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【１ 経営形態の変更等】 

（(1) 地下鉄事業の民営化） 

 

まず、地下鉄事業の民営化についてですが、交通局の

地下鉄事業の民営化については、これまでも様々な議論

を重ねてきており、我が会派としても、民営化すること

で経営の合理化を図るとともに、運賃値下げや鉄道ネッ

トワークの充実など利便性を高めるべきといった主張を

行ってきました。 

このたび取りまとめられた地下鉄事業民営化基本方針

（案）にも示されているように、効率性や生産性の向上

を追求し、成長力を高め、自立した企業となっていくた

めにも民営化は不可欠であり、劇的なサービス向上やこ

れまで過去１０年間で地下鉄事業に投入してきた税金負

担分を大阪市民にとってプラスになる他の事業に活用す

るなど、市民のメリットをできるだけ早く実現すること

が必要であります。 

関西経済同友会、大阪商工会議所、関西経済連合会な

ど経済団体からも、大阪経済の活性化のためにも、早期

の民営化を強く要望されています。 

民営化により、この大阪に非常に大きな事業規模をも

った優良企業が誕生することで、大阪の活性化といった

ことも期待でき、市長のおっしゃる「活力ある大阪の実

現に向けた政策」が推進できると考えます。 

我々議会としても、民営化の判断をすべき時でありま

すが、改革の意義と実現に向けた市長の意気込みをお伺

いいたします。 
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（１－(2) 水道事業の統合協議） 

 

次に、水道事業の統合協議についてお聞きいたします。 

我が会派は、府域全体で水需要の減少が続く中、市町

村ごとの事業運営は極めて非効率であり、府域一水道の

実現は必要不可欠であるとのことから、統合協議の進展

に期待をしていたところであります。 

しかしながら、今回の統合素案をみると、他の市町村

は、橋下市長の思いとは異なり、大阪市からメリットを

引き出すことのみに執着し、自らが汗をかいて、府域一

水道の動きを進めようという意思が全く感じられません。 

そのことは、今回、「他の市町村が企業団と統合する期

限は切らない」ことを確認したことからも明らかであり

ます。４２市町村全部が議決しないと何もできないこと

が大きな問題であり、責任を持った運営を誰がするのか

も明確になっていません。このままでは、大阪都構想が

実現した後も、府域一水道の議論は止まったままになり

ます。 

こうした状況の中、我が会派としても、真に水道の広

域化、府域一水道の実現をめざすためには、不本意では

ありますが、企業団との統合協議については、この際、

区切りをつけるべきと考えます。 

本市では、昨年６月、府市統合本部会議に提出した資

料の中で、府域水道の将来目標として、｢府域一体化＋民

営化｣という方針を掲げ、その過程として、企業団との統

合から進める場合と、市の水道局を先行して民営化する

場合の、２つの道を既に示しています。 

 

 

 

２枚あり 
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企業団との統合では、府域一水道への展望が開けない

状況にありますので、方針を転換し、もう一つの道、す

なわち、市水道局を先行して民営化することを検討して

はいかがかと考えますが、市長のご所見をお伺いいたし

ます。 
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【要  望】 

 

市長は決定できる民主主義を常におっしゃっておられ

ます。 

このままでは決定できない民主主義となり、誰が責任

をとるのか明確ではありません。 

今一度、先行民営化に向けた検討をしていただくよう、

お願いしておきたいと思います。 
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（１－(3) ごみ焼却処理事業の一部事務組合化） 

 

次に、ごみ焼却処理事業の一部事務組合化についてお

聞きいたします。 

ごみ処理については、国において、多様な課題に対応

するため、その広域化が必要であり、また、可能な限り

ごみ処理施設を集約化し、広域的に処理することにより

公共事業のコスト縮減を図る必要があるとされています。 

大阪府では国の方針に従い、府域を６つの広域ブロッ

クに設定した「大阪府ごみ処理広域化計画」を策定し、

ごみ処理の広域化を進めています。 

平成２５年度予算で、一部事務組合を設立する準備経

費を計上し、ごみ焼却処理の広域化に取り組まれること

としています。 

今般、本市として、八尾市、松原市とともに一部事務

組合を設立し、ごみ焼却処理の広域化に取り組んでいく

ことになりますが、一部事務組合へ事業を移管すること

よって、どのような効果があるのでしょうか。 

市長のご所見をお伺いいたします。 



- 6 - 

 

（１－(4) 家庭系ごみ収集輸送事業の経営形態変更） 

 

 次に、家庭系ごみ収集輸送事業の経営形態変更にかか

わってお聞きいたします。 

この事業については、本年１月に「家庭系ごみ収集輸

送事業の経営形態変更に係る方針（素案）」を策定し、民

間出資により新会社を設立することとしており、１１月

を目途に事業者を公募する方針を示されました。 

この実現には、民間事業者の参画や市民サービスの維

持などの諸課題があり、時期尚早という意見もあります

が、この改革は、新たな大都市制度の実現に向けた重要

課題のひとつであり、積極的に進めていただきたいと思

います。 

そして、この改革をスケジュール通りに進めるには、

新会社の設立主体となる民間事業者の参入がその成否を

握っています。 

方針（素案）では、設立にあたっては、本市の現業職

員の受け入れを基本としていますが、勤怠不良職員まで

も新会社が受け入れることを条件とすれば、民間事業者

が参入するとは到底思えません。 

ついては、職員の服務規律の徹底といったことからも、

そういった勤怠不良職員については、新会社に移管する

までに分限処分等を行っていく必要があると思いますが、

市長のご所見をお伺いいたします。 
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（１－(5) 下水道事業の経営形態の見直し） 

 

次に、下水道事業の経営形態の見直しについてお聞き

いたします。 

我が会派は、経営形態を変更すべき事業の一つに下水

道事業をあげており、本市下水道事業は、維持管理業務

の従事職員数が政令市の中でも非常に多く、スリム化が

必要であり、また、使用料収入の引き続きの減少や古い

施設の改築更新等でのコストアップが予想されます。 

そこで、管理運営とインフラ整備に上下で分離し、管

理運営に民間のノウハウを導入することによるコスト低

減を主張してきました。 

また、府内市町村では、下水道技術者が不足しており、

経営形態の変更により、本市が持つ技術やノウハウを府

内にも展開できると考えます。 

府市統合本部会議での議論を踏まえ、管理運営を行う

新組織の設立に向けて、平成２５年度から具体的な取り

組みが始まりますが、今後の進め方について、市長のご

所見をお伺いいたします。 
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【要   望】 

 

我が会派は、基本的に外郭団体の廃止を主張している

が、スピード感を持って大阪の都市成長戦略に資する新

組織の設立を進めるために、財団法人都市技術センター

を２年間暫定活用することと理解しておきます。 

下水道事業の経営形態の見直しは、我が会派として要

望してきたことであり、他都市に例のない先進的な取り

組みであります。下水道は、市民の生命・財産を守る重

要な役割を担っており、十分な検証を行ったうえで、新

組織へ円滑に移行されるよう、要望しておきます。 
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（１－(6)引船事業） 

 

次に、大阪港における引船事業についてお聞きいたし

ます。 

先日、２月１３日に大阪維新の会の「港湾改革プロジ

ェクトチーム」から橋下市長に対し、大阪港における引

船事業について提言させていただきました。 

これまで、我が会派においては、港湾局に対し、引船

事業からの撤退について、強く要望し、我が会派主催の

公開討論会においては、民間の引船事業者にもご出席い

ただき、大阪港での引船による津波対策および災害対策

は民間の事業者で十分対応することが可能であると確認

されております。 

このようなことから、本市においては、速やかに引船

事業から完全撤退するべきであると考えますが、市長の

ご所見をお伺いいたします。 
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（１－(7) 外郭団体） 

 

次に、外郭団体についてお聞きいたします。 

去る３月１日の市会本会議で、外郭団体等への関与と

監理事項等を定めた条例が可決され、これまで要綱に基

づき行っていた市の関与や団体の監理については、今後

この条例に基づき、市の関与や監理を明確にするととも

に、外郭団体の自立化を推進することとされています。 

しかしながら、この条例で定められている外郭団体及

び出資法人の定義では、外郭団体については市の行政目

的を効果的に実施するために必要な法人や、市の関与が

法人運営に多大な影響を及ぼしている法人と位置付けら

ており、出資法人については外郭団体以外の法人であっ

て本市が資本金等を出資している法人とされていますが、

具体的にどのような団体が外郭団体及び出資法人に該当

することになるのかが明確になっておりません。 

市長は、今後どのようなお考えで外郭団体及び出資法

人を指定されるのでしょうか。 

また、昨年７月に策定された外郭団体の見直し計画に

基づく取り組みが現在進められておりますが、今回、定

義が変更されることにより、これまで我が会派が指摘し

てまいりました元外郭団体も含めて、これまでの取り組

みが引き続き、実施されるのでしょうか。 

あわせて、市長のご所見をお伺いいたします。 
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（１－(8) 大阪府市エネルギー戦略） 

 

次に、大阪府市エネルギー戦略についてお聞きいたしま

す。 

福島第一原発事故の教訓を踏まえ、再生可能エネルギー

などの普及拡大と、エネルギーの効率的利用や省エネルギ

ーの推進が強く求められています。 

本年２月に「大阪府市エネルギー戦略の提言案」が報告

されましたが、提言案では、原発の安全性等に関する諸問

題について多角的に深く論じられており、脱原発依存に向

けた工程についても、知事や市長の要望を受け入れ、引き

続き検討を進めていただけるとのことで、その内容に注視

しています。 

一方、エネルギー政策に関する平成２５年度予算案では、

新たな取り組みとして「おおさかスマートエネルギーセン

ター」を府市共同で設立し、再生可能エネルギーの拡大や、

省エネルギーシステムの導入推進などへの支援に取り組

むこととされております。 

市長として、今後、工程表が出されるということも含め

て、この提言案についてどう評価されているか、また、平

成２５年度予算案の内容について、どういう狙いをお持ち

かということをお伺いいたします。 
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【２ 市政改革】 

（(1) 地域活動） 

（① 本市事務事業のコミュニティ・ビジネス化の促進） 

 

次に市政改革についてお伺いいたします。 

市長は、昨年 7 月に市政改革プランを策定し、ニア・

イズ・ベターの徹底とムダを排除した効果的・効率的な

行政運営を行い、従来の考え方や手法にとらわれること

なく、住民により身近な区長に区内の施策事業の決定権

を与え、新しい住民自治・新しい区政運営の実現を目指

すとされています。 

そういったことから、区長のマネジメント能力が非常

に重要であると思いますが、昨日の質疑において公選職

でない職員区長が休日に勤務することには限界があると

答弁されており、地域のイベントや会合などが休日に多

く開催される区もある中で、区政運営に影響があるので

はとの心配があることを申しておきます。 

それでは、最初にニア・イズ・ベターの観点から地域

活動支援についてお伺いします。 

まず、本市事務事業のコミュニティ・ビジネス化の促

進についてお聞きいたします。 

活力ある地域社会づくりに向けては、地域においてヒ

ト・モノ・カネ・情報といった地域の資源の循環を生み

出すことが必要であると考えます。 

 そのためには、地域活動にビジネス手法を導入するコ

ミュニティ・ビジネスが有効で、身近な地域課題やニー

ズの解決のために必要なサービスをビジネス手法を用い

て提供することで、営利目的ではなく、地域の利益を増

大させるものであります。 

 

２枚あり 
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こういった取り組みを、地域団体のほか、市民、 

ＮＰＯ、企業などのさまざまな活動主体がそれぞれの持

てる力を発揮し合いながら担うことにより、新たな担い

手の発掘やつながりの創出などにも有効ではないかと考

えます。 

行政としても、担い手の最適化を図るべき業務を精査

し、地域社会の活力アップにつながるよう、業務の切り

出しを進めていくべきと考えますが、どういった業務を

進めようとしているのか、市長のご所見をお伺いいたし

ます。 
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（２－(1)－② 放置自転車対策） 

 

次に、放置自転車対策についてお聞きいたします。 

放置自転車台数については、この５年間で約５万台か

ら約１万６千台まで減少し、一定の成果は上がっていま

すが、平成２５年度についても１０億円を超える予算を

計上しており、未だ抜本的な解決には至っていません。 

今後、抜本的な視点と、地域の実情に応じた、よりき

め細かな視点で考えていく必要があります。 

例えば、利用者に自転車の管理責任を持ってもらうた

めの仕組みとして、自転車の登録制度は、抜本的な解決

につながる新たな手法の一つではないでしょうか。 

既存の登録制度としては、自転車法に基づく防犯登録

制度が府域で運用されており、この制度を発展させるこ

とも検討してはどうかと考えます。 

次に、よりきめ細かな取り組みとして、現在は建設局

が撤去を行っていますが、区として重点的に対策を講じ

る駅については、区役所が補完する形で撤去し、その保

管場所として駐輪場の空きスペースや区内の未利用地を

活用するなどの手法も考えられます。 

今後、区シティマネージャーが、補助組織である局と

も十分連携し、新たな視点で、対策を進めていくことが

必要だと考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 
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（２－(1)－③ 青少年指導員活動への支援） 

 

次に、青少年指導員活動への支援についてお聞きいた

します。 

大阪市青少年問題協議会の会長である市長が委嘱して

いる青少年指導員は、青少年の健全育成や非行防止に向

けた活動に熱心に取り組んでいただいています。 

本市ではその活動を担保するため、各校下の青少年指

導員会に対して、今年度は補助率１００％の補助金の支

給を行ってきました。 

来年度はこの補助金が、１３区については新たに地域

活動協議会への補助金、１１区がこれまで通りの青少年

指導員会への補助金というふうに２つに分かれる形とな

っています。 

地域活動協議会が全地域で形成される平成２６年度か

らは、青少年指導員の方々も地域活動協議会に参画いた

だくことになると思いますが、来年度においては、青少

年指導員会への補助金の補助率は５０％になる一方、地

域活動協議会への補助金の補助率が１００％となってお

り、市長委嘱のもとで活動している青少年指導員に対す

る支援が区によって異なるのは問題であると思います。 

また、青少年指導員は自主財源がないため、補助率が 

５０％の場合、事業費の半分を負担することとなり、活

動が成り立たないおそれがあります。 

青少年指導員の活動にかかる経費について、来年度に

おいては、その必要額を全面的に支援していただきたい

と考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 
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（２－(2) 施策・事業の見直し） 

（① 委託契約におけるプロポーザル方式の委員選定） 

 

次に、委託契約におけるプロポーザル方式の委員選定

についてお聞きいたします。 

昨年「新たな地域コミュニティ支援事業」、いわゆる中

間支援組織の公募型プロポーザルによる事業者の選定が

行われましたが、決算特別委員会でも質疑させていただ

いたように、このプロポーザルには委員選定のあり方も

含めて改善すべき課題があると感じています。 

 選定委員には、弁護士、公認会計士のほか、大学教授・

准教授３人が選任されていましたが、社会福祉協議会、

コミュニティ協会が半ば出来レースで事業者として選定

され、選定理由や付帯意見も杜撰であるように感じまし

た。ほかにも多くの事業でプロポーザルが実施されてい

ますが、既存の団体等がそのまま事業者となっている事

例がみられます。 

事業者選定にあたっては、弁護士や公認会計士を機械

的に選定委員に割り当てるのではなく、効果的な事業運

用が実現できる事業者を企業経営的な視点から選定する

ことが必要であり、経済団体のお力も借りながらオール

大阪で取り組んでいく必要があると考えますが、市長の

ご所見をお伺いいたします。 
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（２－(2)－② 都市計画道路の見直し後の方針） 

 

次に、都市計画道路の見直し後の方針についてお聞き

いたします。 

長期未着手の都市計画道路の見直しについては、昨年

７月に見直し素案を出されてから、パブリックコメント

による意見募集と各区での説明会を実施し、この１月に

は都市計画変更案の縦覧を行っています。今後、都市計

画審議会の議を経る段階まできていると聞いています。 

見直し案では延長約３４km が見直され、延長約５１km

が存続とされており、現在、事業中である約３６km とあ

わせ、残り約８７km の整備を引き続き進めていく必要が

あると理解しています。 

これら事業中路線及び今回存続とされた路線について

は、しっかりと目標を定めたうえで、事業費を確保しス

ピード感を持って進めていく必要があると考えますが、

事業の実施について、市長のご所見をお伺いいたします。 
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（２－(2)－③ 都市計画公園緑地の見直し） 

 

次に、都市計画公園緑地の見直しについてお聞きいた

します。 

大阪における公園緑地は、環境や景観、レクレーショ

ン、防災、さらには集客観光など都市魅力の観点からも

その役割は多様で重要であり、その都市計画の見直しは

しっかりと方針を立てて取り組むことが重要だと考えて

います。 

昨年の代表質問で市長の見解をお聞きしたところ、「都

市計画公園緑地の見直しは、まず今後の公園のあり方を

きちんと検討して、都市計画公園緑地の変更案を詰めて

いく」ということでありました。 

この１年の進捗状況を含め、改めて市長のご所見をお

伺いいたします。 
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（２－(2)－④ 市設建築物の 

ファシリティマネジメント） 

 

次に、市設建築物のファシリティマネジメントについ

てお聞きいたします。 

本市では、平成１８年２月に「資産流動化プロジェク

ト施設チーム」を設置し、市設建築物の総合的な有効活

用を図るファシリティマネジメントを推進しているとの

ことでありますが、施設の改修保全費について、 

平成２３年度だけでも年間総額約５６６億円に上ること

が初めて公表されました。 

また、昨年７月末に策定された市政改革プランでは、

数多くの施設のあり方を見直すこととなり、区長が区の

特性に応じて検討することとなっている市民利用施設等

１９６施設について、その参考としてライフサイクルコ

ストを含む基礎データが公表されたところであります。 

今後、それ以外の施設についてもデータを充実させ、

施設の再編整備に活用していくべきと考えますが、市長

のご所見をお伺いいたします。 
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（２－(2)－⑤ 生活保護） 

 

次に、生活保護についてお聞きいたします。 

平成２５年度の生活保護費が２１年ぶりに前年度を下

回ったことは、この間の橋下市長の取り組みの成果であ

ると評価します。 

引き続き、適正化の取り組みを強力に推進されること

を期待します。 

一方、本年１月に社会保障審議会「生活困窮者の支援

の在り方に関する特別部会」から「報告書」が出されま

した。 

この中で、扶養義務の問題については、扶養が困難と

の回答に対して、その理由の報告を求めるという改正内

容にとどまっています。 

さらに、これまで本市が強く求めてきた医療費の自己

負担の導入については、報告書では「導入を検討すべき」

という意見も出ていますが、その後の国の資料では記載

すら無くなっており、国は全くやる気が無いようであり

ます。 

市長は、昨年７月に「抜本的改革案」を国に提出して

おられますが、今般の国の見直し案についてどうお考え

でしょうか、また、制度をどのように改革していけばよ

いとお考えなのでしょうか。 

市長のご所見をお伺いいたします。 
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（２－(2)－⑥ 児童いきいき放課後事業） 

 

次に、児童いきいき放課後事業についてお聞きいたし

ます。 

児童いきいき放課後事業について、我が会派は、特名

随意契約の見直しを図り、公募を行い、競争原理を導入

することを求めています。 

放課後事業の理想型の一つとして、地域が主体的に放

課後の子どもの遊び場を確保し、留守家庭児童の安全・

安心、学習サポートやイベント実施など地域独自に取り

組んでいくことが考えられます。 

公募の趣旨である「さまざまな事業者に参加の機会を

与える」ためには、参画事業者へ準備期間を少しでも長

く確保する必要があり早く公募開始することが大切であ

ります。 

この事業は地域が参入できるよい機会であると考えま

す。 

公募のやり方について、区ごとに多様性を出せるよう

に公募の実施主体を区長とすることはできないかも含め

て、市長のご所見をお伺いいたします。 
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【３ 市民サービス】 

（(1) 男女共同参画） 

 

次に、男女共同参画についてお聞きいたします。 

男女共同参画施策については、「男女共同参画社会基本

法」において地方公共団体がその区域の特性に応じた施

策を策定し実施する責務を有するとしており、今後、大

阪市域が新たな基礎自治体に移行した際にはその責務を

各基礎自治体が担うこととなります。 

しかし、現在、男女共同参画施策は、市民局とクレオ

大阪が中心となって推進しており、区には男女共同参画

を担当する部署もなく、２４区の将来ビジョンを見ても、

男女共同参画の視点をふまえた施策を打ち出している区

はほとんどありません。また、平成２３年１０月現在、

住民の意見を反映すべく設置された区政会議の女性比率

は２５．４％となっており、大阪市男女共同参画基本計

画が示す平成２７年度、４０％という目標にはほど遠い

現状であります。 

このような状態では、新たな基礎自治体となった際に

その特性に応じた施策を実施することができるのであろ

うか非常に心配しております。 

女性も男性も、ともに住みやすいまちづくりを実現す

るためには、現区長においても、男女共同参画について

理解を深めていただき、区政会議等に女性を積極的に登

用するなど女性の意見が区政に反映し、男女共同参画の

視点をもって区政運営に当たっていただきたいと考えま

すが、市長のご所見をお伺いいたします。 
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【３－(2) 障がい者施策】 

（① 重症心身障がい児者への支援） 

 

次に障がい者施策についてお聞きいたします。 

我が会派は、真に支援を必要とする方への福祉施策の

再構築に関し、昨日の発達障がい者支援の充実に加え、

重症心身障がい児者への支援の充実を求めてきました。 

とりわけ、医療的ケアを必要とする重症心身障がい児

者について、医療機関でのショートステイの実施を求め

てきたところであります。 

医療的ケアと生活面でのケアの両方のニーズへの対応

には課題も多く、協力をいただける医療機関も少ないの

が現状です。 

施策の推進により、ご本人はもとより介護を担うご家

族の方へのしっかりとした支えとなるよう取り組んでい

ただきたいと思います。 

また、適切な医療をどう確保するかも大きな課題であ

ります。急病などいざというときに、医療機関がなかな

か見つからないなど切実なお声をお聞きしており、こう

いった課題についても取り組んでいただきたいと考えま

すが、市長のご所見をお伺いいたします。 
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（３－(2)－② 障がい者の就労支援） 

 

 （ありがとうございます。） 

重症心身障がい児者への支援など、真に支援を必要と

する方々への福祉施策については、引き続きの推進をお

願いいたします。 

 

次に、障がい者の就労支援についてお聞きいたします。 

障がいのある方の働く機会はまだまだ少ないのが現状

です。 

この４月に、障がい者就労施設等から物品やサービス

を優先的に調達できる「障害者優先調達推進法」が施行

されますが、局や区で業務を洗い出し、より積極的に障

がい者施設等への優先発注を進めるべきではないでしょ

うか。 

また、今後、区長の業務の権限が強化されるため、区

長に対しても障がい者の就労支援の意義を十分理解して

いただき、積極的な取り組みを求める必要があるのでは

ないのでしょうか。 

市長は、知事時代から、「障がい者の雇用日本一」を目

指して来られてきたところで、ぜひこういった取り組み

を進めていただきたいと思いますが、市長のご所見をお

伺いいたします。 
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（３－(3) 新たな大都市制度への 

移行に伴う福祉行政のあり方） 

 

次に、新たな大都市制度への移行に伴う福祉行政のあ

り方についてお聞きいたします。 

先般、「大阪府・大阪市特別区設置協議会」が発足し、

新たな大都市制度への移行にむけて本格的な議論が始ま

ろうとしております。税源配分、財源調整が法定協議会

でも議論の中心となると考えられ、その前提として、特

別区と大阪府の事務分担が議論の出発点となってまいり

ます。 

今後、特別区と広域自治体が担うべき事業の仕分けを

進めていくことになりますが、福祉施策はまさに住民生

活に直結するサービスであり、より住民に近くなる基礎

的自治体である特別区において、住民ニーズを十分に把

握し、施策を進めなければなりません。 

先の朝日新聞・ＡＢＣの府民調査において「大阪都構

想に賛成する人」が４８％で、１年前の調査と同じ傾向

であったという報道がありました。特別区への移行には

住民投票で過半数の賛成を得る必要があり、区民の皆様

の理解が不可欠であります。 

そういったことから、新たな大都市制度への移行に向

けては、公募区長の役割は重要であります。 

そのためには、区民の皆様に対ししっかりと議論し、

説明していくことが重要であり、公募区長の果たす役割

は非常に大きいと考えております。 

また、本市では、この間の取組みの積み重ねにより、

専門性やノウハウを培い、質の高い福祉サービスを実現

しており、これらは地域の実情をよく知った特別区で引

き続き担っていく方がよいのではないでしょうか。 

２枚あり 
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この間の地方分権推進の流れをふまえ、必要な法令改

正も求めながら特別区が最大限の権限と責任、財源をも

って地域に即したきめ細かな施策を行っていくべきであ

ります。 

ただし、これらの事業のうち、特別区が共同で実施し

た方がよい事業、例えば、国民健康保険や介護保険、専

門性の高い障がい者施策や、区を超えて利用する施設の

運営などは水平連携による実施の仕組みを構築していく

必要があります。 

今後、一人ひとりの生活に及ぼす影響が大きい福祉施

策をどのように制度設計していくか、また、本市が培っ

てきたサービスの水準をどのように維持、向上していく

かが、市民の理解を広く得られるかどうかに関わってく

ると思います。 

新たな大都市制度移行をにらんだ福祉行政のあり方に

ついて市長の所見をお伺いいたします。 



- 27 - 

 

【４ 教育問題】 

（(1) 教員の人事評価） 

 

我が会派は、将来の大阪を支え発展させていくために

は、児童生徒に対する充実した教育を行い、自主自立の

精神をもち、国際社会に対応できるグローバルな人材を

育成することが不可欠であると考えています。 

そこで、教育問題について、いくつか質問をいたしま

す。 

まず、教員の評価についてお聞きいたします。 

本市の職員については、大阪市職員基本条例に基づいて、

相対評価で職員評価を行うことになり、先日、相対評価に

よる試行が実施されました。 

教員については、大阪市立学校活性化条例等に基づいて、

絶対評価で評価されることになります。これは、学校協議

会の意見を取り入れることにより、相対評価と同程度の厳

正さが担保されるという趣旨で絶対評価となりましたが、

同じ本市の職員であるからには、教員も厳正に評価を行う

べきです。 

３月１４日には大阪府教育委員会主催の新評価育成シ

ステムの説明会が開催されると聞いており、児童・生徒・

保護者による授業アンケートなどを基に教員評価を行う

ことや学校評価を基に校長評価に反映させるなども組み

込まれることと思います。 

厳正に評価されることと思いますが、もし、以前と変わ

らない場合は、制度の再検討も含め考えることが必要だと

思いますが、市長のご所見をお伺いいたします。 
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（４－(2) 教育委員会事務局幹部職員の外部登用） 

 

次に、教育委員会事務局幹部職員の外部登用について

お聞きいたします。 

これまでの桜宮高校事案への対処等に関し、学校だけ

ではなく、教育委員会自体のあり方、また、市長と教育

委員会の関係性が大きく問題となっています。 

先日、教育委員会を巡る諸課題について、現行制度の

もとでの対応策を検討するため、「教育委員会のあり方検

討プロジェクトチーム」が設置され、「教育委員会の組織

及び運営に関すること」も検討事項として掲げられてい

ると聞いています。 

この際、教育委員会事務局体制を議論する際に、事務

局の幹部職員の一部に外部人材の登用を図り、視点を変

えた考え方も取り入れながらガバナンスを改革していく

ことが重要であると考えています。 

例えば、指導部長に任期付きの外部人材を登用してみ

てはどうかと考えますが、市長のご所見をお伺いいたし

ます。 
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（４－(3) 学校経営支援事業） 

 

次に、学校経営支援事業についてお聞きいたします。 

校長は、今回のマネジメント改革の中で、多くの役割

が期待されており、その役割を果たす強い意志と覚悟を

もった校長が任用されるべきだと思いますし、校長がマ

ネジメントに集中できるための環境づくりをする必要が

あります。 

しかし、保護者や地域住民の中には、学校及び他の保

護者に対して、過度で不合理な要求、苦情を繰り返し、

学校運営に支障が生じているケースもあります。 

教育振興基本計画では、学校が抱える課題の解決に向

けて専門家を派遣するとありますが、その予算額は専門

家の相談料として５０万円程度増額されたのみでありま

す。それだけでは、過剰で不合理な要求を繰り返す保護

者等の対応に苦慮している校長をサポートする体制には

なりえません。 

校長が本来業務に専念するために、学校及び他の保護

者に対し、学校運営に支障が生じるような過剰要求や誹

謗中傷等を繰り返す保護者等に対しては、弁護士、警察

ＯＢ、民間のクレーム対応担当者等の専門チーム体制を

構築し、校長をサポートすることが必要であると思いま

すが、市長のご所見をお伺いいたします。 
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（４－(4) 教科書採択） 

 

次に、教科書採択についてお聞きいたします。 

教科書は教科の主たる教材として学校教育において非

常に重要な役割を果たしています。 

小学校の教科書は一昨年度に採択され、中学校は昨年

度に採択されました。教科書を採択する上では、子ども

たちの学力が上がるとともに、自分の国の歴史・文化を

よく知り、我が国と郷土大阪を愛することができるよう

な教科書を採択することが重要であります。 

これまでの教科書採択は、大阪市を８つの採択地区に

分け、学校の教員が中心となって、採択が進められてい

ます。 

今後の採択にあたっては、現在の８採択地区の再考と

ともに、各学校が教科書を調査研究するにあたり、「大阪

市学校活性化条例」に基づき設置された学校協議会で地

域や保護者の意見を取り入れるなど、現在の調査研究の

方法等を改善する必要があると思います。 

平成２６年度に小学校の教科書採択が行われますが、

その時に、新しい制度にする必要があると思いますが、

教育長のお考えをお伺いいたします。 
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（４－(5) 中学校給食） 

 

次に、中学校給食についてお聞きいたします。 

昨年９月に中学校給食を実施し、９月の喫食率は 

１４．４％でしたが、その後徐々に低下し、１月の喫食

率は１１．２パーセントであったと聞いています。喫食

率の低下を食い止めるためにぜひ、生徒、保護者等の意

見を聞いて今後改善できるところはしていただくととも

に、平成２５年度新中学１年生である、現在の小学６年

生の児童及び保護者に中学校給食をアピールして、一人

でも多くの生徒に中学校給食を利用してもらうことが重

要だと思います。 

また、市長は先の決算特別委員会において、一つの案

として、学年進行で段階的に全員喫食に移行する考え方

を示されていましたが、確かに移行する新中学１年生に

とってはスムーズでありますが、全学年での全員喫食が

実現するには時間がかかるという問題もあります。 

我が会派としては、中学校給食の実施について、「全員

喫食」が原則であるべきだと考えています。早期に、ア

レルギーなど、どうしても給食を食べることのできない

生徒以外の生徒を対象に全員喫食に移行すべきであると

考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 
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【再質問】 

 

ただいま市長は「全員喫食」が原則であると答弁され

ましたが、それであれば、市長の判断で早期に全員喫食

と判断すべきではないのでしょうか。「全員喫食」か「家

庭弁当との選択制」とするかに各区の地域差が果たして

あるのかも疑問であります。 

改めて、市長のご所見をお伺いいたします。 
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【４－(6) 学校跡地の活用） 

 

 次に、学校跡地の活用についてお聞きいたします。 

学校の統廃合を進めるにあたっては、廃校後の学校の

跡地の活用についても地域に配慮すべきであります。 

単に売却するのではなく、これまで学校が地域に果た

してきた役割や地元の愛着などにも配慮しつつ、例えば

私学を含め民間の教育機関等の誘致や施設の地域への開

放など、まちづくりの観点から活用方策を示すべきであ

り、そのためには教育委員会が地域と密接なかかわりの

ある区や関係局と連携し活用方策の検討を行う必要があ

ると考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 

 




