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平成２９年度淀川区区政会議 

第２回コミュニティ力向上部会 

 

日 時：平成３０年１月２９日（月） 

   午後６時３０分～午後８時３分 

場 所：淀川区役所５階 

    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２回淀川区区政会議

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。委員の皆様方におかれましては、御多用のところ御出席賜りまして、まこと

にありがとうございます。 

 まず、開会に先立ちまして、お手元の資料を確認させていただきます。着座にて失

礼いたします。まず、「第２回淀川区区政会議コミュニティ力向上部会次第」でござ

います。その次に「配付資料一覧」、続きまして、「資料１、部会名簿」、「資料２、

座席表」、「資料３、２０１８年度運営方針（素案）（経営課題３・４）」。上のほ

うに重点的に取り組む主な計画と書いてあるものでございます。「資料４、２０１８

年度区長自由経費予算要求額一覧」、「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」、「資料６、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」「資料７、淀川区将来ビジョンに関するパブリックコメ

ント手続きの実施結果について」。それと、各事業に関するリーフレット等お配りし

ておりますが、１つがこのクリップどめしてる一団のものでございます。１枚目に、

「自律的な地域運営を支援する補助金活用事例」という表題があるもの。そのあと、
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「まちセン通信」というのが３つほど続いておりまして、一番最後のホッチキスどめ

をしている資料で「淀川区こどもの居場所」とあるもの。まずこのクリップどめして

いる一団でございます。それと、もう一つがホッチキスどめしておりまして、「皆さ

まからのご意見・アイデアをお待ちしています」というこのホッチキスどめしてる一

団。それとＡ４の横長、「平成２７年度の区役所の評価点の算出について」という、

この１枚物。それと淀川区広報誌になるんですけど、「よどマガ！」１月号と「ＹＯ

ＤＯ－ＲＥＰＯ」の４１号をお手元のほうにそれぞれお配りさせていただいておりま

すが、不足等ございませんでしょうか。ありましたら挙手いただけましたら事務局の

ほうからお持ちいたしますが、大丈夫でございますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、私のほうより区政会議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員名簿と座席表が表裏になっておるもの

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。 

 まず、こちらのほうからまいります。牧委員でございます。 

○牧委員 

 木川南の牧でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 板谷委員でございます。 

○板谷委員 

 東三国の板谷です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 川合委員でございます。 

○川合委員 

 塚本の川合です。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 藤野委員でございます。 
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○藤野委員 

 三津屋の藤野です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 久本委員でございます。 

○久本委員 

 十三の久本です。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 西尾委員でございます。 

○西尾委員 

 新北野の西尾です。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 なお、本日、浅野委員におかれましては欠席と御連絡をいただいております。現在、

区政会議コミュニティ力向上部会委員７名中６名の出席をいただいております。定数

の２分の１以上の委員が出席されておりますので、この会議が有効に開催されている

ことをここに御報告申し上げます。 

 続いて、区役所の職員につきましては紹介は省略させていただきますが、お手元の

資料と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ください。  

 区政会議の部会は区政会議の議論を効率的かつ効果的なものにするため、それぞれ

の所掌事項について意見交換を行う場として位置づけられておるものでございます。

このコミュニティ力向上部会で取り扱うのは、コミュニティづくり、地域活動、にぎ

わいづくり及び他の部会に属さない事項となっております。少人数の会議でございま

すので、よりテーマを深く掘り下げて意見交換していただくことも可能であるかとい

うふうに考えております。 

 また、今回は役員改正に伴いまして、新しく委員になられた方や新たにコミュニテ

ィ力向上部会に参加された委員もおられます。運営方針の具体的取組につきまして、
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より理解を深めていただいた上で委員の皆様方の御質問や御意見も頂戴していきたい

と考えております。 

 この会議は、午後８時２０分を目途に午後８時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して、スムーズ

な進行に御協力賜りますようお願いいたします。 

 それでは、次第３、議長及び副議長の選出に移ります。 

 区政会議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催

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あるときは、区政

会議を主宰する。」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任するとなっております。 

 まず、開会に当たりまして、議長及び副議長、互選で選んでいただく必要がござい

ますけども、まず議長につきまして、自薦、他薦を含めてどなたかございませんでし

ょうか。 

○牧委員 

 事務局、一任。 

○西政策企画課長 

 事務局に一任ということで、そしたら、私のほうで腹案がございますのでそちらの

ほうを、まず議長のほう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。  

 前回のこのコミュニティ力向上部会のほうで副議長を務めておられました西尾委員

にこのコミュニティ力向上部会議長をお願いしたいと思うんですけど、皆様方いかが

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。西尾委員にこの部会の議長をお務めいただくということで
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皆様方の了承を得られましたので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、副議長の選出もお願いしたいと思いますが、こちらもどなたかござい

ませんでしょうか。 

○西尾議長 

 板谷さんにお願いします。 

○西政策企画課長 

 今、西尾議長のほうから板谷委員を副議長に推す声がございましたが、皆様方どう

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西政策企画課長 

 御異議なしということで、ありがとうございます。それでは、西尾委員に議長席の

ほうへ、板谷委員、副議長席まで、申しわけございませんが、お移りいただけますよ

うお願いいたします。 

 それでは、西尾議長、板谷副議長、それぞれ御就任いただきましてありがとうござ

います。就任に当たりまして、簡単で結構でございます。一言ずつ御挨拶をお願いい

たします。 

○西尾議長 

 今議長に推薦されました新北野の西尾でございます。条例の前にも２年間、そして

今回条例が始まってから３年目を迎えましたが、まだ自分の中にすとんと落ちるとこ

ろがあんまりないので、この２年間でしっかり腑に落ちるように一生懸命自分自身も

頑張っていきたいと思います。また、皆さんの御意見をたくさんいただいて、コミュ

ニティ力向上部会がよくなりますように努力してまいりますので、どうかよろしくお

願いいたします。 

○板谷副議長 

 副議長に選ばれましたというか、推薦されました板谷です。突然のことでちょっと
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びっくりしてるんですけども、先輩諸氏差しおいて申し訳ございません。議長をサポ

ートしてまいりますので、１年間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。 

 では、ここから西尾議長に進行をお願いいたします。 

○西尾議長 

 それでは、次第に即しまして４の議題の１、コミュニティづくりの取り組みについ

てを進めさせていただきます。 

 まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

○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、お手元にございます資料につ

いて簡単に御説明申し上げます。 

 資料の４につきましては、前回１２月の区政会議全体会議におきまして、区役所の

全体の事業をわかるようにしてほしいという御意見を承りましたので、それを受けま

して平成３０年度の事業ごとの予算要求額を一覧にしたものを御用意させていただい

ておるものでございます。 

 次に、Ａ３の横の資料５と資料６がございます。これは前回の会議でいただいた御

意見のうち、日程の関係から対比資料として対応方針をお知らせできなかったものに

ついて、このたび対応方針を記載させていただいておるものでございます。それぞれ

本日の会議の参考資料としてお使いいただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、議題１についてでございますけども、この部会に初めて御出席いただい

てる委員もいらっしゃいますので、２０１８年度運営方針において部会で関連してる

経営課題３の具体的取り組むことについて事務局よりかいつまんで紹介させていただ

き、それぞれの取り組む事業内容につきまして御理解を深めていただきたいと考えて
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おりますので、よろしくお願いします。その後、委員の皆様方から御意見、御質問を

伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、市民協働課より説明させていただきます。 

○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。それではちょっとかけて説明させて

いただきます。資料３をご覧いただけますでしょうか。運営方針で重点的に取り組む

経営課題３、つながるまちの実現でございます。淀川区の区民アンケートでも日ごろ

から声かけ、見守り、支え合いが行われていると感じる区民の割合というのが、感じ

る、ある程度感じるということで４５％強になっております。また、中間支援組織か

ら支援を受けて地域活動や課題について話し合うことが活発になっていると思う区民

の割合も、そう思う、ややそう思う合わせて約６０％強になっております。  

 そして、次のページをめくっていただきまして、めざす成果、経営課題３－１です

けど、地域コミュニティの活性化ということをテーマに挙げております。それで、地

域活動に関しまして情報発信をするとか、中間支援組織と連携して皆さんの地域活動

に資する情報提供とか、何か積極的に地域の方に地域活動を理解促進していただくよ

うな取り組みを進める所存でございます。 

 また、一緒になるんですけど、次のページ４ページめくっていただきまして、経営

課題３－２が多様な協働の推進ということをテーマに挙げております。まちづくりセ

ンターと連携して地域の方が、例えば地域の団体さんとかテーマ型団体、ＮＰＯさん

と協働するようなことの取り組みを情報共有していきたいと思っております。 

 そしたら、ちょっと資料に基づいてお話させていただきますが、Ａ４横の資料をち

ょっとご覧いただけますでしょうか。自立的な地域運営を支援する補助金といいまし

て、これ区役所のほうで予算計上している補助金なんですけれど、マッチングファン

ドということがございます。１地域につき２年間、２０万円を上限に人件費を別にし

て自立的運営補助金ということの活用事例なんですけど、それぞれ活用された地域も
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たくさんあるんですけど、２９年度に関しましては、この資料の４つです。三国子ど

もカーニバルの開催であるとか、新高地域の秋まつりの開催、そして田川地域で高架

下でのフリーマーケット開催、あるいは広報誌で２年目なんですけど北中島地域も広

報「きたなかじま」の発行・配布ということがございます。これを使うことによって、

今までつながりの薄かった、例えば三国地域ですと商店街と地域行事の連携というこ

とで、三国のほうは商店街を日曜日活用して「みくにマルシェ」というのが活発だっ

たんですけど、なかなか地域と一緒になってということができないというふうな相談

もまちセンさんのほうで受けまして、それで１回秋に子どもカーニバルをやってみま

しょうということでハロウィンのイベントを中心にやってみました。そのときに専門

学校生の方もブライダル専門学校なので、ハロウィンのメイクを子どもたちにしたと

いうことで連携する団体が広がったということがございます。 

 次に、右のほうで新高地域なんですけれども、例年８月末に「ザ・えんげい」とい

うおまつりと９月に敬老会というの別々にやっておったんですけれど、敬老会だけで

すと高齢者の方が限定されるということで、２つのイベントを一緒に秋まつりとして

行うということで、今までの事業をちょっと見直ししました。そして、一緒に行うこ

とで若い方も一緒に参加されるということで従事者の負担軽減、あるいは新しいイベ

ントへの新たな担い手が参加するという利点があったそうでございます。  

 それから、田川地域もこれも２年目なんですけど、高架下を活用してフリーマーケ

ットを開催するというので、昨年から地域で管理することになった十三筋の高架下広

場を会場にして地域内で募集した１５組、約３００人近くの来場者があったそうです。

若手に人気のフリーマーケットをする、あるいはコミュニティ広場の有効活用、開催

することによって今まで余り地域活動に参加していなかった若い父兄の方とかも参加

して、新たな担い手の参加促進につながったということでございます。 

 また、右横の北中島なんですけれども、地域行事を広報することによって地域活動

への理解と参加促進を促していく、そして自分の得意な分野での協力が何かできない
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かということで協力体制を取っているということでございます。 

 そして、次１ページめくっていただきまして、淀川まちセン通信がございます。こ

れは２カ月に一遍、中間支援組織が発行するもので、既に地域でご覧になった方も多

いと思うんですけど、１７号、１ページ開けていただきますと「地活協ってなぁ～

に？」ということで地域活動協議会への理解促進、それから補助金の仕組みであると

か地域活動協議会とはこういう団体が集まって１つの共同体をつくってるものですよ

ということで、地活協の説明をしております。 

 それから、１８号を見ていただけますでしょうか。１８号は、昨年の９月に発行し

たものなんですけど、中を開けていただきますと各地域の取り組みはもちろんですけ

ど、右側に「すっきり解決補助金」というのがございまして、今年これも区役所がＮ

ＰＯさんとか地域の団体さんで何か地域課題に資するための事業をやりたいというふ

うなことがございますときにエントリーをしていただいております。それぞれの事業

の補助金って大概３月末までに申請して４月からというのが多いんですけど、その申

請時期を逃した場合でも、これ２分の１補助なんですけれど、そういう団体さんから

声があった場合に、こういう補助金もあるということで、今年度は４組の方がエント

リーされておられます。例えば「発達あるあるカフェ」ですと、十三地域と連携され

てると思うんですけど、一般社団法人みがくという団体さんがこういうカフェを行っ

ております。また、「みくにマルシェ」は先ほどの三国地域で活躍している団体でご

ざいます。それから、「高齢者のお困り事すっきり解決」というのはＮＰＯ社会福祉

センターまごころのセンター長横山さんが中心になって、高齢者の何かお困り事とか

を解決するような事業にということでこの補助金を活用させていただいております。

また、地域公共人材バンクということで、地域の講師の方とかも区役所を通じて市民

局から無料で紹介するというふうな事業も行っております。 

 それから、淀川まちセン通信１９号をちょっと見ていただけますでしょうか。１９

号を開けていただきますと、それぞれの地域の取り組みの紹介もあるんですけれども、
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助成金の情報を１９号に入れております。こういう活動をしたいんだけどということ

で、民間の助成金を活用するということもございます。２年前ですと、キリン財団で

西三国のコーラスグループが民間の助成金を活用した事例もございます。そして、助

成金の申請の仕方とか、もしわかりにくい場合がありましたら、まちセンのほうで申

請書類の書き方等もちゃんとアドバイスいたしますので、お気軽に相談いただきたい

と思います。 

 このように助成金の活用もしながら、また次のページ、最後のページちょっとめく

っていただきましたら、地域活動協議会の意見交換会やらすっきり解決補助金の４組

目ですね、西中島で活動している団体さんと聞いておりますが、シニアコンシェルジ

ュ協会というところが普通の相続の相談だけではなく、いろんな資格を持っている専

門家さんがいらっしゃるので、総合的に終活に関しても、シニアライフに関してアド

バイスをするというふうな講座を行うということでございました。  

 また、こどもの居場所づくり活動ということがございまして、一番最後にこどもの

居場所づくり、こどもの居場所ということで、これ福祉大会でも発表があったと思う

んですけど、現在こどもの居場所づくりネットワークが淀川区で社会福祉協議会と連

携して１０団体以上がネットワークに参加しております。そして、この冊子には８団

体ぐらいなんですけれども、ここの団体も福祉局のボランティア基金というのを活用

して補助金を得ながら年間運営をされているということがございます。市民協働課の

ほうでは、大阪市で活用できる補助金等も活用して地域の活動を助成しているという

かバックアップしていることがございます。こういうことで、多様な市民との協働と

いうような連携事例をそれぞれ地域の方に情報共有して、専門学校さんとの取り組み

等もほかの地域さんにも情報提供して、企業連携とか団体の連携が広まればいいかな

と思っております。 

 主な取り組みは以上でございます。 

○西尾議長 
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 では、質疑応答とか意見交換に移らせていただきます。何か御意見があります方お

られますでしょうか。活発な御意見をお願いしたいと思います。どなたかございませ

んか。でしたら、お一人ずつ言っていただくことにさせていただいてよろしいでしょ

うか。それでは、牧委員。 

○牧委員 

 いきなり言われてもちょっとしんどい話で、どなたか先にある方から言っていただ

く。 

○西尾議長 

 どなたかございません。久本委員いかがでしょうか。 

○久本委員 

 いや、私もまだ。今日のこの会議１回目というので、じゃあどの方向を向けてしま

すかという議題のコミュニティづくり等の取り組みについてというのが、２０１８年、

３０年度のことを要は書いてるとおり具体的取組についてというのを、要はこれは区

役所側のことを話ししてんねんね。 

○西尾議長 

 そうですね。 

○久本委員 

 だから、その内容が前回の区政会議のときにも一部の話はあったけど全体になって、

そこを突っ込んっだ話を今さあこの資料を見てやりましょうというのは無理でしょう。 

○西尾議長 

 私も今日はそういう説明が区役所のほうからあるのかなとは思ってましたが。 

○久本委員 

 だから前も言うてたとおり、例えばこの資料が事前に各委員さんに配付されてて、

目通ししてきてどうですかという話やったらできるけど、今ちょっとこれはしんどい。  

○西尾議長 
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 そうですね、申し訳ない。そうしましたら、もう少し見ていただいて、次のものに

進ませていただいてよろしいですか。 

○川合委員 

 １つだけ済みません。こどもの居場所のこれがどういう主催で、どういう方ができ

るのかという、塚本でもやりたいという方がいらっしゃるんですけど、個人ではでき

ないんですよね。 

○新井市民協働課長 

 個人では、新北野こども食堂、あれ個人さんですか。 

○西尾議長 

 新北野のこども食堂はですね、あの中にある協会さんが独自でやられてて、それを

情報提供していただいてここに載るようになったんですけど、それは個人的に先に始

められてました。 

○新井市民協働課長 

 とも淀キッチンも母子共励会のお母さんか親子さんですかね。きっかけがいろいろ

なんですけど、団体さんでやってる場合と個人さんから友人関係を広げてとかありま

して、十三の０円食堂も最初は深川さんという個人さん。 

○区役所職員 

 特に民生委員じゃなきゃできないとか、地域活動協議会でなきゃできないとかとい

うものではなくやってもらってて、飲食店営業許可を取らなくてはいけないとかとい

うような縛りというのもないですし。 

○新井市民協働課長 

 あと、北中島宿題ひろばは地域の方がまず区役所に相談に来られて、去年、森栗先

生の子どもの居場所づくり講演会があって、あの後、自分たちも何とかしなければと

いうことでいろいろ相談に来られたんですね。やっぱり費用面とかどうなるかとかそ

ういう相談をされました。２９年度ですと福祉局のボランティア基金というのがあり
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ますので、それを活用されたらどうですかとか、そして場所については北中島社会福

祉会館を候補として地域活動協議会の会長にまずお話もされて、１０人ぐらいお友達

がいらっしゃったので、ボランティアをしていただける方を見つけました。それで地

域でこういう社会福祉会館を使って月１回やりたいんですと言うたら、地域の中で野

菜の卸をやっている社長さんがいらっしゃって、野菜は毎月僕が無料で届けるよみた

いなことを言っていただいて、それで今ボランティア基金活用しながらやってはりま

すよね。月１回ですけど。 

○川合委員 

 わかりました。また区のほうに相談に行くように、よく指導するように言います。

わかりました。ありがとうございます。 

○西尾議長 

 ほか、ございませんでしょうか。 

○西政策企画課長 

 次のテーマを事務局で説明させていただいて、その後で。 

○西尾議長 

 そうですね。その後にまたそうさせてください。済みません。 

○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。私のほうから、お手元の資

料３、経営課題４の区民のための区役所づくりに記載されております具体的取組につ

きまして、政策企画課及び総務課より説明させていただきます。 

 まず、資料３の７ページ、具体的取組４－１－１、多様な区民ニーズや情報の的確

な把握、それと８ページ、具体的取組４－１－２、市政の総合窓口の区役所について

でございます。こちらにつきましては、いわゆる広聴の業務が中心となっておりまし

て、区民の皆様方あるいは皆様方の御意見を伺うための取り組みとなっております。 

 淀川区役所におきましては、区民アンケート、市民の声、庁舎内に設置した御意見
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箱が主なその取り組みの内容となっております。 

 あと、区民アンケートでは、区役所の取り組みにつきまして、年２回無作為抽出し

た区民の方々を対象に実施しておるところでございます。 

 市民の声と御意見箱につきましては、お手元の「皆さまからのご意見・アイデアを

お待ちしています」というＡ４の縦長の資料をご覧いただき、こちら区のホームペー

ジを印刷したものでございます。住民の皆様方が区役所に対して気軽に御意見を記載

いただけますように、全区共通の市民の声のインターネットの受付システム以外にも

淀川区役所におきましては、区役所来庁時に手書きで投書できる意見箱をこのように

区役所正面玄関に設置しております。いただきました御意見と回答を合わせて区役所

ロビーにも掲載、掲示しておるところでございます。また、市民の声におきましては、

インターネットでいただいた御意見とそれに対する回答のほうを大阪市のホームペー

ジに掲載し、広く周知しておるところでございます。 

 また、本日は参考までに当区役所に寄せられました市民の声につきまして、淀川区

役所の所管に関するものを幾つか紹介させていただきたいと考えております。お手元

資料、「平成２９年度に寄せられた市民の声の例」を開いていただきたいと思います

けども、こちらのほう中身を紹介させていただきます。 

 １つ目は、狂犬病予防注射啓発の取り組みについて、我々の取り組みに対してお褒

めの言葉を頂戴したものでございます。２つ目は、窓口が混雑することに対する御意

見でございます。淀川区は人口も多いことから、２４区の中でも転出入が特に多い区

であるため、時期によっては窓口が大変混み合いますので、こういった御意見が、恒

常的に寄せられておるところでございまして、限られた職員の中でさまざまな工夫を

しながら少しでも皆様に御理解いただけるように努めておるところでございます。３

番目は、職員の接遇についてお褒めの言葉をいただいたものでございます。職員の接

遇につきまして御意見をいただくこともございますけども、窓口の接遇向上、取り組

みにおきましては区を挙げて取り組むことでこのようなお褒めの言葉をいただくこと
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もございますので、本日紹介させていただきます。４番目は、子ども見守り構想取り

組みについて、こちらもちょっとお褒めの言葉をいただいたものでございます。５番

目は、区役所の駐車場の利用料に対する御意見でございます。制度の説明によりまし

て、御理解をお願いした事例となっております。最後、６番目は、小学校の校庭利用

についての御意見に対して、管理者に確認の上、迅速に指導を行い対応した事例をこ

ちらで紹介させていただいております。 

 このように、区役所には日々区民の皆様方から御意見を頂戴しております。関連部

局とも連携しながら一つ一つの御意見に対して丁寧に対応するとともに、原則１４日

以内にこの市民の声に対して回答するということを徹底して取り組んでいるところで

ございます。また、いただいた御意見につきましても、関連部署で共有しながら、随

時、区政運営の参考にさせていただいておるところでございます。 

 続きまして、資料の３の９ページ、具体的取組４－１－３、区政会議の運営とあり

ます。こちらにつきましては、今御出席いただいてますこの会議、区政会議でござい

ます。委員の皆様方、これまでもこの区政会議の意義等々につきまして御説明させて

いただいておるものでございます。本日、詳しい内容の説明は割愛させていただきま

す。 

 続きまして、資料３の１０ページでございます。具体的取組４－２－１、市民が必

要とする情報の発信でございます。こちらは、区内に各戸配付しております広報誌

「よどマガ」、また関係各所で配布しております淀川区事業報告を中心とした「ＹＯ

ＤＯ－ＲＥＰＯ」が主な取り組みになっております。また、これまでも配布のたびに

最新号を皆様方のほうへ配付させていただいております。本日も最新のよどマガ１月

号とＹＯＤＯ－ＲＥＰＯのほう、お手元に置かせていただいております。 

 そのほかに、当区役所におきましてはツイッターやフェイスブックなどによる情報

発信にも力を入れております。お手元にそれぞれの発信内容をプリントアウトしたも

のがございます。また御自宅でご覧いただければと思います。 
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 なお、ツイッターの投稿数及びフォロワー数につきましては、本日現在、２４区の

中で淀川区役所１番というふうになっているところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、政策企画からの説明とさせていただきます。 

 続きまして、総務課の説明に移らせていただきます。 

○中園総務課長 

 皆さん、こんばんは。総務課長の中園でございます。私からは経営課題４、区民の

ための区役所づくり、めざす成果及び戦略４－３と４－４について御報告申し上げま

す。まず、めざす成果及び戦略４－３ということなんですけれども、こちららのほう

は区役所来庁者に対する窓口サービスの向上というところをめざしておるものでござ

います。資料３の１１ページ、上のほうのタイトルがめざす成果及び戦略４－３とい

う分でございます。よろしゅうございましょうか。 

○藤野委員 

 はい。 

○中園総務課長 

 ありがとうございます。こちら皆様御存知のとおりなんですけれども、区役所では

窓口ミシュランということで、区役所のサービスが星で評価されるというところでご

ざいます。星は１つから３つまでございまして、星なしというのもございます。残念

ながら淀川区役所は今星１つ獲得にとどまっておるというところでございます。さす

がに星３つという区役所はないんですけれども、星ゼロというところも今現状ではご

ざいません。しかしながら、星１つにとどまってるところの経過を申しますと、平成

２７年度の窓口ミシュランにおいて淀川区は星１つを獲得したものの評価点は３．０

という点数でした。別紙に資料１枚物で下のほうに星がついた裏表になっている表を

御参照いただきたいと思います。まず、平成２７年度の区役所の評価点の算出につい

て、覆面調査が入りました各担当課の平均点、それが挙げられておるところでござい

ます。一番右端にありますのが２４区の平均点。例えば総務業務担当課という一番上
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の段です。こちらずっと右に行っていただきますと２４区の平均が３．３点であった

と。それに対して淀川区は２．８点であったと。淀川区トータルいたしますと、一番

下から２番目の段です。平均（区役所の評価点）というふうになっておるんですけれ

ども、そちらのほうが淀川区の欄は３．０となってございまして、結果、星１つとい

う評価になってございます。この３．０というのは非常にゆゆしき事態でして、２．

９になるともう星なしというところで本当にもう崖っ縁まで追い込まれてたというの

が２７年度でございます。 

 裏面をご覧ください。こちらが平成２８年度の区役所の評価点というところでござ

います。こちらも同様に例示いたしますと、総務業務担当課、これをすっと横を見て

いただきますと２４区の平均が３．４であったと。淀川区ご覧いただきましたら３．

４、平均にはかなっておるというところです。そして、同様に区役所の評価点、一番

左の欄の区役所の評価点というのをご覧いただいて、それを目で追っていただきます

と淀川区が３．４ということになってございます。３．４というのは星１つなんです

けれども、あと一歩３．５になると星が２つもらえると。そこまで前回２７年度がど

ん底に落ちたところなんですけども、２８年度そこまで回復して星２ついただけると

ころにもう見えるところまで、手のかかるとこまでやってきたと。  

 この表でちょっと見ていただきたいのが、淀川区星１つではございますけれども、

全て平均と同じか平均を上回っておる、２４区のですね、そういう状況にございまし

て、本当にあと一つ、あと一歩のところまで参っておるというところをまずお知らせ

したいと思うところでございます。 

 ２８年度ですけれども、この２７年度が本当に危機的な状況になったことから、外

部からの講師をお招きして研修を行っていただいたり、この講師らによりまして覆面

調査などもシミュレーション的に実施していただいて、向上に取り組んだところでご

ざいます。その結果、星１つでありましたが評価点は３．４と、あと一歩のところま

でまいったというところです。２９年度の窓口ミシュランの調査自体は１２月中には
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終わってございます。今整理されておりまして、いつも大体３月ぐらいに結果が発表

されるところです。まだ結果はわからないんですけども、私どもも頑張ってまいりま

した。何とか星２つ獲得できておればいいのになと思っておるところでございます。

３０年度、来年度につきましても、この窓口サービス、これはやっぱり日々進化して

いくべきでございますし、それまでの反省にたちまして改善を加えていく所存でござ

います。職員個々の接遇力の向上ですね、そちらのほうをめざしまして研修、接遇セ

ルフチェック、加えて接遇力にすぐれた職員を表彰する等のさまざまな取り組みを行

うことで職員の接遇力の向上の定着に取り組んでまいりたいと思っておるところでご

ざいます。今年２つ取ればさらなる結果の向上というところをめざしてまいります。 

 次に、めざす成果及び戦略４－４ということになります。これは１２ページをご覧

いただけますか。こちらは、効率的な行政運営ということでございます。区役所の業

務というところですね。やはり区民の皆様方から見るとまだまだお役所仕事やなとい

うような目で見られておるところも多々あると思います。これでも大分改善はしてき

たつもりなんですけども、まだまだかなというところは自覚しておるところです。た

だ、区役所の業務につきましては、やはり法令に則って行うところもございます。区

役所だけで勝手にこうしたら楽なのになということでこの書類を省くとかいうような

ことはできない、そういうな制約のある中での改善ということになりますので、非常

にもどかしいところでもございます。ただ、今現在行っておりますのは、区役所横断

的な業務改善チームというものを組織しまして、区全体で業務の効率化というのを図

っておるところでございます。 

 こちらは職員が日常的な業務の中で気づいた無駄とかそういうところを改善してい

くということをめざしております。大きな法令をどうこうするというところには至っ

てないんですけれども、身近なところでの改善をめざすというところでございます。

この手法といたしまして、区役所ダイエット、こちらの文章の中にも出てくるところ

なんですけれども、２つ目のポチの中に出てくるんですかね、これ区役所ダイエット
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作戦と称しまして、職員から業務改善の提案をいただきまして、それを各改善提案を

金銭換算しました。１人当たりこれを業務改善すると秒単位で何秒で短縮になるかな

と、それに１人当たりの大体の平均単価といいますと小っちゃい額になるんですけど、

それを掛けましてどれぐらいの効果があるか、その効果額を見える化するという取り

組みをしております。これまで業務改善といっても改善した事例が本当に目に見えな

ければみんなどれだけ改善されたかわからないというところで金銭換算をするという

手法をちょっと編み出したところでございます。 

 そういう取り組みをしてまいるところで、効果的な提案につきましては区役所全体

で展開していく、１つの課が提案してそれがいいとなれば全部の課で取り組めばもっ

とよくなるというようなところまで踏み込んでまいろうということが、この区役所ダ

イエットという取り組みでございます。こちらではその成果をどう出すのかというと

ころがございますので、この区役所ダイエットで示されました効果額、これを年間５

０万円、小っちゃい額かとも思いますけれども、小っちゃいことの積み上げでござい

ます。年間５０万円の改善を目標に取り組みを進めてまいるというところで、効率的

な行政運営の一環の１つとして行っておるところでございます。 

 また、ここの中の５Ｓ活動というものも言葉として出てまいっております。この５

Ｓ活動というものは整理・整頓・清潔・清掃、それと習慣化と、この頭文字５つのＳ

を取ったものでございます。事務作業環境の改善というものをめざしております。就

業中、文書が散乱してる、文書の中に埋もれて仕事をしておるということになります

と文書が混在したり紛失したりするようなもとになります。そういうところもござい

ますので、まず整理をしよう、整頓しよう、そして個人情報を私どもは満載として扱

っておりますので、机の上に放って帰るというようなことはこれは許されることじゃ

ないということで、終業後は机の上には、端末と電話ぐらいしかないようにして帰ろ

うというふうな取り組みをしておるところでございます。ある程度そこら辺進んでお

ります。１２月に各課がシャッフルしてよその課を見に行くというような点検をする
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ことによって、今現状どうであるかというようなチェックなんかも進めております。

そういうところが大分進んではおりますけども、まだ定着化までは至っておりません。

ですので、来年もう少し活動を強化いたしまして、職員一人一人に片づけねばならな

いということが定着してまいるように取り組んでまいりたいと思っておるところでご

ざいます。 

 最後になるんですけれども、不適切な事務処理というところがございます。不適切

な事務処理ということで区役所で申しますと、１番多いのが誤送付、誤交付によりま

して個人情報が漏えいしてしまうと。全然違う人に違う人の住民票を渡すとかそうい

うようなことを想定していただければと思うところなんですが、そういう誤送付、誤

交付も含めまして、そういう不適切な事務が、昨年２０件発生いたしました。今年も

ちょっと恥ずかしいことなんですけども１５件発生してございます。このままいけば

減少はしておるんですけども、あと２月、３月頑張っていきたいなとは思っておりま

すが、来年度やはりどう考えても１５件であってもそういうなのはやっぱり多いです。

あってはならないことと認識してございます。 

 ただ、どうしても人がやること、間違いがやはり起こり得る可能性がございます。

ですから、年々そういうことを各自に自覚させまして、ダブルチェックの徹底だとか、

ここを確実に見ておればそういう間違いは起きないよという標準作業書というものを

私どもつくっておるんですけども、あんまり業務に慣れない方でもその標準作業書に

従って行えばひとしきりの業務はできる、そして、そのとおりにチェックしておけば

そういう誤りはないというようなものを作成させることによって、何とか件数を減ら

していきたい、できれば１０件以内に抑えたいというところで取り組んでおるところ

でございます。こういうところが、先ほどの窓口サービスの向上と効率的な行政運営

ということで総務課として取り組まさせていただいております業務でございます。来

年、本当に今年以上に成果が上がりますように取り組んでまいりますので、よろしく

お願いいたします。 
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 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○西尾議長 

 それでは、各担当課長から御説明がありました区民のための区役所づくりというこ

とに対して御意見ございませんでしょうか。どなたかございませんか。 

○牧委員 

 ないようですからちょっと、別に文句とも何ともそういうことじゃないんですけれ

ども、今総務課長が御報告された２７年度、２８年度のこの評価点の算出についてと

いう問題、この全体の表を見たら淀川区の数値というのは余り芳しくないかなと思う

んですけれども、数字だけで私ら何が判断できるんかなという思いがあるんですよ。

やり方の中身がわからんだけに、どういう人が調査に入ってきて、言うたら調査項目

というのがどんな項目があんねやろと、それがきっちりその人は公務員だけを対象に

やってはんのかどうかわからへんけど、民間レベルもそういうことをやってて、民間

と同じような考え方でその評価をされるんだったら、仕事の中身違うやろと言いたい

とこもあるわけなんですよ。民間は民間のやり方で利益上げんとあかんというような

仕事のやり方ですわね、基本的には。役所の仕事というのは利益上がらんかってもや

らんとあかんことはやらんとあかんというのが役所の仕事だと思うんですよね。その

評価の仕方、中身が全然わからんでこの数字だけ見とったらこれは余り淀川区ええこ

とないなという思いはするんですが、どうでしょうね。 

 私はそういう感覚で、決して３やから落ち目に感じるとか、そんなことなしに正々

堂々と仕事を普通どおりやっていただいて、一番先に戻りますけども、区の仕事につ

いての苦情が出てきたらそれはそっちのほうで対応されたらいいと思いまして、余り

これは気にせんでええと。このやり方が日ごろからこそくなやり方やと１つ思てるん

ですよ。それは皆さん方受けざるを得んから、区役所の人は受けざるを得んから対応

してはりますでしょうけれども、僕は、このやり方、市の方針というんか、これはほ

んまにこそくな職員いじめのやり方だというふうに常日ごろから思ってます。ですか
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ら、余りこの評価だけ気にしないで日常業務に当たっていただいたらという意見だけ

ですけれども、そういうことを感じております。 

 以上です。 

○中園総務課長 

 ありがとうございます。御意見だけとおっしゃられても、私どものほうには非常に

うれしいお言葉で、ただ、やはりどうしても２４区で競わされる以上、取り組まざる

を得ないというところでございます。どういう内容であるかというのは、またござい

ますので、別途御用意させていただくようにいたします。挨拶がどうであるとか、ま

あ言うたら挙動ですね、所作とかそういうところ、立ってお迎えするだとか、基本的

なことではあります。そんな基本的なこともできてなかったんかいというふうにひょ

っとしたらご覧になったら驚かれるかもしれません。そういうふうなところです。余

りそんな、星３つとなると一流ホテル並みの評価になるというところです。ですから、

申し訳ないですけど区役所で星３もらえるところはないと思います。 

 ただ、やはり現状でいけば星２つというところがやはり出てきております。牧委員

おっしゃられたように、そこの星なんかに一喜一憂せずとも本当に個別の市民、区民

の方に寄り添って対応すればとおっしゃっていただくのは非常にありがたいところな

んですけども、やはりそこは全体から見て淀川区がどういう目で見られてるかという

ことがこの星になってしまいますので、そこは引き続き取り組んでまいらざるを得な

い、取り組んでまいりたい。やはりどうしても星２つ、区民の皆さんが見たときに、

淀川区、うちの区低いなというのを何とか改善したいと思いますんで、また引き続き

御協力よろしくお願いいたします。また、内容については御用意させていただきます。 

○川合委員 

 先ほど言われたダブルチェック機能って具体的にこういうところがダブルチェック

機能効いてるよという具体例があれば、経理やってたので、いろんな意味でダブルチ

ェックというのは絶対必要事項だと思うんでちょっと具体的に教えていただけますか。 
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○中園総務課長 

 そうですね、郵送の際とかいろいろな場面があるんですけれども、まず１番誤まる

例が多いというのは封筒の宛名書きして中が違うというのが１番多いです。その場合、

今私どもはダブルチェック云々よりも穴あき封筒にしようと、そうすると宛先を書く

必要ないんで大丈夫でしょうと。ただ、それでも間違いがあるんです。中に入れなけ

ればならないものと入れてはいけないものが混在してしまうと、ほかの人の分が２枚

重なって入ってしまうと、そういうところをチェックするためには事前に送るものと

封筒の数を用意して、普通に１対１で入れていけば何も余らない。ですから、そこの

事前のチェックが大切であるというところをきちっとやっております。袋入れてしま

った後で余っただ、減っただと言っても、それはまた全部出してチェックせんとあき

ませんので、事前のチェックが大事というふうに。それと、あと誤交付、この場合は

入力端末を使いますので、どうしてもそこで選択ミスとか、ほかの方、同じ同姓の方

とか生年月日で検索したら妙なこと出てしまうとかいうのがありますんで、必ず名字

まで入れる、それで生年月日入れる、そういうダブル入力によるチェックで少しでも

そういう選択肢を少なくする、そうすることによって出てくるものを確実にさせる。

それと渡すとき、今度渡すときにもう一度見る。もう自己完結型ですね、ほかの皆さ

んに２人でダブルチェックというのも１つの手です。ただ、２人でダブルチェックし

た場合に、そこで間違いが起きたらトリプルチェックしか方法はなくなります。です

けど、自己完結である程度責任を取りなさい。そして、それが上にダブルチェックを

することやったら意味がある。もたれ合いのチェックはやめましょうというような、

そういう少し本人さんに責任を押しつけるようなところもあるんですけど、そういう

ところを標準作業書という１枚物なんですけど、それに従っていけば業務が完了でき

るというようなものなんですけど、そういうものをつくってチェックを強化する方向

で今行っておるところでございます。こんなことでよろしいでしょうか。  

○川合委員 
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 はい、ありがとうございます。 

○西尾議長 

 済みません、２７年度、星が２つのところが少しの区しかなかったですよね。それ

が昨年すごく多くなってて、淀川区は惜しい３．４だということを聞いてましたけど、

やっぱり３．４になる窓口のところを私たちが普通に一般の自分の用事で来ても少し

ちょっとやっぱりあかんなと思うところがあるので、そこのところ、はっきり言って

１階の窓口ですよね。やっぱりそこのところをもうちょっと注意されたらすごく変わ

ると思います。済みません、いらんこと言いました。 

○中園総務課長 

 ちょっとだけお話させてもらうと、ここ４年ほど窓口事務所になってるんですかね、

で、１階の窓口は民間さんが入ってるんで、正直言ったら対象外なんです。それ以外

の階で評価されるところでございまして、本当に職員の意識を変える、職員がお客様

やという意識がどうしても欠けてますので、そこのところを持てば挨拶するのは当た

り前だよね、丁寧に扱うのは当たり前だよねというところが欠けておっての３点であ

り、それが少し向上してもまだ１個ちょっと足りない３．４であるという、そういう

ところが今私どもは何とかしようと思っております。 

○西尾議長 

 ありがとうございます。今日もそうやって聞いたら１階は民間がたくさん入ってお

られるって、４階で今日そう思いました。そんな感じのことがあって、ちょっと言い

方嫌やなと思って聞いてたんですけど、すごく女の方ありがとうございましたって帰

ってはったけど、鬼のような顔をして帰って行かれたので怒ってはったんかなと思い

ました。 

 ほかに御意見ございますか。 

○藤野委員 

 今、これおっしゃっておられた区役所の中については、僕個人としては本当にやっ
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ぱり努力されてるんちゃうかなと思います。いろんなところ、歳いってからいろんな

ところへ行くようになったんですけど、昨年たまたま、新井課長にちょっと御迷惑を

かけたんですけど、やっぱり私たち住民としたら区役所だけじゃないです。水道局、

公園事務所、公営所、消防署、全部がやっぱり我々の身近ないつも接してるところな

んですね。今、ここ区役所だけを物すごく強調されてるけど、そしたら例えばほかの

事業所どうなんですかと。やっぱりここは改善されても、僕が思うにはやっぱり改善

されてない、いろんなことあるんです。それで余りにもうひどいから、去年課長さん

のところにわざわざ来たんですよ。単独に行ってもなかなか相手にしてもらえんと言

うたらおかしいけど、対応おかしかったので、ちょっとひどかったんでね。そうなっ

たときに幾らこれで点取りました言うても、我々淀川区民としたら、今言ったような

そんだけの消防署とかいろんなとこあるわけですよ。そこがやっぱり改善されていか

ないと、こんな点上がりました言われても、やっぱり住んでる住民であり、そしてま

た地域の代表であったらいろんなことを言うてこられるわけですよ。それに対してま

た対応していかなくてはいけないんで、やっぱりそれぞれの事業所のところに言うて

いくわけです。そのときに対応がここの区役所みたいにきちっと対応してくれればね、

やっぱりそうやなと思うけど、僕がちょっと思ってるのは、今お話の中で区役所はそ

うですけど、やっぱり大阪市として、住民として、大阪市の事業所が変わっていかな

いと何かちょっと虚しい感じがしてるのがもう実感ですわ。ちょっとそれを去年もろ

に感じましたので、そこらあたりをもうちょっと、いやいやここは違いますねん、こ

こは建設局ですねんと。ほんならここ違いますわね。いや、ここと予算も違います。

やってる人間も違います。そしたらそのときに我々としたらそしたらどこに行ったら

いいんですかと。道路やったら実際道路局、いや、この道路は下水の管理の道路です。

僕も知りませんでしたけどね、同じ道路でも住民としたらわからんわけですよ。同じ

道路が走っとって、いや、これは下水の管理の道路ですねんと。道路局行ったらそん

な風に言われるわけですよ。そういうときにやっぱりもうちょっとそういう、行って
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みて初めてわかるんですけどね、対応の仕方ももう少し何とかできないかなと思って

おるのが自分の感じてる印象ですね。 

 やっぱり１番そこが住民の人が感じてるわけです。区役所まで来るいうたら、今言

ったように戸籍謄本とか本当にそういうときしか来ない。だけど、実質生活に密着し

てるのは、水道のことやったり、陥没した道路が悪い、陥没しとったいろんな形での

ことが１番もろに感じるんでね。そういうところをもう少し何かこういう点数じゃな

いですけど、もう少し何か改善できないかなと。そこは何か変わってないような気が

しますよ。僕行ったけど余り変わってないような気がします。ちょっとそういうのを

感じましたので、たまたまちょっと新井課長に無理言いましたけど。 

○中園総務課長 

 例えば挨拶の点数は、電話をとったり窓口に出たりするとき、「おはようございま

す。」と言ったら３点もらえるんです。「おはようございます、総務課中園でござい

ます。」で３点なんです。そこに「お電話ありがとうございます。おはようございま

す。総務課中園でございます。」と言ったら４点もらえるんです。そういう何か言う

たら見本があるんです。 

 私、窓口ミシュランをやってる担当の市民局に電話させてもらいました。そのとき

話させていただいたんは、区役所だけなぜなの。窓口持ってるところたくさんあるで

しょうと、そこにまで徹底して初めて接遇って上がるんじゃないのという話は問題提

起させていただいて、本当おっしゃるとおりだと思います。今、競わされてるのは区

役所だけです。 

○藤野委員 

 こうやって出るけど、ほかは出ないんやから、ここだけが何かねと思いました。 

○西尾議長 

 確かに、いい御意見をいただきましてありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 
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○久本委員 

 もう単純な、訳のわからんような話かもしれませんけど、自分もコミュニティ力の

向上部会という形でお話してて、コミュニティって何という話、戻すんやけど、今そ

の点数とかいろいろあった、これってコミュニティに絡むもの？  

○新井市民協働課長 

 地域の中で皆さんと一緒に何か協働していくとか地域の活動を盛り上げていくとい

うところが地域コミュニティの活性化につながるのかなと。何ですかと言われたら大

変難しい。 

○西政策企画課長 

 冒頭、私説明の中でちょっと早口で申し上げたんでわかりにくかったかもしれない

んですけど、このコミュニティ力向上部会が所掌する中身なんですけども、まず委員

おっしゃるコミュニティづくりとか、地域活動とか、にぎわいづくりみたいな、そう

いう地域のお話プラスほかの部会、区政会議がある当区がこの部会含めて３つあるん

ですけど、あと安全・安心なまちづくりとか、あと教育・子育て部会とか、当区３つ

あるんですけど、ほかの部会に属さない分もこの部会の所掌事務になってます。先ほ

ど言いました区役所の接遇であるとか、あるいは広聴事務、広報事務、あるいはこの

区政会議の運営もコミュニティ力向上部会の所掌事務ということで位置付けさせてい

ただいております。名前とちょっとなじめへんというような御感想お持ちかもしれま

せんけど、この部会そういう位置づけをさせていただいております。 

○久本委員 

 そやから、その辺の位置づけが曖昧やってんね。僕にとってはこれが必要なんかな

と、コミュニティというものに対してというものと、コミュニティって何やねんとい

ったら、やっぱり同じ方向を向く同じ人間の同一集団というような形のものでしょう。

その中で、今言うてはる区役所の点数って私ら関係ないんですよ。それを前も言うて

るけど発表会みたいにされたって何もない。だから、こういうふうな評価いただきま
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したじゃなくて、それやったら、もっとこの資料３番の一番トップについて、例えば

この表ありますやんか、現状の課題というのが、感じる、ある程度感じる、これも課

長の説明あったときに６割はいきましたと。じゃあそれ以上に４割がきてないのはな

ぜ。その４割に対して、その６割ある、感じる、ある程度感じるという形に持ってい

くための努力ってじゃあどういうことをしてるのか。どうせなあかんのというのを話

し合うとこでしょう。だから、区役所としてやりましたという発表会はいらんねん。 

 だから、ここの向上を考えましょうというんやったら、その辺の投げ方も考えて、

結論の発表会じゃなくて、じゃあどうしていきましょうかという形に変えていかんと、

私らずっと話聞くだけですやんか。その話に対しての評価でよかったか悪かったかと

言うて今の話してるだけのことでね、このやり方やったらここ何にも前進まんのちゃ

うかなと思うんです。 

 だから、うち地域の中でいろいろ社会福祉協議会とかこの地域活動協議会の問題が

あるとき、いろんな話しするときにまず何があかんねんと。だから、地域連合振興町

会の者みんな含めて毎年見直せというのをようやく皆さんわかってきたところ。そや

から、各部会いろんなところでやってる、いらんものは切れ。何で切らなあかんのっ

て言うから無駄やから切れと。そうせな自分らしんどいだけやと。その切ったときに、

その切った弊害が何か出てくるかまで考えろよ、その上で必要やったらやれよ、言う

てうちらやってるんです。だから、その問題点考えていかんことには何も進まへんで

しょう。 

 それはそういう形で、十三確かにこの４年地域活動協議会が大分変わってきたと皆

さんに言われるんです、そこは。だから、その中でけんけんがくがく、中でよくけん

かもしましたから。 

 それでおっても、意識的にやはり昔からやってはる方に、今の流れが変わってんね

ん、わかってくれよと言うてもわかれへんよね。それをわからすのどうしたらええの

と言うて私ら努力して話しするんですよ。どういう取り組みでこないなったんやとい
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うのが今の結果やからね。だから、これだけやったらその辺が全然見えへんねんけど、

私。じゃあ、それをどういうふうにやりましょうというの、その数字的なもので例え

ば区長の予算がこういう数字になりましたというような、この内訳もわからんしね。

これは、前の区政会議で言ったときに、その表で出てきたやつ全て見たらほとんどマ

イナスになってて、そのトータル的に出せた金額やったら何でこんな違うのというの

があったから、これがあったら最初からわかったよねという話ししましたね。だから、

前にこれ区政会議についてなかったから、これが出てきたら一目瞭然わかるんやけど、

そういうところもまだ足らんところもあるやろと。その辺をどうにかできへんのかな

と。発表会はいらないんです。個々の問題を１個１個片づけるんやったら、毎回やっ

て１個ずつ片づけたらいいしと個人的には思う。 

○新井市民協働課長 

 もちろん会長おっしゃるとおり、十三も本当にいろんな団体、地域活動協議会だけ

の団体じゃなく地域で課題解決してる子ども０円食堂さんとか、介護事業所さんもメ

ンバーに入れて地域活動協議会の内部だけでは解決できないことをどんどん先進的に

取り込まれているので、それは本当にいいことやなと思っておりまして、事あるごと

にそういう事例もお話させてもらいながら、例えば新高地域なんかやったら、毎年や

ってた２つのイベントをスクラップアンドビルドじゃないけど１本にまとめてやって

いくとかどんどん改良しておられるところもありますので、ちょっとそういう事例共

有もしていきたいと思ってます。 

 何よりちょっと地域活動協議会の認知度が低いというか、みんな御存じですかみた

いなところがあると、少し低いのはやはり私どもＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ、よどマガで地

域活動協議会の活動を報告したりするところも私どもの努力もいるのかなと。地域の

方もいっぱいいろんな広報誌でこういう行事やりますよと言うて声掛けもしておられ

るんですけど、それの本当にいい事例とかをブロック会議なり会長会議で共有はして

いきたいなと思っております。 
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 地域活動って地味なので、一朝一夕に伸びないとは思うんです。そして、２０代、

３０代、４０代の方は割と昼間働いておられてなかなか参加することも難しいんです

けれども、本当に子どもと一緒に参加できるようなハロウィンとかやったら親子とも

どもみんな入ってこられたりもしますので、そういう地道な活動を続けながら、いい

事例でしたら共有しながらやっていきたいと思っております。ただ、一線的に激変に

改善するということがなかなか少ないので、皆様の地域活動を本当にこちらもできる

だけ支援できることは支援しながら、もし本当に予算が足りないということでしたら

そういう助成情報、補助金情報とかも共有しながらやっていきたいとは思っておりま

す。会長おっしゃることはよくわかります。 

○久本委員 

 １個ずつ問題解決しましょう。トータルで幅広げても何も進まん。 

○中園総務課長 

 会長これまでもずっとそういう話をおっしゃっておられて、発表会で終わってどう

すんねんというような、おっしゃってはったところは重々理解してます。 

○久本委員 

 大分変わったんですよ、最初に比べてここ大分変わりましたよ。 

○中園総務課長 

 今回は最初なんで、やはり経営課題について、こういうなところをもってこういう

なところを考えつつ来年取り組んでまいりますというところで御発表差し上げておる

ところです。 

 会長のおっしゃるように、活性化するためであれば、やっぱりテーマ別にせんと。 

○久本委員 

 でしょう。コミュニティで取り上げるところがこの資料見てても広過ぎるんですよ。 

○中園総務課長 

 今回、次回にやるときのテーマを決めといて、そこで皆さんの御意見と私どもの今
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の活動、そういうようなところをすり合わせるような進め方にするべきなのかなとい

うのは今思っておるんです。 

○久本委員 

 この間も、うち、ほかでいきいきやったかな、何かの運営委員会の中でそんな話し

しとったときに、問題点があったら年３回でなくても４回でも５回でもやればいいて。

そのための委員さんやったら受けますかという話で受けてんねんから、それが５回に

なっても６回になってもええやんか。だから、３回に限らないで３回でやって問題点

解決せえへんかって、翌年引き継ぐんやったら一緒のことやから。数重ねてもやって

しまえというのは言ったんです。だから、この会が第２回であれ３回で、ほかに歩調

を合わせることもないやろし、ほんまにその１個ずつのこと考えて、じゃあ次の会議

のときにどうしましょうという話するんやったら、私これが５回になってもええと思

うんです。そのときの出席できる委員さんでやっていったらいいわけでしょう。要は

そういう形で区政会議やってますという既成事実も区役所としたら必要なんやろ。そ

れに対する効果的なものを検証していかなあかん中で、こういう形になりました、こ

の検討会でこういうふうになりましたという結論も必要になってくるんやったら、そ

れの出るような方向でやっていくことも考えていかんと。目に見えへん５年先の話し

たってしゃあないやんけどね。 

○西政策企画課長 

 確かに今委員おっしゃられた、今回委員さんがかわられて初めての部会ということ

で、この部会以外の部会も初めて委員さんになられた方もおられますんで、ちょっと

わかりやすく我々やってることをお伝えするんで、おっしゃる御指摘ちょっとあるか

もな、出ちゃってるかもしれません。委員も前のときもおられましたんで、この運営

方針の中間振り返りを我々やったときに、いや、うまいこといってへん取り組みもた

くさんあって、うまいこといってへん、これとこれとこれですねん、そやからどない

せえと思いますかみたいな投げかけをこの部会の中でさせていただいたこともありま
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す。ですから、この部会、今年度これ物理的には最後になるかもしれへんのですけど、

また年度改まって、このメンバーで部会引き続きやりますんで、また年度途中にはそ

ういった形で我々運営方針やってること振り返ってみて、うまいこといってへんとこ

やっぱり出てくると思うんですよ。そういったものを今度逆に炙り出して、それに対

する御意見をいただくようなそんな会議も、今までもちょっとやらせていただいて、

ちょっと今回はこういう形でわかりやすくいうことでちょっと発表会という御指摘に

なっちゃってるのかもしれないですけど、それもおいおいそういった場も設けていき

たいと考えておりますんで、よろしくお願いします。 

○西尾議長 

 久本委員からすごく大切な意見をいただきました。皆さんも少しはそういうこと思

われているかもわからないです。私も実際思っていますから、そういうのも踏まえて

次回からちょっとずつ変えていけばいいかなと思って、今回は皆さんわからない方も

おられるので区役所主導ということでやっていただこうと思います。 

 では、淀川区将来ビジョンについて、事務局より御説明をお願いしたいと思います。

よろしいでしょうか。 

○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。資料７をご覧いただけますでしょう

か。淀川区将来ビジョン、先般、区政会議でお示しいたしましたとおりでございまし

て、こちらパブリックコメントを実施いたしました。１１月２０日から１２月２２日

にかけまして郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、あるいは持参という方法で意見を承ったとこ

ろでございます。 

 ちょっと数としては少なかったんですが、１件ほどこのパブリックコメントに関し

て意見を頂戴しております。裏面をご覧いただけますでしょうか。裏面のほう、向か

って左側のほうがいただいた意見となっております。サブタイトルが、ここのペーパ

ーの一番上のところにもかぎ括弧で書いておりますけれども、「みんなの笑顔をつな
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げるまち」というふうになっております。ご覧のとおりでございます。しかし、こう

なっておりますけども、「みんなの笑顔がつながるまち」のほうがいいのではないか

と。行政が皆さんの、区民の方々の笑顔をつなげるのではなくて、自然と住民の笑顔

がつながるようなまちをめざすべきではないかというような意見を頂戴しておるとこ

ろでございます。 

 これに対する我々区役所の考え方でございますけど、御指摘ごもっともかなという

ふうに考えております。淀川区といたしましても、行政が笑顔をつなげるのではなく

て、自然と住民の皆様方の笑顔がつながるようにまちづくりをめざしたいと考えてお

ります。 

 表題のほうでございます。現在のところ素案という形でございますので、淀川区将

来ビジョン２０２２、サブタイトル「みんなの笑顔をつなげるまち」とありますけど

も、こちらを「みんなの笑顔がつながるまち」に変更したいというふうに考えており

ます。 

 なお、この変更した案につきましては、区政会議委員の皆さん方の意見も受けまし

て、内部調整を現在行っております。また、別途ホームページで案として報道の予定

しております。そのときはよろしくお願いいたします。 

 また次回、区政会議全体会議におきましても、この将来ビジョンにつきまして御審

議させていただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○西尾議長 

 ありがとうございました。それでは今、西課長から御説明いただきましたものにつ

いての御質問、御意見ございますか。 

 なければ、もう少し時間がありますので、お一人お一人このコミュニティ向上部会

についてどのようにお考えかというのをお聞きしてもよろしいでしょうか。  

 じゃあ、済みません、牧委員から順番にこういきますか。 
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○牧委員 

 これまで何回もコミュニティ部会に参加させていただいておりまして、こんなやり

方かなという思いでずっとおります。いろいろ地域に密着した住民上の問題とか、不

法住人の問題とか、ＬＧＢＴの問題とか、これまでも出てきたわけなんですけれども、

それがコミュニティ力向上部会で取り上げるテーマなのかなというふうな感じで私は

これまでおったんですが、先ほど久本委員がおっしゃってたことは十分私も同じ考え

方というんか理解ができるというんですか、そういう思いでおります。 

 ですから、私何かのときにも言うたと思うんですけども、計画する段階で我々が入

ったら委員としても役目が果たせるんかなという思いはして、過去に言うたことがあ

ると思うんですけれども、今もう、今日も含めてですけれども、区役所からお話しい

ただいた内容についての何か意見があれば言わせていただくというような流れになっ

てるのが、何かちょっと本来の区政会議、今日は分科会ですけれども、そこら辺が区

役所からの与えられたテーマだけで議論するんがいいんかなということは、これまで

も思ってますし、今日も改めてそういうふうに感じました。 

 以上でございます。 

○川合委員 

 塚本では地域活動協議会があって社会福祉協議会がある。地域活動協議会のほうが

かなり１つに絞っていただいたので物事がやりやすいと。社会福祉協議会と地域活動

協議会、全く一緒のスタッフになってるんですけど、それで物事の進めぐあいがどん

どん改革できてきてるというのが実情で、今言われたように悪いところは切るという

のをやってます、実際に。それがいい面が出てきたり、ごみの収集をまとめてやると

いうそういう財源が入ってくる、そういうことが一つ一つ積み重ねてできてきてると

いうのは、区役所のほうからの御指導もあってなんですけど、本当にいいことしてい

ただいてるなという実感はしてます。そういう意味のコミュニティというのがすごく

広がってきてるので、これからもそういうことをやっていきたいというのと、本当に
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だめなものはだめ、いいものはいいということで、これからもやっていきたいなと思

ってます。コミュニティってかなりアバウトなので、どうするんやというのがちょっ

と心配でしたけど、ちょっと見えてきましたので、ありがとうございます。  

○西尾議長 

 では、久本委員どうぞ。 

○久本委員 

 先般、私ところの地域活動協議会の定例会と社会福祉協議会の定例会を一緒にやっ

た後に、８人、９人ぐらいの委員さんと話をしとったときにもあったんですけど、先

ほど新井課長もおっしゃった地域活動協議会という取り組みは皆さんに浸透してない

というのが根本的な話なんかもしれんのですけど、中には地域活動協議会を理解され

てない人がいてると、それに対して地域は努力してお話ししましょう、わからんやつ

はほったらええやんという話からいって、枠組みがさっき淀川区の広報誌の中にでも

地域活動協議会の取り組みというか、枠組みを書いたようなもんがあって、それを理

解されてない人が皆さんおるのは確かなんですけど、その理解の仕方というのは皆さ

ん達したようで、僕基本的には自由やと思ってるんです。 

 だから、その地域活動協議会というのが根本的に何という話になったときに、よう

よう考えたら補助金を受け取るだけの窓口になってんのと。だから、先ほど川合委員

さんもおっしゃった、地域でやらないかんことは社会福祉協議会のやることと一緒で、

同じことを共有してますよ。それはその対象者もこの地域にいてはる方を対象にやっ

ていきましょうというもので何の変わりもないやんか。だから、そこにいろんな形で

こだわってはった例えば地域連合振興町会さんがいろいろ出てきてはるとこもあるけ

ど、振興町会は振興町会の仕事だけしときいなと。だから、地域連合振興町会の町会

費をもろてやってる人に対しては、おたくらがやったらええ話であって、それを社会

福祉協議会に挙げてくるなと。まず問題をそこで解決して、それから持ってこいとい

うのは私いつも言ってるんです。逆に、その社会福祉協議会に対して地域連合振興町
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会いろいろ入って、いろんなことも言うてくるけど、そこに対してはばっさり切ると

ころは切らせてもらうよという形でやってる。 

 ほな、そういう取り組みがわからんという人がおるんは、地域の中で１つあるんや

けど、そういういろんな話の中でもこの区役所さんのいろんな取り組みの中で、例え

ば１つこの間話になったのは、障がい者の子どもさんがおるところに大きなったとき

の成年後見人の話がちょろっと出て、じゃあその話をどこにしに行ったらええねんや

ろというたときに、まず社会福祉協議会なんかどこやろかという話になって、その社

会福祉協議会でもそうやけど淀川区でやってる事業の総元締めは区役所なんでしょう

と。ほんなら、どこに話にいったらいいのというのみんなわかってないんです。だか

ら、それが地域活動協議会、社会福祉協議会の役員さんの中でもわかってない、認識

してない。だから、例えば民生委員さんが民生委員の仕事をしとっても、民生委員会

での話はあるけども、それはそのまま社会福祉協議会さんのとこに民生が入ってるん

やろというだけの話と違うやろと。だから、民生さんも後にかかってくる例えばお金

の問題やとか生活保護やという話は最終的には区役所やんかと。社協が金くれるんじ

ゃないよと言うたときに、じゃあその誰かに聞かれたときにどこに行ってええのかと

いうのが、区役所さんいろいろ広報誌とかで宣伝していろんな話はしてはるけどやっ

ぱし皆さんまだわかってない。だから、広報の仕方というのも、ええことも悪いこと

も含めてやけど、その辺もコミュニティの中ではやっていかなあかんことなんかなと。  

 その辺を、あと広報の宣伝の仕方、前にも言うたけど、インターネットで、榊さん

のときかな、区役所もいろいろホームページつくってやってますと言ってたけど、お

じいちゃん、おばあちゃんはパソコンのスイッチの入れ方知らんねんでと、その人に

そんなんせえって無理やと。そういったところまで考えていかなあかんのと違うのん

と言ったこともあるんと一緒で、やっぱしみんなに浸透する形、それが例えばよどマ

ガやったら、じゃあ全区配布になってやってますよ。入ってないところが文句言いに

くるところがどうのとかいろいろあったけど、極論、例えば自分が新聞読みたいから
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購読料払ってまでもらう新聞が入ってなかったら文句言うけど、ただでもらうよどマ

ガ入ってないからって文句言いに来るやつはおらんやろと。極論ね、それでも皆さん

おるんやろうけど、だから、そんなんでも例えば数を増やしてもっとこういう形で近

い、もっと区役所が区民、市民にとって近いところですよという変え方、それが先ほ

ど藤野委員さんもあった水道局もそうなるやろし、だから大阪市としての取り組み、

全体で見たときに、交通局も全てにとってそうやろうけど、ちょっと遠過ぎるよな。

だから、それがコミュニティ力の向上という中でちょっとでもつながるようなものに

できるんやったらそう考えていってほしい。実感してるところはそういうなんです。 

○西尾議長 

 では、藤野委員お願いします。 

○藤野委員 

 そうですね、僕前回までは安全・安心なまちづくりの部会に入って、実際やっぱり

目の前のことが見えてたわけです。いろんなことが具体的に見えてたんで、あれもこ

れもということでいろんなことも言えたし、いろんなことの要望もできたんですけど、

今回はちょっと変わろうかなと、同じ出るんやったら違う部会に入ってみようかなと

いうことでコミュニティ部会を希望させていただいて、今日お話聞いとって、確かに

僕の思ってたのはやっぱり地域に住みやすい町にしたい、そのためにはやっぱり先ほ

どおっしゃっておられた地域活動協議会もそうです、地域連合振興町会もそうです、

いろんなところの組織の人材が育ってこないとなかなか、本当に運営するにしても難

しいというのが肌で感じてまして、何とかそこのところをできるようなやつかなとち

ょっと思ってたら、やっぱりもっとほんまに広過ぎて、先ほどの話で、ちょっとこっ

ち失敗したかなと思って、なかなか自分で不勉強なところもあります。やっぱり全部

いただいても、やる前にがばっともらってもなかなかそれを読み込んで、その場でで

きるかというのは、ほんま２年間僕もうてそれできなかったということで非常に反省

をしてまして、なかなかこれを読み込んで参加できるというのは自分でも自信はない
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んですけど、ただ思ったのはやはり地元、地域において、これからを担っていく人を

どうやって育てたらいいのかなということだけは一番頭の中に残ってて、あと、もう

一つは、地域が本当にここにお互いに声掛けってありますけど、自分の持ってる町会

も本当に高齢化になってしまってもうどうしたらいいのかな、後継者もどうしたらい

いのかな、そんなことで本当に悩む日々が多いんで、実際ここに来てこんな議論をす

るような立場じゃないかもわかりませんけど、やっぱりそこがこれから私の地域だけ

じゃないでしょうけど、やっぱり一番心配なので、そこらあたりも含めてどういうふ

うな勉強ができるかわかりませんけど、あと２年間、勉強させていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○西尾議長 

 では、板谷副議長。 

○板谷副議長 

 私からは、このコミュニティ部会をどういうふうにというよりも、私は東三国を通

じてどういうかかわり方をしていったらいいのかなという話をさせてもらいます。地

域活動協議会、東三国は割合順調に進んでるのかなという感じですけども、今日聞か

せてもらったお話の中で、いろいろスクラップアンドビルドの話とか統合する話であ

るとか、そういうことの情報をいただきまして、そういう視点で今までの地域活動の

やり方を旧来そのままやってきたやつを統合するとか、いろいろ考え方あるんだとい

うことで地域に帰ってもこういう情報提供をしていこうと思います。 

 というのは、だんだん活力がなくなってきている、若い人が少なくなっている、そ

ういう状況の中で労力をできるだけ省いてやるというのも１つの手だし、もう一つは

若い人をいかに発掘するかというところがありまして、今回から今まで定まった組織

から出てもらっていた地活協運営委員会のメンバーにプラスという形で若い人をでき

るだけ入ってもらってやるということで、そういう循環をつくっていこうと。そうい
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う方向で、実際にやっていくという動きになってきたので、それは１つまたいい方向

になったのかなと思っております。 

 あと、もう一つの危機感は、従来のそれぞれの組織、例えば町会でありますとか、

防犯委員でありますとかそういう組織がありますけれども、もうそういった組織が本

当に高齢化してきて、防犯会であっても平均年齢７０を超えているとか、女性部も、

寿会と同じでダブっているとか、そんな状況がずっと続いている。でも、別の見方か

らすれば、働き方が多様になったこともあってなかなか時間が取れないということか

ら言えば、リタイアした人がその力を有効活用してどんどん出てもらうという見方も

ありますけども、それだけに頼っているとまたしんどくなる。町会でも班長さんがも

う高齢化してしまってしんどいと言い出しているところもあります。そういうことか

ら、いろいろまちセンの仕組みを活用して事前にそういう実態を把握して、活性化す

るためにはどうしたらいいのかみたいな、勉強もまたまちセンのほうでしてもらえな

いかと思ってる。 

 それから、もう一つはそれにプラスしてマンションの問題です。今うちも３００戸

のマンションが建ちました。町会つくってもらうのに、東三国の地域活動に参加して

もらうためにいろいろやってるわけですけど、まだなかなかまとまらない。そういっ

たところを何とか行政の手を使って、あるいはまちセンの力を使って、何か手伝って

もらえないか。よりスムーズにその地域に参加してもらえたらというような思いがあ

ります。そういったことを、このコミュニティ会議、分科会なんかで話しができたら

いいなと思っている今日この頃、いやもう大分前からですけど、よろしくお願いしま

す。 

○西尾議長 

 本当に今日は皆さん一つ一つの議題に対する御意見は余り多くなかったですが、部

会についての御意見は結構たくさんいただいたと思います。これを区役所のほうで参

考にしていただいて、次回からのコミュニティ力向上部会がもっと進んでいけますよ
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うにしていただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、これで本日の議題は終わりますので、今から事務局のほうにマイクをお

返ししたいと思います。ありがとうございました。 

○西政策企画課長 

 どうも議長、議事進行ありがとうございます。本日時間の関係で発言できなかった

御意見などがありましたら、お手元のほうに御意見票というのをお配りしておるかと

思いますので、こちらのほうに御記入いただけます。２月９日までに事務局のほうに

御提出いただきますようによろしくお願いいたします。 

 また、日程を調整させていただいておりました区政会議の全体会議でございますが、

３月２０日に開催させていただきます。御多用中とは存じますが、御出席賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 それでは、このあたりで第２回淀川区区政会議コミュニティ力向上部会を終了して

まいります。本日はどうも長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

  

―了― 


