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平成２９年度第４回淀川区区政会議 

 

日 時：平成３０年３月２０日（火） 

   午後６時３０分～午後８時５分 

場 所：淀川区役所５階 

    ５０１～５０３会議室 

 

○西政策企画課長 

 それでは長らくお待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまより平成

２９年度第４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上げます。 

 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、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。御紹介いただきました淀川区長の山本でございます。平素よ

り大変お世話になっております。委員の皆様方におかれましては、夜分、大変御多忙

のところ、区政会議に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。また、傍

聴の先生方もどうもありがとうございます。 

 本日、本年度最終の区政会議ということでございます。昨年４月に着任させていた

だいて以来、本当に皆様方、いろいろ真摯に御議論いただきました。また、今回はい

ろいろ部会の報告でありますとか、事前にお寄せいただいた意見とか読ませていただ

きましても非常に真剣に考えてくださっているということが非常に伝わりまして、本

当にありがたいなと思っております。 

 このことは私、ほかのところでも言ってますし、よどマガのコラムでも書かせてい
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ただいたことがあるので聞いたことあると思われる方が多数いらっしゃると思うんで

すけども、私としては、どんな職員になってほしいかということで、淀川の四文字で、

淀川の「よ」で、喜びは区民の笑顔ということで、どうしたら区民の方に喜んでいた

だけるのかということを第一に考えていろいろな仕事を考えてほしいと。区長の顔を

伺う必要はないよと。淀川の「ど」で、どんなことでも思い切ってチャレンジ、喜ん

でもらう、そのために何か挑戦して失敗しても、その責任は区長がとると。前向きな

職員は応援していきたい。淀川の「が」で我慢しない。いろいろしんどいこともある

でしょうけど、我慢せず、抱え込まず、それは同僚や上司や、また直接私でも結構で

すし、それはいつでも分かち合ってほしいし、相談できるような雰囲気をつくってい

きたいなと思っております。最後淀川の「わ」が、笑いが一番ということで、区民の

方々に笑顔になってもらうためには本人が笑顔でいなきゃいけないなと思っています。

できるだけ、いろいろしんどいこともあるやろうけども、何とか少しでも楽しく仕事

をできるようにしていかなあかんなというふうに思っています。 

 今回も資料が膨大で申しわけございませんけれども、担当者は少しでも皆様方にわ

かりやすく御理解いただけるようにということを心がけて資料を作っておりますし、

また、いろいろ事前の説明会をさせていただいてますけど、皆さん熱心に参加してい

ただきまして、本当にありがとうございます。 

 今回、部会報告、運営方針、予算、将来ビジョン等々、たくさん議題がございます

けれども、本日もどうぞ真摯な御議論のほどよろしくお願い申し上げます。ありがと

うございます。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。続きまして、お手元の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４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、そ

れと座席表が裏表になっているもの。配付資料一覧とあるもの。続きまして、「資料
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１ 平成２９年度第２回区政会議安全・安心なまち部会議事要旨」。同じく「資料２ 

教育・子育て部会議事要旨」。同じく「資料３ コミュニティ力向上部会議事要旨」。

「資料４ 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へ

の対応方針」。なお、「資料４」につきましては、１２月に開催いたしました前回の

区政会議以降にいただいた意見に対する区の対応方針などを記載しております。この

会議におきまして、これを全て読み上げることは割愛させていただきますが、会議の

参考にしていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。続きま

して「資料５ ２０１８年度運営方針（素案）から（案）への修正一覧」。「資料６ 

２０１８（平成３０）年度運営方針（案）」。「資料７ ２０１８（平成３０）年度

関連予算（案）」。「資料８、淀川区将来ビジョン２０２２（案）」。「資料９ ２

０１８（平成３０）年度区政会議スケジュール（予定）」。あと、区の広報誌であり

ます「よどマガの３月号」と「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ４２号」でございますが、お手元

に不足はございませんでしょうか。ありましたら事務局よりお持ちいたしますので、

挙手願います。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、私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が、お手元

の資料に区政会議委員名簿と座席表が表裏になっているもの付けておりますので、そ

ちらを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

１８名と公募委員の４名の皆さんで構成されております。本日の出席につきましては、

今申し上げました委員名簿、座席表とあわせて御参照いただきますようお願いいたし

ます。 

 なお、本日、岡鼻委員、藤野委員におかれましては御欠席と伺っております。また、

現在、山岡委員、久本委員の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１８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頂戴しておりますので、この会議が有効に開催されていること

を御報告申し上げます。 
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 続きまして、淀川区選出の市会議員の方々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。杉田議員でございます。 

○杉田市会議員 

 皆さんこんばんは。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。 

○寺戸市会議員 

 こんばんは。御苦労さまでございます。 

○西政策企画課長 

 続きまして、区役所の職員でございますが、一人一人の紹介は、こちらも省略させ

ていただきます。お手元資料に座席表と職員名、役職をつけておりますので、そちら

を御参照いただきますようお願いいたします。 

 この会議は８時２０分をめどに午後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。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単にまとめていただき、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、次第に沿いまして３番目の議題に移らせていただきます。 

 ここからは福岡議長に進行をお願いいたします。 

○福岡議長 

 皆様、こんばんは。議長として進行役を務めさせていただきたいと思いますので、

皆様方の御協力よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 本日は平成２９年度の最終の区政会議でございます。先日開催されました各部会に

おけます淀川区の将来ビジョンや運営方針に対する意見、それを我々全員で共有をし

たいと思います。そのほか盛りだくさんの議題がございます。皆様方の議事進行の御

協力をよろしくお願いしたいと思います。 
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 それでは早速でございますが、議題に移らせていただきます。着座にて進行させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題を進めさせていただきます。議題の（１）部会報告について。１月

に各部会で開催されましたそれぞれの意見につきまして、議長様から御報告をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、安全・安心なまち部会の内容を泉議長様からよろしくお願いをいたします。 

○泉委員 

 泉です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の「資料１ 平成２９年度淀川区区政会議第２回安全・安心なま

ち部会議事要旨」を御覧ください。 

 安全・安心なまち部会を代表して御報告いたします。お手元の「資料１ 安全・安

心なまち部会議事要旨」から、当部会は１月１６日に開催し、委員７名中６名が出席

いたしました。まず、議長、副議長の選任を行い、互選により議長には私、泉が、副

議長には一丸委員が就任いたしました。 

 議題は「安全・安心なまちづくりについて」と「淀川区将来ビジョン」についてで

す。区運営方針の「経営課題１ 安全・安心なまちづくり」に掲げられた取り組みを

中心に協議いたしました。各委員から寄せられた主な意見や質疑について紹介いたし

ます。 

 まず一つ目のテーマ、「防災対策」について意見を幾つか御紹介いたします。議事

要旨２ページをごらんください。 

 ②の災害が起きたときに気兼ねして車の中で過ごし、体調を崩されることが結構あ

るようです。他都市ではそういう方が安心して集まっていただける福祉避難所を設置

したと聞いたことがあります。淀川区内の病院等が福祉避難所になってもらえたらあ

りがたいし、検討も必要だと思っています、との意見がありました。これに対しまし

て区役所からは、災害が発生しますと、基本的には要援護者の方は避難所に来ていた
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だき、福祉避難所を開設できるという状況がわかればその時点で順次移動していただ

くことになると思います。ただ、全体数が確保できるかどうかの問題がありますので、

それも含めまして今後検討していきたいと思っております、との回答がございました。  

 ３ページを御覧ください。④地域の防災訓練があれば、中学生に対して防災訓練に

参加するように地域からも働きかけますが、役所からも支援してほしいですというよ

うな御意見がございました。この意見に対しまして他の委員からも地元の中学校には

防災隊があり、地域の防災訓練に参加していますとの意見や、昨年、中学生と合同で

防災訓練を実施し、学校、家庭、地域のふだんからの連携が大切だと感じます。中学

生は初動要員として力になると思います、との意見もありました。区役所からは、中

学生への防災訓練の参加に対して地域の方々もいろいろ御意見をお持ちですので、御

意見も伺いながら検討していきたいと思います。また、地域の防災の主体を担う若い

人材の育成として、中学生のジュニア防災リーダーの育成をしております、との回答

がございました。 

 次のテーマは防犯対策です。防犯対策については、防犯カメラについての意見が幾

つかありましたので御紹介します。 

 ①の地域での防犯カメラの利用について教えてくださいとの質問に対しまして、区

役所からは防犯カメラの設置場所、基本的に所轄の警察署と協議しながら決めており

ます。各地域からの御要望は所轄警察と情報を共有しながら設置場所を決めておりま

す。画像データの利用は警察からの事件に関する画像提供について問い合わせがござ

います、との回答がありました。 

 ほかにも防犯カメラを設置したら変質者も出なくなったという話を聞いたので、地

域でも死角に当たる部分に設置し、監視したところ減ったと聞いています、との御意

見がございました。 

 ４ページを御覧ください。防犯カメラもいいが、防犯ちょうちんや玄関の門灯をつ

けるのも効果がありますとの御意見もある一方で、地域によったら明る過ぎるという
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ことで、光妨害の苦情があるので、地域の理解が必要との御意見もございました。  

 次のテーマは地域福祉の推進です。認知症患者のおられる御家族の方は苦労される

し、独居の方も認知症だと大変困りますといった意見がございました。区役所からは、

地域包括支援センターが高齢者の一番身近な窓口ですが、大阪市では認知症の初期に

集中して関わる支援事業を各区１カ所で行っております。淀川区であれば、東部の包

括支援センターの中にございます。包括と連携しながら進めていきたいと思っており

ますとの回答がございました。 

 地域福祉計画をつくられた地域はあるのでしょうかという質問に対しまして、区役

所からは、淀川区社会福祉協議会の支援により、三津屋地域と野中地域でリーフレッ

トを作成したと聞いております。ワークショップを開きながら進めていくため時間が

かかりますが、毎年少しずつでも増やしていきたいと考えておりますとの回答がござ

いました。 

 最後のテーマ、淀川区将来ビジョンについての御意見です。 

 ５ページを御覧ください。地域活動協議会の活動に地域の企業が参加している場合

がありますが、企業がどういうことを地域活動に求められるかを知りたいと思います。

地域を盛り上げていくためには一緒にやっていかなければならないと感じています、

との意見があり、この意見に対しまして、地域活動協議会と企業との連携について何

らかの指針があれば地域としても働きやすいといった意見や、企業といっても各々状

況に違いがあり、地域との関わり方も変わってくるので、その辺が難しいといった意

見もございました。そのほか、意見、回答については、御一読いただければと存じま

す。 

 以上で御報告を終わります。 

○福岡議長 

 ありがとうございました。 

 続きまして教育・子育て部会の内容を泉水議長さんからよろしくお願いいたします。 
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○泉水委員 

 公募委員の泉水です。よろしくお願いします。座って失礼いたします。  

 教育・子育て部会を代表して御報告いたします。 

 お手元の「資料２ 教育・子育て部会議事要旨」を御覧ください。 

 当部会は１月１８日に開催し、委員８名中６名が出席いたしました。 

 まず、議長、副議長の選任を行い、互選により議長には私泉水が、副議長には和田

委員が就任させていただきました。 

 議題については、「教育・子育ての取り組み」と、「淀川区将来ビジョン」につい

て、区運営方針の「経営課題２ 教育・子育て支援の充実」に掲げた取り組みを中心

に討議・討論しました。 

 各委員から寄せられた主な意見や質疑について御紹介いたします。 

 まず、１つ目のテーマですが、学校教育支援です。意見を幾つか御紹介いたします。  

 「資料２」の２ページ目をご覧ください。１番、「ＴＡＰ体操」について、学校に

よっては時間がないため、とり入れたくてもできないと聞いています。実施するかど

うかは、学校に任せることしかできないのでしょうか、との意見がございました。こ

れに対して区役所からは、実施するかどうかの基本部分は校長先生の判断になろうか

と思います。区役所が想定していた準備体操のイメージとは違う。また、「ＴＡＰ体

操」で丸ごと１時間希望されている学校もあるようで、来年度は実施方法についても

柔軟に対応していきたいと思っております、との回答でした。 

 「生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業」についても幾つか御意見がありました。

「生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業」について、めざす姿はどこまでを考えて

いますか。また、家庭の経済的な理由で大学進学を諦めることがないように、中学生

や高校生へも資金の貸し付けなどの各種支援制度の情報提供や、さまざまな大学生や

社会人からの話を聞けるような取り組みをしてほしい、との意見があがりました。こ

れに対して区役所からは、将来の１０年後、２０年後を念頭に、中期的には安定した



9 

就労に向けて高校入学・卒業をめざし、長期的には子どもたちの未来が生まれ育った

環境により左右されることのない、自分の可能性を追求できるようなことをめざして

おります。また、本事業の対象は小学生と中学生ですが、事業を受講していた中学生

については、一定の場合、高校生になっても引き続き参加していただいております。

こういった支援を行うことで高校中退防止や大学進学につながると考えております、

との回答でした。 

 関連した意見では３ページをごらんください。 

 ３番目、「生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業」のパンフレットはどう配られ

ていますかとの質問がありました。これに対して区役所からはパンフレットは区役所

と御理解をいただけた子ども食堂などに置いていただいており小中学校へは校長会や

教頭会等で御協力の依頼を働きかけているところであります、との回答がありました。  

 また４つ目、「みらいスクール」の対象者が生活困窮世帯のお子さんということを

公にすることについて問題はないでしょうか。また、子ども食堂との関わりについて

も聞きたいです、との質問があり、区役所からは、事業を実施するに当たり、あの子

は生活困窮家庭の子どもじゃないかなどと言われたり、参加している子ども自身がそ

う思ったりするのではないのかという懸念はございました。しかし、実際に実施いた

しまして考えているような問題は起こっていないので、今後もこのまま続けていこう

と考えております。また、現在１カ所の子ども食堂と連携しており、参加する子ども

たちは全員食事の提供を受けてから学習の指導をしてもらっております、との回答が

ありました。 

 次のテーマは子育て支援です。 

 １つ目、「発達障がい児等子育て支援事業」はどのくらいの年齢の方々がいらっし

ゃいますか。また、支援事業に来られた子どもさんは、「ヨドジュク」や「小学校の

補習事業」につながったりしますか、との質問があり、区役所から「発達障がい児等

子育て支援事業」では、「ピアカウンセリング」と「親子で遊ぼう」を開催しており
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ます。「ピアカウンセリング」は１８歳までのお子さまをお持ちになられている保護

者の方が来られており、「親子で遊ぼう」の親子講座は対象が小学校低学年の方まで

ですが、参加は就学前の方のほうが多くなっております。また、支援が必要なお子さ

まについては、区役所の家庭児童相談員がお子さまと保護者の方と面談をさせていた

だき、その子に応じた学習のできるところにおつなぎさせていただいております、と

の回答をいただきました。 

 ２番目、子育て中の保護者の方は子育て情報についてネットで検索して情報を得ら

れていると思いますが、そういった施策は何かされていますかということで、４ペー

ジ目をごらんください。区役所からは、情報は全てホームページで公開し、Ｔｗｉｔ

ｔｅｒやＦａｃｅｂｏｏｋにも掲載しております。また、ＱＲコードを読み取ってス

マホからも見ていただけるようになっている取り組みもあります、との回答でした。  

 続いて３つ目、産後鬱や育児ノイローゼなどの対策は「よどっこ子育て支援事業」

で行われていますか。また、父親向けの冊子はありますか、との質問がございました。

区役所からは、子育ての相談に来られる方は結構いらっしゃいます。継続的な面談を

させていただいてもつらく感じる方にはクリニックの紹介もさせていただきます。父

親向けの冊子はすごく大事だと認識しており、少し前からこども青少年局に冊子の配

布を提案させていただいています。市内で実施される父親の育児教室などを御案内さ

せていただくこともあります。 

 それと次のテーマの淀川区将来ビジョンについては特に意見がございませんでした。 

 以上、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した。 

 続きまして、コミュニティ力向上部会の内容を西尾議長からお願いをいたします。  

○西尾委員 

 私、西尾からコミュニティ力向上部会の御報告をさせていただきます。  
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 お手元の「資料３ コミュニティ力向上部会議事要旨」を御覧ください。 

 私たちは、１月２９日に開催し、委員７名のうち６名が参加しました。そして、ま

ず議長、副議長を選出しまして、互選により議長に私、西尾が、副議長には板谷委員

が就任いたしました。 

 議題は「コミュニティづくり等の取り組みについて」と「淀川区将来ビジョン」に

ついてです。運営方針の「経営課題３ つながるまちの実現」、そして「経営課題４ 

区民のための区役所づくり」に挙げられた取り組みを中心に協議いたしました。 

 各委員から寄せられた主な意見などを御報告させていただきます。 

 まず、１つ目のテーマは、「つながるまちの実現」です。議事要旨２ページ目を御

覧ください。まず、１つ目の質問として、子どもの居場所づくりは個人でできません

か、という質問がありました。区役所からのお答えには、団体でされてる場合や個人

や友人関係で広げて実施されている場合など様々なケースがあるということ。それか

ら、区役所に来られて、費用面や場所、ボランティア等について相談をされる場合も

あるという回答でした。 

 そして、次のテーマは「区民のための区役所づくり」です。１つ目の意見として、 

「窓口ミシュラン」についてということで意見がありまして、数字だけで何が判断で

きるのかという思いがあります。区の仕事について苦情が出てきたら、それはそれで

対応されたらいいと思います。この評価だけを気にしないで日常業務に当たっていた

だきたいと感じるという御意見がありました。 

 また、職員の接遇に対して、次のようにありました。３ページ目を御覧ください。

接遇を改善していただきたいのは、住民からすれば、区役所だけでなく、ほかの関係

事業所なども改善してほしいという意見がありました。 

 そして次のテーマの「淀川区将来ビジョン」につきましては、特に意見はございま

せんでした。 

 その他といたしまして、時間がありましたので、皆さんにコミュニティ力向上部会
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について、どのような意見をお持ちかということをお聞きしました。お一人、お一人

から結構長い意見をいただきましたので、それは皆さんに御一読していただければと

思います。その他の意見、また御回答につきましては御一読いただければと思います。 

 これで、コミュニティ力向上部会の説明を終わらせていただきます。 

○福岡議長 

 どうもありがとうございました。 

 以上の３議長からの報告につきまして、部会の委員の方からも補足がございました

らよろしくお願いをしたいと思います。また、他の部会の皆さんも御意見がございま

したら、よろしくお願いをいたします。 

○西政策企画課長 

 議長、私から補足させていただきたいことがございます。 

○福岡議長 

 どうぞ。 

○西政策企画課長 

 安全・安心なまち部会で出された区役所の回答でございますが、「資料１」の２ペ

ージ、①のところで、各地域の避難所を知っている区民という質問につきまして、区

役所から、第２回の区民アンケートで調査しているので回答しておるかと思いますけ

ども、こちら第２回のアンケートが、今公表に向けて作業しておるところでございま

すので、アンケート結果がまとまり次第、委員の皆様方にも御説明させていただきた

いと思っておりますので、御報告させていただきます。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。そのほか御意見ございますでしょうか。 

 増田委員さん、よろしくお願いします。 

○増田委員 

 こんばんは。公募委員の増田です。よろしくお願いします。 
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 安心・安全なまちづくりの部会のところで、ちょっと質問したいんですけれども、

２ページ目の②災害が起きたときの福祉避難所についてなんですが、実は当地域は、

避難所運営訓練を２月にしまして、そのときに福祉避難所への移送という状況付与を

行いました。回答のところで、福祉避難所が開設されたその時点で順次移動し、とい

うふうになってるんですけれども、実は、そのときに順次移動ができないということ

で、一旦避難して、福祉避難所に移送するかどうかの判断は区役所、行政職員に委ね

るということが正解なので、そのとおりで訓練をしてほしいということを言われたん

ですね。ただ、そうなると、区役所職員さんというのは、災害が起きてすぐにはそれ

ぞれの避難所に来ないので、じゃあ、それを待つということになりますかということ

だったら、そうなりますということで、私たちは２月にそういった形のものをしたん

です。その状況付与をつくるに当たって、「福祉避難所・緊急入所施設設置・運営マ

ニュアル」が大阪市にあったのでそこを見たんですけれども、なかなかどういう形で

どうなるっていうのがすごく難しくてよくわからなかったんですね。なので、やっぱ

り福祉避難所とかってすごく大事なことだと思うので、本当に使いやすいようなマニ

ュアル化をするというようなことを地域の人と一緒に話し合って、これから改善して

いってほしいなと思うので、部会でそういったことも今後審議していていただけたら

と思います。以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 今の御意見に対して、区役所から御意見ございますでしょうか。 

○山本区長 

 本来、防災担当のほうから回答すべきかと思いますけども、２月１７日の防災訓練

ですよね。私も行かせていただいて、あのときは一旦来て、それで移設だということ

で車いすで押していってというような訓練やってはったんで、ちょっとその前段で、

その判断は区役所の人間がせなあかんというように、その指示がどこからきてたのか、
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区役所からなのか、アドバイザーの方から来てたのかどうかなんですけども、基本的

には、今おっしゃるとおり、切羽詰まってる状況の人が避難所に来られてて、それで

ふだんから連携してる受け入れ先がオーケーや言うてるのに、区役所の来てない担当

の判断を待たなければいけないというのは、ちょっと考えても不合理かなと思うので、

それは防災担当に状況を確認しまして、おっしゃってるような合理的な方向で取り組

んでいくようにしたいと思います。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

○増田委員 

 ありがとうございました。済みません、ちょっとよろしいでしょうか。  

○福岡議長 

 はい、どうぞ。 

○増田委員 

 そのときのその状況をつくりたいということを大阪市の危機管理室のほうに投げた

んですね。そのときのストーリーとしたら、来た方がどうも避難所で暮らすことが困

難なように思われますということで、それを区の災害対策本部にそういう人がいます、

開設している福祉避難所はありますかということを投げて、Ａ施設が福祉避難所にな

っています。でも、迎えにはいけないので誘導班に搬送してもらって連れてきてもら

えれば受け入れられますというようなストーリーはどうでしょうかというふうに言っ

たところ、正解は、まずはそこにいる職員さんに聞いてくださいというふうに言われ

たんですね。そこに職員がいるので、その職員さんが要援護者を見て、この人は福祉

避難所が適当というふうな判断を下した時点で、では、福祉避難所に移送しますとい

うストーリーにしてくださいということを言われて、１つかませるというのがあった

ので、まずはやってみようってことで、それかませたんですけど、どうも実際には合

ってないなというふうに思いながらしたので。まだ、メールのやりとり残っているの
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で、またそれを転送するようにいたします。済みません、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した。 

 この辺のあたりのルールをつくるということが必要なようですね。この問題は。あ

りがとうございました。いい御意見いただきましてありがとうございました。  

 そのほか。米山さん、よろしくお願いします。 

○米山委員 

 先ほど福祉避難所の開所についての問題点が提議されました。たまたま２月２２日、

テレビで茨木市の福祉避難所の開設訓練というのをやってまして、茨木市では診療所

とか医療施設とか約７０カ所と、万が一のときには受け入れますという契約をしてい

て、各地域ごとに要支援者がこの方はどこへ連れていくという、マニュアルを作って

るみたいなんですよね。それに、訓練に基づいて施設等に搬送をされていたんですが、

１つの課題としては、施設側としても入居者の面倒を見なきゃならん、新しく避難さ

れた方も面倒見ないかんということで人手不足だと。できれば連れてきた人もその場

でお手伝いしてほしいという意見がありましたね。ホームページに載っておりました

ので、先ほど事務局にコピーをお渡ししましたので、また安全部会等で検討していた

だきたいと思います。以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。そのほか御意見ございますでしょうか。  はい、どうぞ。 

○板谷委員 

 コミュニティ部会の板谷ですけども、コミュニティ部会で出た意見を見ておりまし

たんですが、東三国の事例として、マンションができまして、地域の人もマンション

が自治会をつくるについて、地域の仕組みのほうが決まっているとかの情報を提供し

つつサポートはそれなりにしてきたつもりなんですけど、なかなか大きなマンション

で、３００戸のマンションなんですけども、マンションとしての自治会が立ち上がら
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ない。立ち上がりかけてるんですけど、産みの苦しみをもうずっと１年半してるよう

な状況でして、そういうときに、まちセンですかね、そういった方を派遣していただ

いて、その辺のサポートもできないのかなと。今、まちセンのほうから、地域活動協

議会等に来ていただいていろいろお話も聞いてもらって、それをまたいろいろ情報を

循環してもらうようなことをしてきてますけども、そういうまだ立ち上がってないと

ころにそういうサポートをするようなことができないのか、できるのかちょっとお伺

いしたいなと思いまして、よろしくお願いします。 

○新井市民協働課長 

 市民協働課長の新井です。お世話になります。 

 新しい大型マンションができる際に、例えばよその地域の情報ですと、地域の福祉

計画とか、何々地域の活動内容を不動産会社のディベロッパーさんに、売り出しの前

から持っていって、例えば購入者にこういう地域はこういう防災訓練してるとか、こ

んな夏祭りをやってるとか、そのように地域を知っていただくということで、そこの

会社さんと、このマンションが建った場合には、必ず町会加入もしてくださいね、み

たいな下地づくりをやっているという事例がございます。また、まちセンさんのほう

でも市民協働課でも、そういう際に、例えば町会の加入チラシを作ってほしいという

要望がありましたら、その地域に応じた町会の加入チラシ等データをお渡しして、ち

ょっと地域さんで配っていただいているということもございます。なので、情報提供

するとか、何かお手伝いすることは可能だと思いますので、また個別に相談いただけ

たらと思っております。 

 そして、少し補足説明ですが、「資料３」の４ページで、板谷委員から地域の実情

把握をしてほしいというふうなお話もあったと思うんです、１月に。それで、２月１

３日の地域活動協議会の会長会議で、１８地域なんですけれども、地域カルテをつく

りましょうということで、一旦、概括的なデータ編とか地図編とか、特徴編みたいな

のは区役所からホームページで内容を作りまして、各地域の特色とか、メリット、デ
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メリットとか、いいところみたいなのを一旦サンプルとして提示させていただきまし

た。今後、各地域の会長さんも改選の時期とかありますので、また来年度、５月、６

月以降、そういう地域カルテみたいなものをもとにしてどんどん充実させていきまし

ょうということで、２月の地活協の会長会議では板谷さんの御意見も踏まえて提案さ

せていただきましたことを報告させていただきます。 

○板谷委員 

 ありがとうございます。それは非常にありがたいんですけども、先ほど、これから

町会づくり、自治会づくりをしようというところに直接的に乗り込んでいって、具体

的に何か、知らない者同士でうまく組織が立ち上がらないというところにまちセンが

行ってお話聞いて、こういうやり方したりとかどうですかとか、そういうことはやっ

ていただけるんですか。機能としてあるんですか。 

○新井市民協働課長 

 その地域の活性化とか、地域活動を支援するというのがまちセンの業務ですので、

どういう方法があるのかとか、例えば東三国のマンションで、東三国は地域活動協議

会としてこのようなことをやってますよということで、何かのおりに一緒に。 

○板谷委員 

 もう情報提供レベルぐらいしかだめなんですね、今の段階では。 

○新井市民協働課長 

 活動参加しませんかとか、やりようはあると思いますので、また打ち合わせとかさ

せていただけましたらと思っております。 

○板谷委員 

 手とり足とりということができないかなというところがあって。まあ情報提供レベ

ルですね。 

○福岡議長 

 どうもありがとうございます。そのほか御意見ございますでしょうか。  
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 よろしくお願いします。 

○久保委員 

 安全・安心なまちづくりの資料の４ページ、それの５番目です。宮原操車場のアン

ダーパスの蛍光灯が切れて暗いと。新しいものに交換できないものかということにつ

きまして、一応、今回、松田市民協働課相談調整担当課長さんのいろいろお力添えい

ただきまして、２月１５日、私、宮原操車場のアンバーパスの地下フロアへ行ってま

いりました。現地で確認しましたところ、全てＬＥＤの新品の蛍光灯が北行きと南行

きと取りかえ完了してます。これをもって区民の声から、「明るくなった」と喜んで

おられる方もおりましたので、今回、いろいろお力添えいただきまして、ありがとう

ございました。以上です。 

○福岡議長 

 そのほか御意見ございますでしょうか。増田委員、よろしくお願いします。 

○増田委員 

 済みません。先ほどの板谷委員のお話なんですが、私もとても同感で、新しく立ち

上げるための町会づくりというのは、そこは情報提供ぐらいではちょっと難しいのか

なと思いますし、あともう一つも、本当に高齢化をしてしまって、町会の持続自体が

とても難しくなってるところもたくさんあると思うんですね。地域カルテの前に、本

当にそれぞれの町会の聞き取りというの必要だと思っているし、そこのところは確か、

市政改革プランの中にも一番小さなコミュニティである町会への支援というようなも

のがうたわれていたと思うので、そこは本当に市民も一緒になって町会の立て直しと

いうものをしてこその地域活動協議会とか、地域もしっかりできてくるというふうに

思うので、そこは今後話し合っていくべきところかなというふうに思います。 

 以上です。 

○福岡議長 

 役所のほうから何か御意見ございますでしょうか。 
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○新井市民協働課長 

 市政改革プランでももちろん団体支援とか町会支援ということがうたわれておりま

すし、以前から本当にできる範囲ではやっておりますので、淀川区２２０町会ござい

ます。できることから、小さなことですけど、もちろんそれはやっていきたいと思っ

ております。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。そのほか御意見ございますでしょうか。一丸委員さん、よ

ろしくお願いいたします。 

○一丸委員 

 先ほどの地域の活性化、すなわち、新しいマンションができて、そのマンション、

仮に５０世帯でしたら、町会に入らないというふうに。うちのほうも新しいマンショ

ン建設中に、その建設業者の方にこういうことで町会に入ってください、町会費は幾

らですということを完成したら入居者に言っていただいて、入ってくださいよと言っ

てる場合もあるそうなんですけどね。それでも建設業者はつくったらつくったで、ま

た新たな業者のほうに売り渡しして、その意見が伝わらずに、今度新しい各業者にう

ちの町会費を払ってくださいよということで催促するんですけども、なかなかいい返

事がいただけない場合が多々あるんです。新聞の折り込みなんかで、マンションの売

り出しとか見てますと、いろいろ家賃は何ぼとかありますけども、築何年とか書いて

あってね、その下のほうの欄に必要経費で町会費月２００円とか書いてる、そういう

新聞の折り込みもありますし、これはもう不動産の売買、賃貸等でする場合、不動産

屋さんがそういう入居予定者の方に重要事項の説明をしてはるのかどうか、それが重

要事項に当たるのか、当たらないのか、ちょっと私、その辺わかりませんけどね。一

部のチラシでは町会費とうたってはるので、恐らく入居者の方に説明してはると思う

んですけどね。なので、よからぬ不動産屋さんがおって、重要事項説明であるにもか

かわらず説明せずに入居、募集なり売買されてるんじゃないかと思うんですけどね。
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これはまた事務局のほうで調べていただきたいんですけども、果たして町会費が必要

というのを重要事項説明に当たるのかどうか勉強していただきたいなと思います。  

○福岡議長 

 ありがとうございます。何か御意見ございますでしょうか。 

○新井市民協働課長 

 一度調べてみますけど、町会の加入というのが任意加入になっておりまして、強制

加入ではないので、その辺がやはりちょっと、私どもも皆さんの地域で、この町会費

で、例えば防犯灯の電気代が払われてるとか、防災訓練やら夏祭りも町会費の一部が

充当されてるんですよということをＰＲしながら、加入促進につなげていきたいと思

います。 

○一丸委員 

 私ども町会では、加入促進のために広報部会で作った冊子がありますので、年４回

発行していると。それをまとめて見せて、こういうふうに行事をしておりますし、町

会費はこういうふうに使われてますというので、それプラス町会の決算書とか付けて

催促はしてるんですけどね。ナシのつぶていうんか、連絡がないっていうわけです。 

○福岡議長 

 どこの町会でもこの悩みがあるんですけども、役所のほうも、町会に入ってくれよ

というような方法を、真正面からしてていただけたら一番いいでしょう、それはちょ

っと無理だと思いますので、サイドから何かいい方法があればと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 そのほか御意見ございますでしょうか。 

○増田委員 

 それに関して、私も事前に質問をして、「資料４」の一番最後のページのところに

書いてあるんですけども、町会加入は本当に半分ぐらい、５０％ぐらいというような

ことで、入らない理由というのがわかっていますかというところで、わかっているん
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です。そういうところで、そもそも住んでいる地域の特性とか課題を知らないとか、

内容を知らないということが多くて、参加していない理由として、「参加したいと思

わない」ところはもうしょうがないかなと思うんですけど、「時間の都合が合わな

い」というのと、「参加したいがどんな活動をしているかわからない」という回答の

ところは可能性があると思うんですね。だから、やっぱりこういった区民のみんなが

集まるようなところでアイデアを出し合いながら、とても魅力的なパンフレットの作

成というものをして、町会に入ろうみたいなキャンペーンをしたほうがいいんじゃな

いかなというふうに思っています。 

○新井市民協働課長 

 どうも貴重な意見ありがとうございます。町会の加入促進とか、団体支援に関しま

して、増田委員の御意見にもありましたように、何かそういう魅力づくりをするよう

に来年度もぜひ前向きに進めてまいりたいと思います。どうもありがとうございます。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 意見がまだまだあるようでございますけれども、次の議題に移っていきたいと思い

ます。 

 議題２、３の２０１８年度の運営方針（案）、予算につきまして、事務局から御説

明をよろしくお願いいたします。 

 皆さん方、事務局の説明後、まとめて意見を頂戴する予定でございますので、よろ

しくお願いいたします。事務局、よろしくお願いいたします。 

○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。 

 私より、２０１８年度淀川区運営方針（案）策定について御説明申し上げます。 

 お手元「資料５ ２０１８年度淀川区運営方針（素案）から（案）への修正一覧」

及び「資料６ ２０１８年度運営方針（案）」を御覧いただけますでしょうか。「２
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０１８年度運営方針（素案）」につきましては、１２月に開催しました第３回区政会

議、あるいは１月の部会でこの内容をお示ししたところでございます。その後、事業

の内容の見直しである、あるいは区役所に寄せていただきましたアンケートの結果で、

明らかになった数値などに合わせまして素案を修正した箇所を一覧にしたものが「資

料５」となっております。また、それを反映して「運営方針の（案）」として作成し

ておるのが「資料６」となっております。その内容につきまして、この「資料５」と

「資料６」に基づきまして、時間の都合でかいつまんだ御説明になることをお許しい

ただきまして、私から説明をさせていただきます。 

 まず、「資料５」の１ページ目、最初の項目でございますが、区の目標、何をめざ

すのかについてでございます。素案では「みんなの笑顔をつなげるまち」となってお

ります。これ、もちろんこれ、改めて説明するんですけども、将来ビジョンサブタイ

トル変更に合わせまして、「みんなの笑顔がつながるまち」に将来ビジョンのほう変

更しておりますので、それに合わせてこちらも変更しております。「資料６」では、

１ページの一番上の欄がそれに該当する部分でございます。 

 続きまして、「資料５」の１ページの中ほど、「英語交流事業」、こちらにつきま

しては、これまでの取り組みの結果、事業が一定成果が定着したものと考えまして、

運営方針からはその項目を外しておるものでございます。その下の「児童、生徒の体

力づくり支援事業」につきましては、素案を作成後に注力すべき内容を変更したため、

当該記載内容を修正するものでございます。「資料６」の１４ページがその該当箇所

になっているところでございます。 

 続きまして、「資料５」の２ページから３ページにかけましては、本年度策定され

ました市政改革プラン２．０（区政編）の提言を受けまして、地域に根差した活動で

あるとか、地域活動協議会支援などを主な内容とするものでございますけども、その

策定を受けまして、これを修正したり、記載内容を追加しているものでございます。

「資料６」では、３４ページから３７ページにかけてが該当しておる箇所になってお
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ります。 

 「資料５」の４ページから７ページにかけましては、先般、区役所で実施しました

区民アンケート結果を受けて、アウトカム、成果指標などを変更したり、あるいは目

標数値を改めて定めておるものでございます。修正箇所は「資料６」でいきますと、

いろいろな箇所にまたがっております。 

 あと、「資料５」の８ページ以降は、現在集計中でございます第２回のアンケート

結果を受けまして、平成２９年度の実績が定まれば必要に応じて今後修正をする項目

になっております。このうち、項目番号１の「犯罪抑止に配慮したまちづくりの促

進」、番号３の「学校教育支援」、番号４、「発達障害児等子育て支援事業」、番号

１０及び１１、「地域活動協議会等、支援に関するもの」でございますけども、これ

らにつきましては、アンケート結果を踏まえて、そこにお示ししてるような案で、現

在案となってるものから、案が通る段階では、そこに記載のとおり修正することを考

えておるものでございます。 

 以上、申し上げた内容を踏まえて、現在、運営方針（素案）から（案）に修正した

ものをお示ししております。これは簡単に申し上げますと、「資料６」ということに

なります。 

 ２０１８年度の運営方針では、前回の区政会議でも説明申し上げましたが、重点的

に取り組む経営課題が４点ほどございます。「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」とな

っております。素案の段階で、お示しした全体計画の構成についての変更はございま

せん。本日この詳細な内容については割愛させていただきたいと思います。  

 本日のこの会議の御意見を踏まえまして、４月上旬にはこの運営方針の（案）がと

れる形で正式な淀川区の２０１８年度、平成３０年度の運営方針として公表したいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 私からの「２０１８年度運営方針」の説明、以上でございます。 
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○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。 

 座らせて説明させていただきます。 

 私からは２０１８年度の淀川区関連予算案について御説明申し上げます。あらかじ

め申し上げますけれども、本予算案につきましては、現在、大阪市会で審議中でござ

います。まだ案という段階でありますことを御了解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。 

 それでは、「資料７ 淀川区２０１８年度（平成３０年度）区長自由経費予算要求

額一覧」を御覧ください。 

 第３回の区政会議では予算の概要ということで大まかな数字をお知らせしたところ

でございますが、今回の資料では各事業別予算を前年度と比較した形の資料を御用意

させていただいております。この区長自由経費と申しますのは、区長が裁量権をもっ

て区役所で実施する事務事業のことでございます。ほぼ、区役所の運営事業、もう全

てこの金額で賄っておるというものでございます。 

 予算額は裏面を御覧いただけますでしょうか。「資料７」の裏面でございます。中

段に「区まちづくり推進費計」という欄がございます。こちらの「３０年度要求額」

というところをおりていっていただいて、３億７，８６５万２，０００円、こちらが

３０年度の淀川区役所の区役所の運営及び事業の遂行経費という形になっております。

前年予算額が３億９，２３３万２，０００円となってございまして、１，３６８万円

の減ということになってございます。この予算額につきましては、前回、区政会議で

御報告した額と変わってございませんのでそちらのほうもあわせて御報告いたします。  

 この２０１８年の区長自由経費予算なんですけれども、前年予算の３％を削減する

ということで財政当局からの指示もございまして、一覧を御覧のとおり、ほぼ全事業

にわたりまして、調達単価の見直しを行いましたり、事務経費の見直しなどを行いま

して削れるところは削ってまいったというところでございます。ただ、これまで取り
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組んでまいりました事業の遂行に影響が出ないように心がけて作成してまいりました。 

 なお、各事業で運営方針に対応しておりますものにつきましては、一覧表右の欄に

「２０１８年度運営方針対応項目」というふうに記載しております。運営方針をお読

みいただく際に合わせてこちらもご覧いただければ、その運営方針に対応します予算

額がこちらのほうでわかるというものになってございます。 

 また、運営方針に記載しております事業で教育委員会の予算や区ＣＭ予算、これ区

長がシティマネジャーという立場でその予算の執行に当たっては意見を述べることが

できるという予算なんですけども、区ＣＭ予算と呼ばれております。こちらによりと

り行われるものは、この一覧表の、また裏面をごらんいただきたいんですけども、そ

ちらの裏面下部に参考ということで、「教育委員会事務局予算」、それと「区ＣＭ自

由経費予算」というところで記載させていただいております。こちらの運営方針のほ

うの番号が入ってございますので合わせてごらんいただきますようお願いいたします。 

 ただ、この区のＣＭ予算というのは、区の運営方針、事業としては運営方針の中に

載っておりませんので、運営方針と合致させることはできないんですけれども、教育

委員会の事務局予算につきましては、運営方針と対応しておりますので、ごらんいた

だければと思います。 

 財政状況厳しい中ではございますけれども、今後の運営方針の実行、それと将来ビ

ジョンの実現、それに向けまして効率的、効果的な予算編成に取り組んでまいったと

ころでございます。 

 私のほうから２０１８年度予算（案）につきまして、御報告申し上げました。以上

でございます。よろしくお願いいたします。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、２０１８年度の運営方針及び予算案につきまして、皆様方から御意見い

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。何かございませんでしょうか。  
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 私から、基礎的な質問で申しわけないんですけども、教育委員会事務局予算という

のがございますけれども、これは大阪市からこの範囲でやってくださいというふうに

予算が出てくるんでしょうか。それとも淀川区から申請してこの予算が出てくるもの

なんでしょうか。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長、榊原です。お世話になります。 

 この予算につきましては、教育委員会から各区の学校の規模により配分がございま

して、その配分の範囲内で予算をいただいているということになっておりまして、こ

ちらから申請するわけではなくて、教育委員会が割り当てているということです。 

○福岡議長 

 なるほど。この事業につきましては、こちらでつくるという形になってるわけなん

ですね。 

○榊原教育支援担当課長 

 もう少し詳しく言いますと、区のほうで立案するんですけど、その際にはもちろん

各小学校、中学校の校長先生と教育行政連絡会という会合がございまして、その中で

要望を聞いたり、また子ども教育会議ということで、子育ての関係とか教育に関係す

る会議体を別途設けておりますので、そこでいただいた御意見の内容を吸い上げて事

業化するというものでございます。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございます。 

 皆さん方のほうで御意見ございますでしょうか。 

 和田委員さん、何かございませんでしょうか。 

○和田委員 

 基本的には予算が減額されるということを考えると、その予算をうまく使うという

のが必要になってくると思うんですけども、ただこの、具体的に取り組む内容はよく
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わからないので、具体的にうまく使っていただくしかないのかなと思っています。や

っぱりこの世の中お金がないとできないことも多いかと思いますけども、ボランティ

アの力も結集して、何とか淀川区がより住みよい町になるように頑張りたいと思いま

す。以上です。 

○福岡議長 

 ないですか。 

 私からもう一つ、ちょっとお尋ねするというかすばらしいなと思うんですけども、

このアウトカムの中で、区民アンケート結果で「区役所が地域、企業、警察と連携し

て取り組む防犯活動が犯罪防止に役立つと感じる区民の割合」が幾らかということで、

このアンケートとられてるんですけども、「役に立つと感じる」「どちらかといえば

役に立つと感じる」の両方合わせますと９３．６％の方が役立ってると感じておられ

るんですよね。これ実は驚異的な数字だと私は思うわけですよ。それはなぜこんなに

すばらしい値が出るのかという、これは本当に、これがなぜこんなにすばらしい数字

が出るのかいうことをほかの事業にも水平展開していただけたらなというふうに、私

は思います。 

○新井市民協働課長 

 どうもありがとうございます。日頃、皆様が一緒に地域の活動をしながらいろいろ

なことを啓発していることが本当に地域の皆様、日頃から御覧になってよく感じてい

ただいている結果だと思っておりますので、行政が地域の皆様や企業、警察などと連

携していることはほかにも多々ございます。西中島のクリーンでもそうですし、自転

車の啓発等もそうですし、交通安全の啓発も皆様と一緒にやっていることでございま

すので、そのような好事例を展開していくように努力してまいりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 
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 これ、私、このよどマガの力がすごいんじゃないかなというふうに思ったんですよ、

実は。そう思ったんですが、といいますのは、この６番、６の項目で区役所が相談や

問い合わせの内容について適切に対応したと思う区民の割合、これまた７７．２％っ

てすごいんですよ、これ。これはひょっとしたらよどマガかないうの思ったんですが、

そしたらほかのところで情報が伝わってるかというような項目になりますと、どうも

落ちるんですよね。ということでそうでもないんかなと思うんですけども、何せすば

らしい値、ほかの事業にも水平展開できたらなというふうに私は思います。  

 そのほかの皆様方、御意見ございますでしょうか。 

 増田さん、よろしくお願いいたします。 

○増田委員 

 そうであるならば、その上の段階のところで、備蓄に対するアンケートが「７日分

以上蓄えている」というところがすごく少ないということが出ていると思うんです。

それをさっきのところのと展開するというような感じで企業と組んでスーパーとかに

日頃から備蓄をしておきましょうというのを、水のコーナーであったり、それからレ

トルトや缶詰のコーナーのところにすると、若い人がなかなか防災訓練に出てきてな

いということで、子育ての方たちには親子での防災講座とかをすると、もしかすると

いろいろな啓発ができるかもしれないんですけれども、若くて単身でっていうと、ど

うしても自信もあるし、自分は大丈夫だろうというふうに思いがちなので、そういう

方が行く、それこそコンビニなんかだと若い人が来ているかもしれないので、そうい

ったところと組んでどんなものを備蓄しましょうとか、家具を固定しましょうという

ようなものを入れていくと、だんだんに備蓄をする人の割合が上がっていくんじゃな

いかなというふうに思います。 

○新井市民協働課長 

 どうもありがとうございます。前向きな御意見いただきましたので、コンビニです

とコンビニ連絡会とかございますし、スーパーのほうもそのような会合がありました
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らそのような宣伝もさせていただきたいと思います。ありがとうございます。  

○増田委員 

 よろしくお願いします。 

○福岡議長 

 そのほか御意見ございますでしょうか。 

○石田委員 

 田川の石田です。「区ＣＭ自由経費予算要求額」のところで、１番、「児童いきい

き放課後事業」というのがあるんですけども、学校選択制が始まりまして、学校説明

会に行ったときに、ある学校では７時まで開催しているということで、今、自分の校

区は何時までですかという問い合わせに６時までですという学校があるそうなんです。

同じ中学校区の中で６時までと７時までの活動の違いがあるのはなぜでしょうか。  

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長、榊原です。 

 「児童いきいき放課後事業」なんですけども、これにつきましては、ちょうど平成

３０年度から事業者が選定変わりまして、新たにすることになりました。ただ、実は

同じ事業者が引き続き落札しましたので同じ事業者がやるということになりました。

契約内容も再度結び直しますので、内容が若干変更になっております。平成３０年度

から７時まで延長する部分につきまして、どういうふうにするかといいますと、基本

的にこの延長を希望される方がその学校で５名以上いた場合に５，０００円御負担い

ただけるというのを納得いただけましたら、それを事業者に言っていただいて、事業

者がそこから延長部分の担い手を探すという仕組みになっております。従来からの事

業者が引き続きやっておりますので、従来から５名以上集まっているところは問題な

く、引き続きされることになると思うんですけども、今まで６時だったところを新た

に７時までにするということになってきますと、５名以上手を挙げていただくという

必要がまず出てきます。そこから事業者が担い手を探すという仕組みになっておりま
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すので、そこで若干差が出てくるのかなと思います。 

 もう少し説明させていただきますと、平成２９年度のときは、夏の段階で学校選択

制冊子というなものをお配りしたときに、そこに「児童いきいき放課後事業」の御案

内を挟み込んだので、そこから手を挙げる期間が、例えば夏から３月末までに十分あ

るので、そこで私も延長したい、預けたいという声が出たんです。この４月に事業者

が切りかえになりますので、どの事業者がなるかわからないので、募集のスタートが

どうしても平成３０年度は遅れてしまったいうところがありまして、委員がおっしゃ

るようにスムーズな手挙げと実行というのが難しくなったいうところがあろうかと思

います。これは区役所の事業ではなくてこども青少年局の事業なんですけど、私ども

のほうからその辺のところをもう少し丁寧に、募集の際にも見ていただけるようにお

願いは、今しているところでございます。 

○福岡議長 

 ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。 あと一つ、何かご

ざいますか。よろしくお願いします。 

○福島委員 

 福島です。よろしくお願いします。 

 先ほど運営方針の修正についてお話があったと思うんですけれども、「資料６」の

３４ページで、「自治会・町内会単位の活動に参加している区民のうち、自治会・町

内会単位の活動に対する市からの支援が役に立っていると感じている区民の割合」が

６２％になってるんですけれども、２０ページのところのアウトカムのめざす状況を

数値化した指標の中の目標が２０２０年度までに５０％になったままになってると思

うんですけれども、どちらが正しいんでしょうか。細かいことで済みません。  

○新井市民協働課長 

 済みません、２０ページのところは、お住いの地域で日ごろから御近所同士で「声

かけ」で「見守り」「助け合い」「支え合い」が行われていると感じる区民の割合と
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いうのが５０％で、微妙に質問内容が違うんですね。このときの回答率が今年度は４

３％ぐらいでしたので、この内容に関しての目標としては、中長期の目標なんですけ

れども、まだ５０％に満たないので５０％で上げたいと思っております。そして、３

４ページは、「自治会・町内会単位で活動に参加している区民のうち、その活動に対

する市の支援が役に立つ」、質問内容が微妙に違っているんです。なので、答えがそ

れぞれ違っているということでございます。 

○福島委員 

 わかりました。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した。 

 次の議題に移りたいと思いますけど、よろしゅうございますでしょうか。  

 それでは、「議題４ 淀川区将来ビジョン２０２２（案）」につきまして、事務局

より御説明をよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 改めまして、政策企画課長、西でございます。 

 私より、「淀川区将来ビジョン２０２２（案）」について御説明いたします。「資

料８」を御覧いただけますでしょうか。 

 この将来ビジョンにつきましては、前回の区政会議で素案の考え方などをお示しし

たところでございます。今から申し上げることは、そのときと内容が重複する部分が

多々あるかもしれませんが、そこはお許しいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 まず、この将来ビジョンの考え方でございますけども、現在の淀川区将来ビジョン

は、区がめざすべき将来像やその実現に向けてその展開の方向性を明らかにするため

に平成２４年４月に概ね５年後の淀川区の姿を見据えて作成したものでございます。 

 今年度、平成２９年度が現在、淀川区役所がもっております将来ビジョンが最終年
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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して、それがお示ししておる「資料８」、ということになってお

ります。 

 この将来ビジョンの策定に当たりましては、現在淀川区役所が持っております将来

ビジョンに掲げた主要政策を引き継ぎながら、淀川区の現況や大阪府全体の施策を踏

まえて修正を加える予定にしておるものでございます。 

 今回、案として「資料８」にお示ししておりますけれども、表紙のサブタイトル、

「みんなの笑顔がつながるまち」とある部分を御覧いただきたいと思うんですけども、

素案では、ここが「みんなの笑顔をつなげるまち」というふうになっておりました。

これにつきましては、１月に開催いたしました部会でも御説明いたしましたが、１１

月２０日から１２月２２日にかけて実施いたしました、この将来ビジョンに対するパ

ブリックコメントにおきまして行政が笑顔をつなげるのではなくて、自然と住民の皆

さんの笑顔がつながるようなまちづくりをめざすべきだろうという御意見を頂戴いた

しまして、我々淀川区役所といたしましても、その御意見に賛同することといたしま

して、ここのサブタイトルの表現を変更することにいたしております。この表紙以外

の部分でも、例えば２ページのところの区長の挨拶のところでこの定義があろうかと

思いますけども、上から４行目のところ、サブタイトル、「みんなの笑顔がつながる

まち」。あるいは７ページ、上のほうに枠囲みの欄、サブタイトル、「みんなの笑顔

がつながるまち」という表現があろうかと思いますけど、関係する記述の箇所につき

ましては、全てこの表現に修正しておるところでございます。 

 あとの将来ビジョンの基本的な考え方、素案のときにお示ししました、まず８ペー

ジにあります経営課題４つを掲げておったところ、大きな構成、表現につきまして、

素案からは大きな変更はございません。変更した箇所については、このサブタイトル

の部分、「みんなの笑顔がつながるまち」という形に変更してるところでございます。  

 本日のここの会議の結果を踏まえまして、今お手元にお示ししておりますそれぞれ
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の案を、案をとった形で正式に淀川区の将来ビジョンとして策定してまいりたいと考

えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、将来ビジョンについての説明とさせていただきます。  

○福岡議長 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、委員の皆様方の御意見、質問がござい

ましたら、よろしくお願いいたします。ございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、次の議題に移りたいと思います。 

 その他でございます。もと区役所跡地の検討状況について、事務局より御報告をお

願いいたします。 

○西政策企画課長 

 引き続き、政策企画課長、西でございます。 

 本日、もと区役所跡地につきまして、資料は用意しておりませんが、口頭にての説

明とさせていただきます。 

 ここの区役所跡地の検討状況についてでございますけども、元あった区役所、平成

２１年３月に供用廃止いたしまして、今、皆さん方おられます現区役所庁舎にその機

能を移転しておること。区役所の跡地は原則売却することになっておりまして、その

売却益は、今あります区役所庁舎の建設費に充当するのが大阪市の方針になっている。

また、区民から募集した意見などを踏まえながら、淀川区役所といたしまして、区役

所の跡地に図書館を整備するため検討を進めているところでございます。 

 また、その跡地に図書館整備することを中心とした活用を実現するために、事業者

の意見を聞きまして、公募条件の整理することを目的としたマーケットサウンディン

グを実施していることを前回の区政会議で御説明いたしましたところでございます。  

 この最後に申し上げましたマーケットサウンディングについてでございますけども、

１１月に要綱を公表いたしまして、２月に事業者の対話、ヒアリングを実施いたしま

した。対話には８つの企業の参加を得たところでございます。参加いただいた事業者
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からは、図書館に併設する施設といたしまして、教育施設であるとか、スーパーマー

ケット、スポーツ施設、医療機関、分譲住宅、ホテル、こういった提案の頂戴を受け

ておるところでございます。大阪市にとってより有益な収支状況を確保する必要があ

る中で、この提案内容をどのように採用するか、現在、慎重に検討しているところで

ございます。また、このマーケットサウンディングの提案内容、現在、整理中でござ

いまして、対話に参加した事業者にもその内容を御確認いただいた上で、サウンディ

ングの概要を近々公表したいと考えております。そのマーケットサウンディングの内

容を踏まえて区役所跡地売却に向け、事業者公募作業にも早急に取りかかりたいと考

えておるところでございます。 

 以上、雑駁ではございますけど、現在のもと区役所跡地の検討状況についての説明

とさせていただきます。 

○福岡議長 

 今の御報告に何か皆様方の意見ございますでしょうか。質問事項ございますでしょ

うか。米山さん、よろしくお願いいたします。 

○米山委員 

 以前、旧淀川区役所の跡地について、民泊とかいろいろ提案したんですけども、１

つ気になった点は、地元の企業がうるおうことも頭に入れて進めていただきたいと思

うので、よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 まちづくりに資するような形での事業の提案を検討させていただきます。 

○福岡議長 

 そのほかございますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○西尾委員 

 ヒアリングが終わったということなんですけど、実際の業者が決まるというのは、

まだまだ先のことなんでしょうか。 
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○西政策企画課長 

 まだ先でございます。今、事業者がどんなニーズを持っておられるかというのを今

回、２月の対話で聞き取ったところでございますので、それを受けて、我々どのよう

な形で売却に向けた公募条件を決定すればいいのか、これから役所内部でいろいろ調

整しないといけませんので、公募条件を固めて、固まってもまた公募開始までにいろ

いろな手続がございますので、その手続きを踏んで、公募開始、事業者決定というこ

とになります。いましばらく時間はかかりそうな感じでございます。 

○西尾委員 

 ありがとうございます。 

○福岡議長 

 何かタイムスケジュールみたいなのがあるわけでしょうか。 

○西政策企画課長 

 もうこれ９年になろうとしておりますので、早いことしなさいというようなことは

方々から言われてます。私らも一日も早くやりたいところではあるんですが、調整し

ないといけないことが多々ありますので、できれば平成３０年度には事業者公募に向

けた作業に着手したいと考えてはおります。ただ、それもどうなるのかは、今後の調

整ということになるので。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。そのほかあります方。 

○板谷委員 

 この区政会議の場でまた公募された事業者というか、業者の提案みたいなものに対

して、この区政会議の場で何か意見を言うような場面はあるんですか。 

○西政策企画課長 

 公募条件に対してでしょうか。 

○板谷委員 
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 いや、公募して、これから何か設計業者というか、そういうのを決めるんですね。  

○西政策企画課長 

 その公募を開始するまでの公募条件を検討するところでございますので、その公募

開始するまでの今、準備作業中という感じです。 

○板谷委員 

 今後また跡地利用について計画されたものについて、何か区政会議の場で我々が意

見を言うような場面はあるんですか。 

○西政策企画課長 

 また進捗状況等、この場で報告する場面があろうかと思いますが、そのときまた御

意見を頂戴をしたいと思います。 

○福岡議長 

 そのほかございますでしょうか。一丸さん、よろしくお願いいたします。 

○一丸委員 

 将来ビジョンとかいろいろ見させていただいたんですけども、前区長は私のとり方

がちょっと違うかもわかりませんけど、ＬＧＢＴ支援に力を入れてはった感じなんで

すけどね、現山本区長は、いろいろ支援事業を区長としてされるんですけども、特に

こういう方面に力を入れたいなという事業はあるんでしょうか。 

○山本区長 

 ＬＧＢＴにつきましては、ちょっと前回も申し上げたと思うんですけども、前区長

は、全国でも先駆けて取り組まれたというのは非常にすばらしいことだというふうに

思っております。ただ、私自身としては、ＬＧＢＴの方の人権の問題につきましては、

本来、淀川区だけの問題じゃないだろうと、大阪市全体で取り組むべきだろうという

ことで、市民局のダイバーシティ推進室というところがあるので、そちらのほうの取

り組むべき事業じゃないかなということで働きかけてまいりましたし、ちょうどうま

く吉村市長も力を入れてくださってますので、そちらのほうに順々にシフトしていく
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というような形になっております。ただ、先進的な取り組みをやっていたということ

で、ほかの区でもやっていくというようなことで、淀川区が今までやってきたことを

全部手のひら返したように今後一切いしないということではないですけども、余り極

端に淀川区だけでいろいろなことをするという時期は過ぎたのかなと。 

 それであれば、今、私が思ってますのは、明日起こってもおかしくないんですけど

も、南海トラフ地震とか、そういう防災面の重要性がどんどん高まってると思うんで

すね。先ほどもありました新東三国の防災訓練の避難所開設訓練とか見学に行かせて

いただきましたけども、区役所自身の防災訓練がまだまだ十分でないなというのも反

省してるところでございます。ということで、いろいろ防災時の通信手段とかで予算

面でも取り組んでいったりしておるんですけども、従来の伸びゆく教育・子育てに力

を入れるというところはもちろん継承しながらも、区民の皆さんの幸せの根本はやっ

ぱり安全・安心だと思うので、そういったところに力を入れていきたいなというふう

に考えているところでございます。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。そのほかございますか。御意見ございませんでしょうか。  

 ないようですので、次の議題のほうに移りたいと思います。 

 平成３０年度の区政会議について、事務局のほうより御説明をお願いいたします。  

○西政策企画課長 

 政策企画課長の西でございます。 

 「資料９」を御覧いただけますでしょうか。 

 来年度の区政会議の開催予定をお示ししております。上の段でございますけども、

運営方針、あるいは予算編成業務の年度の予定表、下の段が区政会議の開催予定時期

と主な議題案を示しておるものでございます。全体会議のみの開催候補日を記載して

おりますが、このような予定表を作成いたしましたのは、区政会議委員を対象とした

アンケートで事前に区政会議の日程を決めておいてほしいとの御意見を頂戴いたしま
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したので、来年度の大よそのスケジュールを作成させていただいたものでございます。

大よそと申し上げましたのは、現時点では大阪市会であるとか、あるいは急遽開催さ

れるかもしれない選挙などの影響を見通すことが困難なために、全体会議の日程の候

補日のみをお示しさせていただいておるところでございます。御理解いただきますよ

うお願いいたします。 

 なお、開催予定日に水曜日と金曜日は含まれておりませんけども、水曜日は区役所

のノー残業デーということで、残業しないという日になっております。また、金曜日

は区役所の開庁時間延長となっておりますので、水曜日と金曜日を外す形で今、調整

したいと思います。 

 なお、区政会議の開催日につきましては、これまでも複数の委員から運営方針や予

算の編成段階から議論を行いたいと御意見をいただいております。平成３０年度はそ

のような御意見、対応を踏まえた日程にさせていただいております。まず、５月に部

会を開催いたしまして、平成２９年度の振り返りを行いながら部会のテーマごとの御

意見いただきまして７月の全体会議でそれらを共有して議論を行っていただくことで、

次年度の運営方針策定、あるいは予算編成の参考材料とすることが可能な開催日程に

なっているのではないかと考えているところでございます。どうぞよろしくお願いい

たします。以上でございます。 

○福岡議長 

 ただいまの事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問ございますでしょ

うか。ございませんか。 

 ないようでございます。本日の議題は以上でございます。進行は事務局のほうにお

返しをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 それでは、福岡議長、議事進行ありがとうございました。 

 次回、来年度の区政会議につきましては、部会を５月に予定をしております。日程
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はまた調整させていただきたいと思いますが、お忙しいとは思いますが、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、これをもちまして第４回淀川区区政会議を終了いたします。  

 皆様方、本日も長時間にわたる真摯な御討議、ありがとうございます。お手元に御

意見票を置いておりますので、今お書きいただいても結構ですし、また、お持ち帰り

いただきまして、お気づきの点があればこちらのほうにお送りいただき、我々のほう

へ忌憚なき御意見を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。  

 長時間にわたりましてどうもありがとうございます。 

 

―了― 

 

 

 


