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平成２５年度政策実績報告会会議録 

○ 日 時：平成２６年５月３０日（金）午後２時～午後３時３０分 

○ 場 所：市庁舎１８階大会議室 

１ 開会挨拶 

○甲田経営企画部長 

経営企画部の甲田でございます。本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがと

うございます。政策実績報告会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

本市では、平成２０年度から、事務事業を計画あるいは目標を立てて、計画の進捗状況

や目標達成度を日常的に管理し、これらの計画や成果についての総括を行い、次の事業に

反映させていく、ＰＤＣＡ管理手法による事業管理を進めております。平成２３度からは、

後期基本計画の進行管理にも取り入れ、事業の進行管理から施策の進行管理まで行うもの

としております。また、市政マニフェストにつきましては、第２次実施計画の重点事業と

位置づけ、マニフェストの事業ごとに実施状況を把握し、市民に見える形で公表をしてお

ります。

本日の政策実績報告会は、平成２５年度の政策実績、市政マニフェストの進捗状況につ

いて、市長へ報告し、講評・指示をいただく場でございます。当報告会については、前年

度の事業実施内容について課題・問題点を早期に洗い出し、改善策を講じ、すみやかに当

該年度以降の事業実施にどう生かしていくかが重要であります。本日の報告会での市長講

評等を踏まえ、今後の事業に反映させるため、職員一人ひとりがスピード感を持って対応

していかなければならないと考えております。

今年度は、平成２７年度を初年度とした第３次実施計画の策定に取組む年度でもありま

す。これからも皆様のご協力を得ながら、政策実行に取り組んでまいりたいと思います。

簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。 

２ 政策実績報告 

説明員：事務局 

資 料：政策実績報告資料 
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○平成２５年度事業別政策実績報告について 

平成２５年度は、後期基本計画第２次実施計画の１年目にあたりますので、まず、その

実績についてご報告いたします。 

  政策実績報告資料の１ページをご覧ください。この表は、部門別計画の部ごとに集計し

ており、一部、節を重複する事業もありますが、総事業数は 289 となっております。目標

に対する実績に応じた達成度を ABCD で表しています。 

集計結果は、100％以上の達成度である A は 289 事業中、約半数の 151 事業、80％以上

の達成度の Bは 78 事業となっており、A.・B 合わせて 79.3％の達成度となっております。 

各部局の実績については、様式 2を用いて、後期基本計画の施策ごとに報告いただいて

おります。また、289 事業の個別の詳細については、後日、企画室のキャビネットに掲載

させていただく予定です。 

○市政マニフェスト事業について 

続きまして、第２期市政マニフェストの平成２５年度の実績について、説明します。 

まず、全体の事業の数値を基にした実績です。 

ご覧の表は、縦列には市政マニフェストの柱を項目別に記載しており、横列には施策、

事業の進捗状況を「実施」、「一部実施または進行中」、「未実施または検討中」の三つに分

けて表示しています。全項目 147 のうち実施は 109 項目で 74％、一部実施または進行中は

34 項目で 23％、未実施または検討中は４項目で３％となっております。平成２５年度は、

マニフェストの２年目ということもあり、今後、実施率の上昇が見込まれます。 

次に、市政マニフェストの項目ごとに、主要な実績を報告します。 

三つの改革・再生 

１．市役所を変える 

 資料２ページの「三つの改革・再生」、「市役所を変える」について、報告します。 

 初めに、公有財産の効率的・効果的な管理・運用を図るため、管理システムを構築し運

用を開始しました。 

 次に、平成２５年４月１日に下水道事業が地方公営企業法の全部適用に移行し、平成２

６年１月の庁議におきまして、同一庁舎の整備の方向性が決定されております。 

 次に、公共施設について、「東大阪市公共施設マネジメント推進基本方針」と「公共施

設再編整備計画」を平成２５年１１月に策定し、旭町庁舎等の整備方針を決定しました。 

２．学校を変える 

続いて、「学校を変える」について、報告します。 

 小学校新１年生の全保護者に対して、入学という機会に子どもと保護者が不安感を抱い
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ている中、不安や悩みを解消するための啓発冊子「家庭教育の手引き書」を配布しました。 

 次に、特別支援教育では、スクールヘルパーを 60 人配置するなど、障害のある子ども

に対しての支援の充実を図りました。 

３．地域を変える 

 続いて、３ページの「地域を変える」です。 

 「まちづくり意見交換会」につきましては、７ヶ所のリージョンセンターで４回開催さ

れ、延べ 1,427 人の参加があり、これからのまちづくりについての活発な議論が交わされ

ました。 

また、協働の推進を担う地域サポート職員として、再任用職員７名及び地域雇用の非常

勤職員７名の計 14 名をリージョンセンター地域ごとに配置し、各種団体への訪問やまち

づくり意見交換会への参加の呼びかけを実施しました。

五つの基本政策 

１．安心安全なまちづくり 

「五つの基本政策」、「安全安心なまちづくり」について、報告します。 

 まず、平成２５年度末に本庁舎５階に危機管理センターを整備するとともに、防災行政

デジタル無線を設置し、災害時の情報伝達方法が格段に向上しました。また、屋外スピー

カーをこれまでの８基から 203 基に増設し、音声伝達範囲が拡大しました。 

 消防局では布市出張所を平成２５年に開庁し、救急隊をこれまでの８隊から９隊に増隊

し、救急体制を強化しました。 

２．暮らしやすいまちづくり 

次に、４ページの「暮らしやすいまちづくり」です。 

 子育て中の親子がいつでも気軽に利用できる広場として、楠根リージョンセンターに子

育て支援センター「ももっこ」を平成２６年１月に開設しました。 

 次に、魅力アピール推進事業としまして、新たに「おいでよ東大阪市」のリーフレット

作成やオリジナル年賀はがき２万枚の制作を行い、本市の魅力を市内外へ発信しました。

３．人に優しいまちづくり 

続いて、「人に優しいまちづくり」です。 

 まず、道路照明灯や道路反射鏡を設置するとともに、歩道部の段差 76 箇所の解消を行

い、安心して使える道路としてバリアフリー化を進めています。 

次に、認知症について正しい理解を促すための、認知症サポーター養成講座を 137 回開

催し、4,266 人の方が受講されました。
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４．健康に生活できるまちづくり 

続いて、５ページの「健康に生活できるまちづくり」についての報告です。 

 まず、がん検診推進事業として無料クーポン券を 44,917 件に配布し、市民に早期発見

の大切さを呼びかけ、受診率の向上に努めました。 

次に、ごみのない良好な環境を次世代に引き継ぐため、平成２６年３月に「東大阪市み

んなで美しく住みよいまちをつくる条例」を制定し、美しく住みよいまちづくりの推進を

図ります。

５．中小企業が元気なまちづくり 

最後に、「中小企業が元気なまちづくり」です。 

 モノづくりのまちとして、市の発展に不可欠である住工共生のまちづくりを実現してい

くため、「住工共生のまちづくり条例」に基づくモノづくり企業の集積を維持するための

モノづくり推進地域に、これまでの工業地域に加え、新たに準工業地域の約 91％のエリア

を追加指定しました。

政策実績に基づく説明は、以上でございます。ありがとうございました。

３ 副市長講評 

○川口副市長 

平成２６年の市政運営方針にもあったように、平成２５年度はまちづくりの大きな方向

性の具体化に着手できたと考えている。続いて平成２６年度においても、本市のまちづく

りにとって大きな節目の年であるということで、各部局でおこなっている施策、事業も目

まぐるしく動いてきている。例えばファシリティマネジメント方針を踏まえての新市民会

館や新文化複合施設の整備、また東大阪市版地域分権に向けて 2年目を迎えるまちづくり

意見交換会、子ども子育て新制度の平成２７年度スタート、さらには住工共生のまちづく

り条例や先ほど紹介のあったみんなで美しく住みよいまちをつくる条例の制定等々であ

る。 

ところが、一方では本市の場合、全般的にアピールが不得意であるように感じていると

ころである。そういうこともあり、先日の部長会ではダイナミックな広報を目指すという

意味合いから、情報提供のよびかけをしたところだ。東大阪市にはいいところ、また頑張

っている施策がたくさんある。一方で市民の協力や市民の皆さんとの協働なくしては、よ

いまちづくりはでき得ないものと考えている。そこで私達職員が市民に向けて様々な機会
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を利用してアピールしていくことが必要であると考える。そのためには職員一人ひとりが

浅くてもいいが広い視野でもって、市政の流れを把握し、市民の皆さんにわかりやすく説

明できるようにすることが最も大事であると考える。 

また、そのことが自らの仕事の幅を広げ、事業や施策をうまく進めていく能力を養うこ

とにもつながるのではないかと考える。自分の担当する目の前の仕事だけを片付けるので

はなく、広い視野をもって仕事に取り組んでもらいたいし、一人ひとりが東大阪市の広報

マンであって欲しいと願っている。私の方から以上である。 

○立花副市長 

今、川口副市長のほうから総論的な話があったが大切なことなので、私のほうからも一

言申し上げる。特にアピールという点だが、今日は５月３０日、ゴミゼロの日ということ

で、今朝の新聞に和歌山市でふれあい収集を行っているという記事があった。この事業は

本市でもおこなっており、こういう機会を捉えて情報提供を行うなど、効果的な PR 方法

についいて検討していってもらいたい。また魅力発信事業としてカレーパンの話があった

が、カレーパンも定着してきたので、次の一手も考えて本市の魅力を発信していってもら

いたい。 

私のほうからは民健担当ということで、目標が数値化されているものが多いが、例えば

特定検診は目標値の半分の実績しかない。頑張っているけどできないということではなく、 

一度必死になって目標をクリアしてみてはどうか。それまで色々な苦労があると思うが、

一回やれば自信がつくのではないかと思う。職員もこうやれば目標が達成できた、このや

り方で次の事業をやるときにもいいのではないかとなる。一度必死になることで、組織を

変えていくことにもなり、その中で人材を育成していくことができる。仕事は自分のため

にやっているのではなく、市民のためにやっているということを大前提にして、やってい

っていただければと思う。これは特定検診だけでなく他のがん検診等も共通である。 

国保の収納率が格段に上がってきた。それまでは 81%であったものが、今年度末は 85%

ということで、3%4%上げるのに相当の苦労をしたと思うが、それでもやり切った現場の課

長は、必死になってやってきたと思う。頑張れている職員はいいが、体調を崩す職員もい

ると思うので、そこは管理職としてしっかりと見ていっていただきたいが、やればできる

という一つの大きな証左だと思うので参考にしてもらいたい。 

特に高齢化社会になっているので、介護・医療・福祉の連携、いわゆる地域包括ケアと

いうことで、国会でも法律案が衆議院を通過したが、一体的にやっていかなければならな

い。生活する圏域の中で、医療・保険・福祉が連携して、そこで安心して暮らしていける

というシステムをつくることを、次の介護保険計画の中でも考えていってもらいたいし、 

特に病院との連携も進んできていないこともあるので、健康部の方で福祉等と連携して、

地域包括システムということも考えていってもらいたい。 
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障害者施設が新しくできる。９月には議案として上がってくると思う。ソフトの面と建

設にあたって地域住民との十分な調整を行い、２８年４月にはオープンできるように取り

組んでもらいたい。 

いずれにしても多くの事業に取り組んでもらっているので、あれもこれもになるが、着

実に進めていってもらいたいと思うし、何かあれば相談してもらい、１歩でも２歩でも進

んでいけるようにやっていきたいと思うのでよろしくお願いする。 

○高橋副市長 

私からは余所者と馬鹿者の立場からお話をさせていただく。まちづくりを成功させるた

めには、余所者と若者と馬鹿者が必要だと言われているが、私の転勤があるという余所者

の立場と、仕事をするときに少し猪突猛進してしまう馬鹿者の立場としてお話をさせてい

ただければと思う。 

 まず、我が国の置かれた状況だが、最近日本創成会議というところから、2040 年の人口

推計が市町村ごとに出た。これによると 2040 年、２５年後には 20 代～30 代の女性の数が

半分以下になる市町村の数が、869 になるという推計であった。半分以上の市町村でそう

いった若い女性の減少がおこってしまう。ともすれば、市町村そのものが消滅するという

ような状態でもある。そんな中で我が国としては、東京１極集中是正と安定した中産階級

の創出といったことが大切になってきていると思う。 

市役所の仕事について２つのお話をさせていただければと思うが、１つは理想像という

ことで目標を持った仕事をすればどうかと思っている。役所の仕事というのは、こういっ

た問題が起こったから、それに対応してこういう施策をうちましょうという、いわゆる対

処療法的な施策が多いと思うが、そうではなく、風邪を引いた人が薬を飲んで安静にして

治すというのではなくて、もともと風邪をひかない身体をつくろうというような施策展開

というのが必要ではないかと思う。例えば待機児童の話は、対処療法になると思うが、も

ともと日本の文化というのは３世代、４世代が共同して農耕を営んでいた。おじいちゃん、

おばあちゃん、それから子どもたちが一緒に生活し、遊び、営みができるような仕組みが

できれば、子育て関係にもかなりプラスになるのではないか。そういう時代を先読みした

一定の理想というか目標を持った施策を展開したらどうかと思っている。 

もう一つは本当にこれでいいのかという疑問を持ち続けていけば仕事がよく進むので

はないかと思う。実例を言うと、義務教育である。これは憲法に定められた国の義務だが、

何故国費が１／３しか充当されないのか、これはおかしいのではないのか。また、生活保

護にしても憲法に定められた最低限の文化的生活を営むという国民の権利を保障する、こ

れは国が補償するということなのに、市役所が１／４のお金を出している。これはおかし

いのではないか。あるいは臨時財政対策債。これは地方交付税で本来は賄われるべきお金

なのに、それを後から返すからと言って、強制的に国から借金をさせられている。これは
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おかしいのではないかというような疑問を常々思っていければ、仕事がうまくいくのでは

ないかなと思っている。幸いにして特区申請というものが制度としてあるので、例えば生

活保護、これは憲法に保障された純粋な国の仕事だから、100％国費でやってくださいと

いう特区申請をする、などそういったことで、国の誤りとまでは言えないかもしれないが、

おかしいということを少しずつ東大阪から発信して直していくといった試みも、一つあっ

てもいいのではないかなというように思っている。少し長くなったが、私の方からは以上

である。 

４ 市長講評 

政策実績報告ということで、PDCA に基づいて事業管理等を行うことが、すっかり本市の

仕事のやり方として定着した感がある。部長を始め全ての職員が、趣旨を理解したうえで

対応しているということについて、評価をするものである。ただ一方で、これらはあくま

でも内部的な評価であり、これが外部の人も交えた評価になってくると、実績の数字も 100

に近い数字になってくるのか、疑問とまでは言わないが、それぞれの部署で厳しく問いか

けてもらいたい。自らに厳しく PDCA による評価を行ってもらいたい。また、PDCA という

ことを頭では理解しているが、C 若しくは A まで本当にできているのか、また A から P に

戻っているのかといったことまで、厳しくチェックをしてもらいたい。試験に向けて勉強

する計画を作り、80 点くらいとれればよかったなということで、実際に計画どおりに勉強

しなくても、平均点が 80 点くらいなので結果としてよかった、というような自己満足に

陥っていないかどうかだ。きちんと計画通りに勉強していれば、80 点以上の点数がとれた

のではないか、科目によっては満点がとれたのではないか。そういった意味で全体の進行

管理、仕事のあり方について、今一度確認をするように求めておく。具体にそれぞれの所

管についてこれから述べるが、副市長が触れた部分と重複するところがあるかもしれない。

また、内容によっては政策実績報告の趣旨を一部逸脱する内容となるかも知れないが、よ

ろしくお願いしたい。 

１ 危機管理室 

（防災情報通信ネットワーク事業） 

避難所及び災害時拠点施設への防災行政デジタル無線を 115 機設置した。災害時の情報

伝達方法を格段に向上させ、新たに整備した危機管理センターとの連携によって市内の災

害状況、また必要物資の状況把握が瞬時に可能となった。併せて屋外スピーカーをこれま

での８基から 203 基に増設をした。この音声伝達範囲の能力を大幅に向上拡大した。これ

は災害の初動体制の対応について大きく改善が図られ市の防災能力が格段に向上したと

言える。これについては、評価をするところである。また、非常に短い期間で整備ができ



8

たことは、併せて評価をするところである。今後、システムを使いこなせる、そしてシス

テム以上の動きがそれぞれの部署の職員が動ける。当たり前だが、これらのことをしっか

りと対応できるように求めておく。 

２ ラグビーワールドカップ誘致室 

（ラグビーワールドカップ 2019 近鉄花園ラグビー場誘致事業） 

誘致事業については、今年度が誘致活動の仕上げになる。これまでの活動の成果によっ

て、市として、またメディアの関係者の協力もあり、国としても花園ということが盛り上

がってきている。開催決定に向けて誘致室だけでなく、全庁一丸となって、そして誘致に

伴うさまざまな市としての動きが求められてくる。これらに市として対応していく訳なの

で、連携を取ると同時に、ラグビーワールドカップの情報をしっかり庁内に伝達して、チ

ーム一丸となり誘致の実現に向けて頑張るよう求めておく。 

３ 未収金特別対策室 

（未収金特別対策事業） 

債権管理条例や債権管理マニュアルを策定し、未収金を抱える関係部署に対して債権管

理研修会を開催することで、債権管理及び徴収力の強化につながり、未収金の削減となっ

ていることについて評価する。先日も室からの報告を聞いたが、本来、入るべき歳入が放

置したことで入らなかったものが相当入ってきた。このことは評価をすると同時に、市と

しての公平公正性の向上につながったことについても評価をする。これからも本市が抱え

ている、未収金を削減するため、引き続いて一層の努力を求めておく。 

４ 市長公室 

（市民相談業務） 

市民の相談窓口を延長し積極的に対応したことにより、目標を上回ったことは評価する。

市民相談は、複雑多様化してきている。行政的に言えば府や国であったり、他の関係機関

であったりすることも多く関わってくることも多いと思うが、市民からすれば基礎自治体

（市役所）ということで市民相談業務の工夫をして、国の全体のワンストップサービスの

想いを持ちながら、満足していただける相談業務を行うように求めておく。 

（市政だより発行事業） 

今年度は、文字拡大や紙面のカラー化によって「見やすい・わかりやすい」内容へ改善

をしたことは評価をする。今は月２回の発行で他市では月１回とかもあるが、今の社会の

流れや、他市の市政だよりを見ても非常にカラフル、あるいは創意工夫をしている自治体

もたくさんある。50 万都市なので負けないように、発信・掲載する情報はたくさんあるが、
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若い世代、高齢者世代含めて、見やすい・見てもらえる市政だよりになるように工夫をす

るよう求めておく。ただ、先日の下水道に係る記事があったが、最初の原局からの原稿は、

内容は非常に正確だが、市民から見ればやや分かりにくい。市としてどの部分を市民に知

ってほしいのか分かりにくい。広報の方が「こう工夫すれば分かりやすくなるでしょ」と、

その辺は部署としての専門性を、今後より一層研鑽をして発揮してくれることを求めてお

く。 

５ 経営企画部 

（公共施設再編整備事業） 

昨年「公共施設マネジメント推進基本方針」、「公共施設再編整備計画」を策定して、い

よいよ実現に向けて動き出した。まさに市政 50 年を迎えようとして、大きな事業の基本

になってくる。今後、市の状況としては人口も減少し、世代構成も変わってくる。しかし、

人口を減少させないという行動もとっていくという、非常に複雑な方程式を抱えた状態で、

市の新たな半世紀、あるいは１世紀を見据えた公共施設の再編整備となるように、所管部

局としてしっかり進めてくれるよう求めておく。 

（大阪モノレール計画） 

モノレールの計画については、大阪府の方が動き出しつつある。ただ、大阪府もモノレ

ール会社としても相当のイニシャルコストを要する南伸事業であるから、慎重になると思

う。東大阪市が大阪府を動かしていく。そして本市はモノレール南伸促進協議会の会長市

でもあるので、近隣市と連携、あるいは既に営業している北の地域とも連携を取りながら、

交通審議会の答申にもある瓜生堂まで、そして八尾までの延伸を目指してより一層の努力、

それに必要な調査・研究を進めてくれるように求めておく。 

６ 行政管理部 

（職員研修事業） 

毎年これだけはやらなければならないとの思い込みで、研修のための研修をやるのでは

なく、市職員として個々の能力の向上、組織力としての能力向上、それらの明確な目標を

持った研修、また、民間企業のいいところ、例えば経営戦略的な考え方をどう学んでいく

か、どう組み立てていくのかといったことも含めて、自分自身あるいは組織として生かせ

るような研修に重点を置くようにしてほしい。そして、当然公務員としてあるべき姿、そ

の一方で東大阪市公務員としてのあるべき姿もある。ある部分一致しているが、しかし、

ある部分は違う部分もある。そういったところも十二分に見極め判断をして、素晴らしい

人材育成になる研修を求めておく。
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（職員採用試験の実施） 

採用試験については、民間企業の経験者の採用試験を実施し２９倍であったが、市の職

員として採用することについては、良い影響が出ると思う。その取り組みについては評価

をすると同時に、検証しながら今後も民間の経験者の採用にも取り組むように求めておく。 

（管理職への女性職員の登用） 

管理職の女性の登用については、目標を上回ったことは評価する。ただ、世の中は男性

と女性が半々である。女性だから優遇するという訳ではないが、やはり家庭環境も含めて

女性職員が持つ、働く上での条件をうまくクリアできるようにしてあげる事も必要ではな

いかと考える。そういった意味で女性職員が働きやすい、あるいは管理職としても家庭的

な部分をあまり気にせず管理職としての能力、あるいは職務ができる関係づくりも必要と

考える。国においても相当なトップクラスで、女性が配置されているので、積極的な対応

を今後も求めておく。 

７ 財務部 

（電子入札システムの運用） 

電子入札システムにおける件数が増加していることは、競争性・公平性・透明性の観点

からも評価するところである。また、事務作業が効率的になる面もあると思う。そういっ

た意味でも、電子入札システムの一層の改善について検討を求めておく。ただ一方で、価

格だけではなく品質・内容も求められる。電子入札だから同じ品質を提供してくれる保証

はない訳なので、入札によっては電子入札がいいのか、あるいは総合評価がいいのか、他

の手法がいいのか、結果としていいものが最終的に市民に提供できる、あるいは市として

いいものが納めてもらえる、その観点から作業するように求めておく。 

（市有地有効活用事業） 

市有地有効活用事業については、土地開発公社の解散にともなって、市へ帰属した先行

取得用地の未利用地については、売却等の有効活用を図り、歳入増加や市民サービス向上

につながるように、土地の有効活用について考えていくように求めておく。 

８ 人権文化部 

（文化推進事業） 

文化推進事業については、本市の名誉市民である司馬遼太郎さんの作品ポスターを作製

し、近鉄主要駅に掲示し市内外に良い意味で PR できたと思う。これからも市の文化的施

設を活用した、さまざまな取り組みを実施して、市内外に広くアピールしてもらうように
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求めておく。人権文化部に限らないが、アピールの材料としてのポスターについて、良い

ポスターやパンフレットを作ってほしいと思う。保健所のフェイスブックにポスターを掲

示しているが、欲しいという声が多い。参考にして欲しい。 

（平和のまちづくりの推進） 

平和のまちづくりの推進、これについては啓発事業として「アニメフェスティバル」や

「原爆体験のおはなし」などを開催して、これは継続は力なりという典型だと考える。今

後とも市民に平和と命の尊さ、平和と命を守るためには一人ひとりが何をすれば良いのか

を含めて、感じてもらえるきっかけづくりを継続して行うように求めておく。

９ 協働のまちづくり部 

（まちづくり意見交換会の開催） 

まちづくり意見交換会については、開催目標を大きく上回る、延べ 1,427 人の市民の方

に参加いただけたことについて評価する。今回５回目となるが、今後こういった機会を含

め、より多くの方に参加をしてもらえるように一層の工夫、また、この意見交換の場が市

民の方に満足を与える場になるようにお願いしておく。 

やや、会議の進め方という点で少し、職員も市民も勉強できる場があってもいいのでは、

と思っている。

（地域担当職員の配置） 

地域担当職員を配置し、現実の地域サポート活動を開始できていることについては、評

価するところである。今年度においては、まちづくり意見交換会のいろいろな意見、想い

をしっかりと受け止めて、より一層まちの中に入って、まちづくりのサポート体制の充実

に努めてもらいたい。 

１０ 市民生活部 

（保険料収納率向上事業） 

国保の保険料については、平成２４年度から平成２５年度にかけては80.1%から85.41%
ということで、向上したことについて大きく評価している。今年度も一定の努力をしてく

れているので、これは当然であるが、二度と前のようなことにならないように。早く 90％
以上を達成できるように一層の努力を求めておく。一昔前のことを思えば、国保の改善と

いうことについては本当に嬉しく思う。 

（医療費適正化事業） 

医療費の適正化事業については、先ほども副市長からあったが、特定健診の受診率が非
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常に低い状況にある。これは健康部の事業等とも併せて、検診の受診率を上げていくこと

が色んな意味で重要であるので、あらゆる手段を講じながら徹底していくよう求めておく。 

（多重債務者対策事業） 

多重債務者の対策事業については、昨年度も指摘しているところだが、民間の法務事務

所や司法書士事務所が、無償というか、出来高払いのような形で対応されているところが

大変多く、そちらの方に行かれる。この点については、マニフェストにもあるが、今後ど

うしていけばいいのか、見直すべきところは見直す必要があるので、十分部内において検

討するよう求めておく。 

１１ 税務部 

（市税収入率向上事業） 

市税収入率の向上事業については、税金は 100％徴収が当たり前だが、そういった観点

から財産調査、差し押さえ、あるいは公売、インターネットを利用しての手続き、こうい

ったことを積極的に進めて、滞納繰越分を解消し、現年課税分の新たな滞納発生も抑える

ことにつながった。地道な職員の取り組みを評価するところであるが、現年度だけではな

く滞納分もしっかりと取る。あるいは整理すべきものはしっかりと整理していく。こうい

った対応というものが、市を初めとして国・府もそうだが、公に対しての信頼性の基本な

ので、より一層の努力を求めておく。 

１２ 経済部 

（住工共生のまちづくり事業） 

 住工共生のまちづくり事業については、今、本市が取り組んでいる事柄については、全

国的に注目をされている。モノづくり推進地域を準工業地域の 91％まで拡大するなど、

市としての明確な意思が市内外に示せた。ただ、この住工共生のまちづくり条例は、日本

の東大阪のモノづくりを守ると同時に、日本の産業、日本の国そのものを守るんだという

高い使命感を持ってやっている。ある意味では、東大阪市の住工共生のまちづくりの取り

組みは、憲法的な東大阪市の最も基本的な取り組みであって、経済部だけではなく、経済

部から全部署にこの取り組みは、経済や都市整備だけではなく市全体の取り組みだという

ことを理解してもらうように、他部局にも丁寧な状況説明等も必要だし、庁内的・対外的

な取り組みをするように。併せて、条例は作っただけではなく、積極的に工場の跡は工場

というように、モノづくり推進地域での土地の動きも踏み込んでやっていくように、いわ

ゆる不動産業者を市がやっていくのかというぐらいの見方をされるかというぐらいに、取

り組むよう求めておく。
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あと、国内外の販路拡大事業、商店街の振興、観光振興、農業啓発、経済部ではマニフ

ェスト事業としてあるが、デザイン事業等についても一定の成果を出しつつある。あるい

は、東大阪ブランドの認知ということについても、一定の評価も、これは外の方からして

いただいているところである。

（商店街関係事業） 

 商店街としては小売商店の活性化は今後大きな課題になってくると思う。まちづくりの

観点もあるが、今とくとくトライ券もやっているが、未来につながる恒常的な小売商店、

あるいは商店街の活性化を考える必要があると思う。なかなか特効薬はないと思うが、小

売商店は必要なものであるので、我々が何を支援すればいいか、商店側からあるいは消費

者側から何を求めているのかをしっかりと把握をして対応するように求めておく。

（観光振興事業） 

観光振興については、観光と言うより東大阪のいいものをアピールするという、関連部

署との連携をしながら、本市のいいところをアピールして結果として本市に人がくること

になると思うので、このことについても取り組みを求めておく。

（農業啓発推進事業） 

 都市農業の重要性は言うまでもないが、今、ファームマイレージをやっており、あるい

は地産地消ということでＪＡさんの直売所もあるが、まだまだ多くの市民の皆さんに東大

阪市の農業、本市で取れた農産物が買うことができる、食べることができるということを

まだまだ知らない。そういった意味ではアピールすることが都市農業を守ることにつなが

ると思うので、十二分にそういった観点を考えるように求めておく。

（若年層等就業支援事業） 

 若年層の就業支援事業については、息の長い事業として取り組んでいかなければならな

い。教育委員会をはじめ、関係部署とも十二分に連携をするように求めておく。

１３ 福祉部 

（災害時要援護者登録事業） 

災害時要援護者登録事業については、非常に困難な事務作業であったと思うし、また、

自治会、民生委員さんなど多くの皆さんの協力を得られ、一定、登録数が順調に伸びてい

る。やはり、この事業も人が対象なので、十二分にメンテナンスして、万が一のときには、

誰がどう、何をどうすればいいのか、しっかりとシミュレーションをしておくように求め

ておく。
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（生活保護適正実施推進事業） 

 生活保護の適正化については、今頑張ってくれているところだ。かかりつけ薬局の取り

組みなども含め、一つ一つの取り組みについて評価するところである。27 年度末が計画

終了となるわけだが、これで終わりではない。常に PDCA を念頭において、生活保護の

適正化に取り組むように求めておく。 

（新障害児者支援拠点施設整備事業） 

新障害児者支援拠点施設整備については、今動き出したところ。当然近隣の皆さまにも

愛される、親しまれる施設にならなければならないので、利用者の方はもちろんだが、市

民の皆さんにも認めてもらえる施設となるように、早く着工に移れるように求めておく。 

（地域支え合い体制づくり） 

地域支え合い体制づくりだが、少しずつ成果を上げてきていると思うが、やはり地域社

会の中においてのいろいろな仕組みばかりを作るというのではなく、地域の中でその体制

が自然なものとなるように、工夫すべきところを工夫するよう求めておく。 

１４ 子どもすこやか部 

（地域子育て支援センター整備事業） 

無事楠根子育て支援センターを開設できたことについて評価する。このような単独型の

センターが市民の皆さまからすれば評判がいいのかな、というところなので、今後も支援

センターの充実、内容も含めて取り組んでくれるように求めておく。形は変わっても、こ

のような支援センターのような施設はまだまだ求められており、市民にとってニーズの高

いものと考えている。 

（子ども・子育て支援事業計画の策定） 

子ども・子育て支援事業計画については、アンケートを実施したとのことだが、今も作

業が進行中なので、しっかりとニーズを把握しながらいい計画を策定できるよう、努めて

もらいたい。

１５ 健康部 

（食品安全衛生の強化） 

食品安全衛生の強化ということで、食中毒の大きな事件は０件となっており非常に評価

するし、食中毒の怖さというものを事業所にも市民の皆さんにも啓発できているものと思

う。これから食中毒の多い時期となるので、食中毒０を今後とも更新できるように努力す

ることを求めておく。 
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（小児初期救急広域運営事業） 

小児初期救急医療の広域運営については、３市でやっているが、円滑な運営を図ると同

時に、50 万都市であるので東大阪市として、365 日運営できる体制というものも当然念頭

に置いてやっていかなければならないと考える。その点については検討課題として今後取

り組むように求めておく。 

１６ 環境部 

全体として計画通りに進捗をしているということについては、評価をしておく。特に電

力の問題については、社会的・日本の国として、今後環境部の取り組みは、市として市民

としていろいろなものを求められるので、しっかりと全体的に取り組むように求めておく。

（ごみのないきれいなまちをつくる条例の制定事業） 

東大阪市みんなで美しく住みよいまちをつくる条例については、制定できたことについ

ては評価するところである。あと、ゴミ屋敷問題とか条例に付随するいろいろな課題があ

るが、あとは条例に魂を入れるように求めておく。

（温暖化防止啓発事業） 

 温暖化防止については、今、公としてやるべき課題であるので、しっかりと取り組むよ

う求めておく。

１７ 建設局 

（新都心整備推進事業） 

建設企画総務室については、新都心の整備だが、これはモノレールの南伸とセットで考

えるべきところである。千里中央、中百舌鳥とこの２つはできたのに、荒本～長田だけは

現実として取り残されている。モノレールの南伸という大阪府の動きの中で民有地の多い

この新都心地域であるが、東大阪市の中心的な場所、そして荒本～長田というのは道路交

通においては関西の中心である。道州制が実施されたとすれば、東大阪というのは関西州

の中心になることができる場所である。その中心が新都心という地域であるので、モノレ

ールの南伸にあたり、改めて気合を入れて頑張ってくれるように求めておく。 

（景観形成調査事業） 

都市整備部の景観形成事業については、ようやく条例ができた。この都市景観というの

は本当に大事である。先ほどの公共施設の再編整備と人口減少化ということを前提にして

ということもあるが、減少化を招かないために、住環境の向上のためにはいろんな要素も

あるが、この都市景観ということは非常に大事である。また、東大阪は残念ながらこの都

市景観というものは遅れている。是非ともここで遅れを挽回するように頑張ってくれるこ
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とを求めておく。

（近鉄奈良線連続立体交差事業） 

近鉄奈良線の連続立体交差事業については、途中、事業の遅れもあったが、本年の９月

２１日に上下線とも上がることとなった。これは本当に都市整備部をはじめ、関係部署の

努力の結晶だと思う。次は大阪線だということを合言葉に東大阪市のまちづくりに今後と

も努力をするように求めておく。

（公共交通等の移動手段の調査検討） 

土木部の公共交通等の移動手段の調査検討については、先ほどのモノレールの駅も今後

できる見込みだが、25 の駅そして衣摺駅を含めて 26 になる。26 駅全体を考えてまた人々

がどう移動すればいいか、あわせて小売の衰退ということと、公共交通ということと関係

性がある。そういった意味で十分、あらゆる要因等を考えながら、検討することを求めて

おく。

（公園愛護会活動支援事業） 

公園愛護会の活動については、市民自ら行うまちづくりの一つの形である。是非ともま

た、より積極的な取り組みを市民の皆さんにお願いするように求めておく。

（市営住宅整備事業） 

建築部の市営住宅整備事業については、長寿命化計画を決定したところであるが、今後

の事業の推進に当たっては、PFI や PPP など積極的に民間手法を活用して、より効果的

にそして早く対応できるように求めておく。

（小中学校耐震化事業） 

小中学校の耐震化等については建築営繕室が一生懸命やってくれている。目標も明示し

ているところであり、評価すると同時に頑張ってくれるように求めておく。

１８ 消防局 

（消防出張所耐震化整備事業・消防署建替え事業） 

消防出張所耐震化整備事業、西消防署の建て替え、これは当たり前のことだが、万が一

の時、消防は最前線で頑張ってもらわなければならない組織である。この消防組織の拠点

が崩壊することはあってはならないので、遅れることなく一日も早く完成できるように求

めておく。
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１９ 上下水道局 

（上下水道業務の統合推進事業） 

地方公営企業法の全部適用を行い、文字通り公営企業としての効果を市民の皆さんにわ

かってもらう。ただ、会計基準を合わしたからというものでなく、具体的なメリットを出

すように求めておく。特に上下水道庁舎については、単なるハコモノでなく、この庁舎と

いうのは市民の皆様にとって必要性があり、こういったサービスが提供できるんだという

ことを、今後積極的な PR をするように求めておく。

（雨水増補管事業） 

下水道部については、先ほど、市政だよりのところでも言ったが、事業としては計画を

上回る結果となっていることについては評価をする。ただ、最近はゲリラ豪雨をはじめと

して、以前とは違う気象状況というものが多々ある。市民の皆様からすればまだまだやれ

ることはしっかりやって欲しいということである。「東大阪市総合雨水対策基本方針」を

作っているわけなので、具体的に今後は動いていくように求めておく。

２０ 総合病院 

（中河内救命救急センターとの連携強化） 

中河内救命救急センターの連携強化ということで大きな課題がある。あるいは診療科問

題等々の課題がある。やはり 50 万都市にふさわしい病院として、しっかりと医療機関の

皆さんにも、あるいは関連大学の皆さんにも理解をしてもらって充実を図るよう求めてお

く。

２１ 教育委員会 

（学びのトライアル事業） 

学校教育推進室においては、色々取り組んでくれている。そのことは評価するが、実際

に全国の学力・学習状況調査の数字の上での向上については、表れていない。数字の上で

東大阪市の子ども達の学力が向上しているんだということを、早く結果として出せるよう

に求めておく。あわせて幼稚園があるが、大阪市のほうでも広域幼稚園のあり方というこ

とについて、市長が問題提起をしており、色々な考え方があるのは理解するが、幼稚園の

統廃合は課題である。さらにその前に幼稚園については義務教育ではないので、東大阪市

の幼稚園として特色のある幼稚園、近くにあるから安いということではなく、東大阪市の

幼稚園でやっている幼児教育がいいので行きたいと思ってもらえるよう、同じく義務教育

ではない日新高校も含めて、大胆な教育内容を打ち出して欲しいと求めておく。 

（教育相談・発達相談の充実） 
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教育センターとしては教育相談・発達相談の充実ということで、相談件数が非常に多く、

しっかりと対応してくれていることはわかっているが、相談の質レベルの向上を求めてお

く。 

（学校トイレ洋式化事業） 

教育総務部については、今の社会状況なので、トイレの洋式化について、頑張って取り

組んでもらうよう求めておく。 

（学校規模適正化事業） 

学校管理部については、小中学校の統廃合含めた学校規模適正化について、今の計画通

りにしていくと。これは計画や施設のあり方ということではなく、一番肝心なのは、過少

校については教育上の観点から、集団教育として社会性を学ぶことなど、50 万都市のまち

にあって、60 平方キロというさほど大きくない自治体として、クラス替えもできないよう

な学校では、子どもたちにとってマイナスの影響がありすぎる。そのことをしっかりと保

護者の方にも丁寧に訴えて、単に２つの学校を１つにするということではなく、子どもた

ちの将来のために、子どもたちに学力、あるいは生きる力をつけるために、この統廃合が

必要なんだということをきちんと理解してもらうよう、一層の努力を求めておく。 

（文化財ボランティア育成事業・青少年健全育成推進事業） 

先ほど企画室のほうからも冊子の作成などを実績として紹介があったが、市民の皆さん

と一体となって文化財を守り、育て、そして親しむ。青少年健全育成についてはやはり地

域社会をあげて皆で守ってあげるということであるので、より一層の取り組みを求めてお

く。 

（人権教育の推進）

 人権を尊重するということは最も基本的なことである。あらゆる人権を守るということ、

あるいは人権を尊重するということは、自分たちが住んでいる国や地域社会において、全

ての人たちがこの国や地域社会を愛するとともに、夢を見、夢を実現できるということだ。

そういったことを理解し実行できる大人になれるように、しっかりとした教育をすること

を求めておく。 

全般的な事柄について 

（挨拶について） 

 前回の部長会でも言っているが挨拶である。社会教育部の青少年健全育成推進事業でも、

市政マニフェストで「10－1 早寝、早起き、朝ごはん運動を推進する。」とある。「早寝、
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早起き、朝ごはん」、こんなことをやらなければならないのかと思ったが、やらなければ

ならない現実がある。朝、登庁した時に警備員さんが「おはようございます」と言ってい

るのだから、警備員さんに「おはようございます」と皆返すということは当たり前のこと

だ。あれからどうなっただろうということで、この間、高橋副市長に聞いたら、「１：７：

２」と言われた。「１：７：２」ってなんだと聞いたら、警備員さんにきちんと「おはよ

うございます」と返事をしているのが１割、７割が目礼、頭下げるだけ。２割が無視。こ

れは何ということか。警備員さんが「おはようございます」と言っているのだから、何故

「おはようございます」と言えないのか。そんなこともできなくて、いくら政策実績報告

をやったところで一緒だ。「早寝・早起き・朝ごはん」以下の話だ。皆、成人して採用試

験を受けて、合格して公務員になっているのだから。私がこのことに拘っていると思う職

員もいるようだ。ある若手の職員に言われた。「何故そこまで拘るのですか？」と。いや、

拘らざるを得ないのだ。これは基本的なことなのだから、是非とも部長自ら、まずは警備

員さんが「おはようございます」と言っているのだから、警備員さんに「おはようござい

ます」と朝の挨拶を返す。むしろ、警備員さんより先に「おはようございます」と言う。

そこからスタートすると考えている。 

（島国根性） 

 次に、島国根性である。かなり前になるが、部長会である課のアルバイトが自分の仕事

がなく、隣のブースが忙しくしており、単純なことをしているので自分でもできると思い、

今日はその仕事をしましょうか？と言ったところ、「隣のシマには手を出すな」と言われ

たらしい。まだそのようなことが起こっている。例えば４月１日は忙しいのはわかるが、

アルバイトはその日も来ている。内示が直前になったことについては、私も悪いと思って

いるが、出勤したアルバイトに座るところもなく、１日中立たせておいて、仕事もない。

そんなことではなく、明日は忙しいので、２日から来てくれるかとか、そこは考えないと

いけない。あるいは隣のシマが忙しかったら、アルバイトでもできるような仕事であれば、

昼からそちらを手伝ってくれるように言うことは、民間では当たり前の話である。改めて

島国根性を捨て、基礎自治体であるので、一丸となって仕事をしていくということで徹底

するよう求めておく。 

（仕事を取りにいく姿勢） 

 生活保護しかりあるいはラグビーワールドカップの誘致しかり、大きな課題については

決して他人事ではない。あるいは危機管理に伴う様々な作業、シミュレーションなど、危

機管理室がやってくれればいいということではない。もちろん、自分の部署で完結できる

仕事が半分以上だと思うが、市全体として取り組んでいることは何か、それは部長級であ

ればよくわかるはずだ。先ほどの島国根性と同じく、担当から言ってこないから、言って
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きたらやろうということでなく、その大きな事業について、自分の部署で何ができるか、

あるいは火の粉が降りかかりそうであれば、前もって降りかかっても大丈夫なように準備

をするとか、市全体で取り組んでいこうという、そういう気持ちが必要だ。是非ともその

点についても部長級、管理職として自覚を持って取り組んでくれるよう求めておく。 

（東大阪市職員としてのプライドを持つこと） 

 先日の新任課長研修のときにも言ったが、まずは新任の課長にわかって欲しいことは、

東大阪市の職員、東大阪市の課長というのは、周りからすればすごいことだ、ということ

である。プライドというものを持って、仕事をして欲しい。一公務員とか一市職員とかと

いう意識ではなく、どこかのまちと比較する訳ではないが、東大阪というのは別格なのだ

から。それは私も議員から今の立場になって７年経過したが年々、日々、そのことを実感

している。やはり色々な意味でこのまちは別格である。政令市の大阪市や堺市もあるが、

それらのまちも含めて、日本の中で東大阪というのは色んな意味で別格である。だから別

格の部長、次長、課長としてプライドを持って、それに応えられるだけの仕事をして欲し

い。これからまた、マイナンバー制度を始めとして、市全体として取り組んでいかなけれ

ばならない問題もある。あるいは東大阪市がリードしなければならない課題もたくさんあ

る。そういった意味でこのマニフェストも、本当の意味での100％の達成、誰が見ても100％

だと評価してもらえる仕事をする、その仕事をするためにはどう取り組んだらいいかとい

うことを、改めてこの機会に十分考えて、またそれぞれの部署で４月に入った新規採用職

員などの若い職員も含めて、十二分に PDCA を実行できるように求めておく。 

（「考える力」について） 

読売新聞の記事で私自身も戒めていかなければならないと思ったものがある。また、内

容は企画室から送ってもらうが、今の自治体が求められているということを書いてあるの

で、数行だけ引用して読む。

「自分たちが使う必需品のうち、外から安易に買っている物を、地域資源を基に創意工

夫を凝らして自前で生産しながら、近隣と連携する地域構造を作ることだ。そうすれば技

術は高まり雇用も生まれ、地域の中で金が回って活性化する。この点に「考える力」を発

揮して政策を考える視点がいる。」というくだりがある。

まさに先ほど言ったことだが、この東大阪は 50 万都市である。十分まちの中でいろん

なことが完結できる。そしてこの中で回すことによって利益も生むし、多くの物を提供す

ることができる訳である。それだけのポテンシャルがこのまちにはあるので、それをいか

に動かすかということだ。ただ位置が高いからエネルギーがあるというのではなく、それ

が動かないと実際のエネルギーには変わらないので、是非ともこのまちの中で創り出す地

域構造、また皆さんの考える力を発揮してくれることを求めておく。
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私の講評は以上である。


