと思います。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当の榊原です。今ヨドネルということで子どもたちの睡眠というのが学

力・体力向上に大切であるということで取り組んでまいりました。それにつきまして、

厚生労働省のほうで健康寿命を延ばそうアワードというものがございまして、そこに

エントリーをしていたんですけども、その中で厚生労働省の子ども家庭局長賞という

ことで自治体部門の優良賞に選ばれました。これが賞状になっております。この中で

宛名が大阪市になっているんですけども、ここにも１つ意味がありまして、淀川区と

いうことではなくて淀川区と学校と地域の皆様全員で受けとった賞ということで大阪

市の宛名にしていただいております。この受賞に当たりましては、先進性とか独自性

とかいうこともあったんですけど、一番重要視されたのは地域の方々との連携である

とか、取り組みの継続性というのが評価されておりますので、皆様方と一緒に取った

賞と思っておりますので、この機会で御披露させていただきました。ありがとうござ

いました。また引き続きよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○福岡議長 

 どうもありがとうございます。 

 続きまして、区政会議委員へのアンケート結果につきまして事務局よろしくお願い

いたします。 

○西政策企画課長 
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 改めまして政策企画課長西でございます。私のほうから区政会議委員へのアンケー

トの結果について簡単に御説明いたします。お手元「資料の１１」のほう御覧いただ

けますでしょうか。 

 このアンケートでございますが、区政会議でより活発に意見交換を行っていただく

など区政会議の充実を図ることを目的に、今年９月に区政会議委員、前の任期の委員

さんになりますけども、の方々を対象に実施したものでございます。アンケートには

１８名の委員に御回答いただいております。この「資料１１」の１ページを見ていた

だきたいんですが、１の区政会議で活発な意見交換が行われているかという設問に対

しましては、全体会議の部分だけ取り上げて申し上げますけれども、「思う」、「や

や思う」という肯定的なお答えが合計１１あるのに対して、「余り思わない」が７と

いうことで肯定的な回答は上回っているもののまだまだ我々改善の余地があるのかな

というふうに考えております。 

 また、そこの２の「区政会議のより活発な意見交換に向けての課題」という設問に

つきまして、ここもちょっと全体会議の部分だけピックアップさせていただきますが、

「会議前に十分資料を読む時間がない」とか、「資料が多すぎるまたはわかりにく

い」といった選択肢が多く選ばれておるところでございます。 

 ３ページ以下では課題改善のための取り組みや工夫について御意見をいただいてお

ります。３ページでは「区政会議の資料について簡素化しわかりやすいものにしてほ

しい」、「要点をわかりやすくしてほしい」といった御意見をいただいております。

今後も我々といたしましてはわかりやすい資料作成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。 

 ちょっと飛びまして、その資料の７ページを御覧いただけますでしょうか。中ほど

ですけども、「区政会議において意見や要望、評価について適切にフィードバックが

行われているか」という質問があろうかと思います。またここも全体会議のとこだけ

ピックアップしますが、「やや思う」が１１であるのに対して「余り思わない」が６
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となっておりまして、肯定的な意見が過半数を占めてるとはいうものの、まだまだ

我々として反省する材料なのかなというふうな結果になっておるという感じでござい

ます。また、このほかにも御意見いただいております。７ページの下の欄のところ

「行政のよい部分を区政会議で取り上げてもいいんじゃないのか」というような、あ

る意味、我々としてありがたい御意見いただいております。私どもといたしましても

効果があった事業につきましては積極的にこの会議の場でお伝えしていきたいと考え

ております。 

 １枚めくっていただきますと８ページの真ん中のほうで「メモの配付をし、退室時

や後日意見を出せるようなシステムがあれば」という御提案をいただいております。

本日既にメモを取るための用紙であるとか質問票をお手元のほうにお配りさせていた

だいておると思います。また質問票も後日御提出いただけるようにしておりますで、

こういった御意見を踏まえまして今回の会議では実施させていただいております。 

 また９ページでは、部会についての意見をいただいております。真ん中の欄のとこ

ろで、「部会は少人数で討議するために多くの意見が出やすい、その結果を全体会議

にも報告するのはいいことである。また開催回数もふやしてほしい」というような内

容でございます。今後も部会を開いた後に全体会議で部会の意見を共有するという手

法は継続していきたいと考えております。また、開催の回数につきましても委員の皆

様方の御意見を酌みながら検討してまいりたいというふうに考えております。  

 以上、かいつまんだ説明ではありますけども、このアンケートにつきまして私たち

への励ましの言葉、あるいは手厳しい御指摘もいただいております。これらの意見を

真摯に受けとめながら今後とも区政会議の一層の充実、活性も図ってまいりたいと考

えております。なお、このアンケート結果につきましては御協力いただきました前の

任期の皆様方に１１月１５日付で送付させていただいております。私からの説明は以

上でございます。 

○福岡議長 
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 ありがとうございます。本日の議題は以上でございます。それでは進行を事務局の

ほうにお返しいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○西政策企画課長 

 どうも福岡議長、長時間にわたりまして議事進行ありがとうございました。  

 なお、石田委員が到着されていますので紹介させていただきます。済みません、皆

さんに一言ずつ所属する地域とお名前ちょっと簡単に紹介していただけますか。申し

訳ございません、自己紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○石田委員 

今日は月初でございまして残業になりました。遅れて申し訳ございません。田川

地域から声がかかりまして、この席に座らせていただいております。石田と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 どうもありがとうございます。なお、本日２２名の区政会議委員中２０名の出席を

いただいて開催させていただきました。ありがとうございます。また、市会議員の皆

様方にもお忙しい中、御出席いただきましてどうもありがとうございます。 

 今後、区政会議部会の開催を来年１月に考えており、現在日程のほう調整させてい

ただいております。日程調整のアンケートをまだ御提出いただいてない委員の皆様方

にはぜひ御提出いただきますようお願いいたします。また、どの部会に皆様方所属さ

れているかという委員名簿もございますので、御確認をお願いいたします。 

 アンケート用紙お持ちでない方は事務局のほうお声かけいただければ、またお渡し

しますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは予定の刻限まいっております。このあたりで第３回淀川区区政会議を終了

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真摯な御討議ありが

とうございました。 

―了― 
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