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【出席者】  

（評価委員会委員）  

 大阪府立大学工業高等専門学校名誉教授 髙岸 節夫  

 大阪府立大学工業高等専門学校准教授  山野 高志  

  摂南大学教授             大谷 由紀子  

  摂南大学准教授            稲地 秀介  

 大阪電気通信大学教授         上善 恒雄  

（事務局）  

寝屋川市 都市計画室   竹本室長、仲西課長、中島副係長、内田  

        道路建設課  監物課長、大貫係長  

道路交通課  濱口係長、孫田  

        水・みどり室 兼子課長、菊池  

     総合調査設計株式会社  古家、安藤 

 

           

【議事内容】  

⑴ 都市再生整備計画・事後評価制度の概要 

⑵ 寝屋川市東部地区の事業概要 

⑶ 事後評価の手続き等について 

⑷ 今後のまちづくり方策について  
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寝屋川市まちづくり交付金評価委員会（寝屋川市東部地区） 議事録 

 

１ 開会 

事 務 局： 定刻となりましたので、ただ今より、「寝屋川市まちづくり交付金

評価委員会」を開催いたします。 

本日は、ご多忙のところご出席を賜り、誠にありがとうございま

す。 

私は、本日、司会進行をさせていただきます都市計画室の仲西です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

ただいま、委員５名のうち４名のご出席をいただいておりますの

で、寝屋川市まちづくり交付金評価委員会規則第６条第２項の規定

により、本会議は成立していることをご報告いたします。 

また、本会議の様子につきまして、写真撮影をいたします。ご了承

のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２ 委員の紹介 

事 務 局： 続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

はじめに、大阪府立大学工業高等専門学校名誉教授の髙岸節夫様。 

同じく、大阪府立大学工業高等専門学校准教授の山野高志様。 

続きまして、摂南大学教授の大谷由紀子様。 

同じく、摂南大学准教授の稲地秀介様。 

もう一人、少し遅れてまいりますが、大阪電気通信大学教授の上善

恒雄様でございます。 

次に、配付している資料の確認をいたします。 

「次第」 

「寝屋川市まちづくり交付金評価委員会規則」 

「寝屋川市まちづくり交付金評価委員会名簿」 

「寝屋川市東部地区都市再生整備計画（第３回変更）」 

「都市再生整備計画事後評価方法書」 

「都市再生整備計画事後評価シート（案）」 

「事後評価の実施スケジュール」 

となっております。お手元にお揃いでしょうか。 

お揃いのようですので、開会に先立ちまして寝屋川市まち政策部都

市計画室長よりご挨拶させていただきます。 

室  長： 本日は、年末の何かとご多忙の中、寝屋川市まちづくり交付金評価

委員会にご出席いただき、誠にありがとうございます。委員の皆様方

には、本市の市政推進に格別のご理解とご協力を賜り、重ねてお礼を

申し上げます。 

さて、本市では平成25年度から29年度にかけ、寝屋川市東部地区

において都市再生整備計画に基づき、社会資本整備総合交付金（旧

まちづくり交付金）を活用した総合的なまちづくりに取り組んでき

ました。本年度は都市再生整備計画の最終年度であり、社会資本整

備総合交付金要綱に基づいて、方法書の作成から事後評価原案の公

表を実施しているところです。 
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本日の会議では、事後評価が適正に遂行がなされたか、また、今

後のまちづくり方策についてご審議をお願いするものです。 

内容につきましては、後程、担当より説明をさせていただきますの

で、慎重審議を賜りまして、ご協賛いただきますようお願い申し上

げます。 

本日いただきました委員の皆様からのご意見等については、これ

からのまちづくりに活かしてまいりたいと存じます。 

簡単ですが、開会にあたりましてのご挨拶にさせていただきます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

３ 委員長の選出 

事 務 局： それでは、本日の案件に入らせていただく前に、寝屋川市まちづく

り交付金評価委員会規則第５条の規定によりまして、本委員会に委員

長を置くことになっており、選出については、委員の互選により定め

ることとなっております。特にご意見がなければ、事務局推薦という

形で髙岸委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員一同： 異議なし。 

事 務 局： ありがとうございます。ご異議がないようですので、委員長は髙岸

委員にお願いしたいと存じます。 

それでは、委員長が選出されましたので、今後のまちづくり交付

金評価委員会の運営については、委員長にお願いしたいと思います。 

髙岸委員長、委員長席へご移動お願いいたします。 

 

４ 委員長あいさつ 

委 員 長： ご推挙いただきまして、委員長を務めさせていただくことになりま

した。 

よろしくお願いいたします。 

本委員会の主旨は、市が実施しました都市再生整備計画事業の評

価が適切に行われているかを判断していただくことです。我々委員

がその事業内容の全てを評価するわけではなく、この場でいろいろ

な意見を出して、それを事務局に持ち帰ってもらい、必要に応じて、

現在の事後評価案にその意見を反映させ、最終の事後評価を作成し

て頂くという運びになっています。 

本委員会は、そのための場であり、事後評価の審議に留まらず、

「今後のまちづくり」についても積極的にアイデア、ご意見を出し

て頂ければと思います。 

 

５ 議事案件及び６ 議事案件の審議 

（１）都市再生整備計画・事後評価制度の概要 

委 員 長： それでは早速、案件に入らせていただきます。 

案件１ 都市再生整備計画・事後評価制度の概要について、事務局

より説明をお願いします。 

事 務 局： 都市計画室の中島でございます。よろしくお願いいたします。 

説明は、お配りしている資料と前方のスクリーンでご説明させて
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いただきます。 

本日の議案は、 

１.都市再生整備計画・事後評価制度の概要 

２.寝屋川市東部地区の事業概要 

３.事業評価の手続き等について 

４.今後のまちづくり方策について 

の４つです。 

それでは、案件１ 都市再生整備計画・事後評価制度の概要につい

て、説明させていただきます。 

配布資料の「寝屋川市東部地区 都市再生整備計画」をご覧くださ

い。 

まず、都市再生整備計画の概要について、ご説明させていただきま

す。 

都市再生整備計画事業は、地域の特性を活かした個性あふれるまち

づくりを実施し、全国の都市再生を効率的に推進することにより、住

民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的に、

都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画を作成し、国

の交付金を用いて事業を実施するものです。 

事業の特徴としまして、整備計画は、市町村が作成することができ

るため、地域の創意工夫を活かした総合的・一体的なまちづくりを進

めることが可能であり、計画では、都市の再生に関する事業等を重点

的に実施すべき地域として、対象区域を設定しています。 

今回の寝屋川市東部地区は、配布資料「都市再生整備計画」３ペー

ジの参考様式３の区域であり、第二京阪道路、ＪＲ東寝屋川駅、寝屋

川公園や打上川治水緑地などが周辺にある地域を対象区域と設定して

います。 

また、整備計画に位置付けられた、まちづくりに必要な幅広い施設

を対象に事業を実施することができます。 

計画期間は、概ね３年から５年であり、事業に関しては、画面に表

示していますＰＤＣＡによる事後評価を重視しています。今回は、赤

色と水色で色づけしている事後・改善に関するところにあたります。 

次に、事後評価の目的は、大きく２つあります。 

一つ目が事業の成果について、わかりやすさと透明性の確保、２つ

目が事業の良否判断のみに終わらず、まちづくりの成果を客観的に判

断し、今後のまちづくりに反映するなど、事業の効果を持続させるこ

とです。 

事業を実施した市町村は、計画当初に設定した目標の達成状況等に

関する事後評価を実施し、その結果を公表することが国から義務付け

られています。 

事後評価の実施は、交付終了年または翌年度となっており、今回の

東部地区は交付最終年度に行っています。 

画面のフローは、事後評価の実施流れを示したものです。本委員会

は、赤字で示したところとなります。 

事業成果及び実施過程を検証し、今後のまちづくりを検討し、評価

結果をチェックして結果を公表し、必要に応じて、フォローアップを

実施するという流れとなります。 

評価委員会の位置づけ・役割についてですが、大きく２つあります。 
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一つ目は、事後評価の手続き及び都市計画の目標の達成状況につい

て、その妥当性を審議していただき、不適切な点または改善すべき点

があると認めた場合は意見の具申を行っていただくことです。 

二つ目は、今後のまちづくり等の内容の妥当性について審議してい

ただき、同じく、不適切な点または改善すべき点があると認めた場合

は、意見の具申を行っていただくこととなっております。 

都市再生整備計画・事後評価制度の概要の説明は以上でございます。 

 

委 員 長： ただいま、案件（１）の説明が終わりました。これについて、ご質

問がございましたらお願いします。 

特にないようですので、引き続き、案件（２）寝屋川市東部地区の

事業概要について、事務局より説明をお願いします。 

 

（２）寝屋川市東部地区の事業概要 

事 務 局： 案件２ 寝屋川市東部地区の事業概要について、説明させていただ

きます。先ほど説明しましたとおり、図中に赤線で囲っている区域が

対象地区です。地区面積は360haです。 

まちづくりの目標として「うるおい（にぎわい・緑）とやすらぎ（

安全・安心）の協創により、魅力あるまちづくりを創造し、地域の

活性化を図ること」を掲げており、平成25年度から平成29年度の５

年間、国の交付金を受けて、様々な事業を実施し、今年度が最終年

度となっています。 

次に、対象地区の課題ですが、４つ挙げています。配布資料の都

市再生整備計画の５ページも合わせてご覧ください。 

課題１、花と緑の多い、うるおいのあるまちづくりが求められてい

ます。 

課題２、自転車利用者による携帯電話等を使用しながらの運転や歩

道をスピードを出して走行するなどの危険な運転に対し、

市民からの苦情が多いなど、自転車利用者の安全意識の向

上が必要とされています。 

課題３、交通事故の総数は年々減少傾向にあります。しかし、自転

車が関係する交通事故は、警察等と連携し、街頭啓発等を

進めていますが、微増傾向にあり、事故減少が望まれてい

ます。 

課題４、安全・安心な魅力あるまちづくりを一層推進するため、街

頭犯罪を未然に防ぐような対策が求められています。 

以上、４つが、課題として挙がっていました。 

次に、東部地区おける事業は、先ほどの課題をふまえ、整備方針

として、 

１.周辺の公園や緑地を連続した、緑のある景観の創出を図る。 

２.第二京阪道路の上部において、広域性、周遊性を活かした、交

流、教育の場を創造し、市内の自転車事故の減少及び地域のに

ぎわいとやすらぎの創出を図る 

の２つを掲げ、基幹事業・提案事業を実施しました。 

それでは、各個別の事業について、簡単にご説明いたします。 

基幹事業、道路としまして、市道太秦元町打上元町１号線の整備を
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行いました。 

第二京阪道路と府道枚方富田林泉佐野線を繋ぐ市道で、第四中学

校や明和小学校の通学路にあたる道路です。寝屋川公園の整備と併

せて寝屋川公園と隣接する区間は幅員６mに拡幅されており、その延

伸として拡幅整備を行うことで、安全、安心の創出を図りました。 

次に、基幹事業、公園としまして、太秦２号公園整備事業の整備で

す。 

公園の未開設箇所の整備を行い、自然環境豊かなまちづくりを推

進するため、既存の池を活用した親水空間や遊歩道の整備などを行

いました。 

次に基幹事業：地域生活基盤施設としまして、第二京阪道路上部

広場及び広場です。第二京阪道路の上部を利用して、２箇所の広場

の整備を行いました。 

そのうちの１箇所は、地域交流センター、研修室と連携し、自転

車の安全利用に関する施策の推進を図ることができるように整備を

しました。 

次に、基幹事業、高次都市施設としまして、地域交流センターの

整備です。先ほども説明しましたが、広場、研修室と連携し、自転

車の安全利用に関する施策の推進を図ることができるように整備し

ました。 

続きまして、提案事業についてですが、本計画では４つあります。 

地域創造支援事業が３つあり、一つ目が、研修室の整備です。こ

ちらは、先ほどの基幹事業でもありましたように、講習会の充実や

啓発活動を行い、自転車利用者の自転車の安全利用に関する意識の

向上及び施策の推進を図ることができるように整備しました。 

二つ目が自転車のイベントで、地域のにぎわいを創出するため、

変り種自転車を活用したイベントを行い、地域交流センターや研修

室を活用し、自転車利用者の自転車の安全利用に関する意識の向上

を図りました。 

三つ目が、都市公園防犯カメラ設置事業です。施設の適正利用や

犯罪防止を図るため、都市公園に防犯カメラを設置しました。 

次に、提案事業である事業活用調査の事業効果分析は、今回の事

後評価であり、事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達

成状況の確認や今後のまちづくり方策の検討を行うものです。 

寝屋川市東部地区の事業概要の説明は以上でございます。 

 

委 員 長： ただいま、案件（２）の説明が終わりました。これについて、何か

ご質問はございませんでしょうか。 

特にご質問等がないようなので、案件（３）事後評価の手続きに

ついて、事務局より説明をお願いします。 

 

（３）事後評価の手続き等について 

事 務 局： それでは、案件３ 事後評価の手続き等について、説明させていた

だきます。 

事後評価を進めるにあたりまして、国土交通省から示されており

ます事後評価の手引きに沿って行っております。評価に係る指標の
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計測時期や方法、各種検討作業の時期や主体、検討手法を設定した

「事後評価方法書」を作成し、これに基づき事後評価を実施してお

ります。 

「事後評価方法書」につきましては、配布資料「事後評価方法書」

をご覧ください。 

（１）成果の評価から始まり、（２）実施過程の評価、（３）効

果発現要因の整理など、事後評価にかかる方法、時期などについて

あらかじめ計画しており、これに基づき、事後評価作業を進めてい

ます。 

本日開催しております「評価委員会」についても、方法書５ペー

ジの（６）において、時期・方法などを記載しています。 

次に、配布資料の「事後評価シート（案）」の１ページも合わせ

てご覧ください。 

１）事業の実施状況については、先程、説明しましたとおりです。 

２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状

況について、画面を見ながら説明します。 

計画に記載した指標は、画面にもありますように４つあります。 

各指標の設定や目標値の達成状況について、説明いたします。 

指標１：自転車に関するイベントについて 

定義としまして、年間の自転車に関する市内でのイベントの開催

回数とし、従前値については平成24年度で、年２回実施していまし

た。 

目標値は、平成27年度で年４回の実施を設定し、評価値は、実際

の平成27年度の実施回数で、６回開催されましたので、目標を達成

しています。 

その翌年は10回と増えており、平成26年に開設した「自転車の駅」

によって、開催する機会や場所が増えたことが要因と考えられます。 

次に、指標２、自転車関連事故件数について 

定義としまして、市内の交通事故における自転車関連の事故の割合

とし、大阪府警から提供いただいた市内の交通事故件数のうち、自

転車関連事故件数の割合を算出し、従前値・評価値としています。 

従前値として平成23年では31.1％でしたが、平成27年の目標値の

25％を下回る24％と、目標値を達成しています。 

先ほどの指標１の自転車のイベントの実施回数が増えたことで、

自転車利用者の安全利用意識の向上につながったのではないかと考

えられます。 

指標３より先に指標４について説明します。 

指標４：市内の街頭犯罪認知件数について 

こちらも大阪府警よりデータを提供いただき、年間の市内の街頭

犯罪認知件数について算出しています。 

従前値は平成25年で、2,114件となっています。目標値として平成

27年で1,980件としており、評価値は1,577件と目標値を達成してお

ります。 

続きまして、指標３について、説明します。 

指標３：周辺地域の満足度ですが、これについては、寝屋川市が

隔年で実施している市民意識調査の設問項目「快適な生活環境や美

しいまちなみが確保されていると思いますか」の対象地区内での「
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思う」または「少し思う」と回答した方の割合を算出しています。 

従前値の平成24年度の市民意識調査では、「思う」「少し思う」が

35％でした。目標値は45％を見込んでしましたが、今年度実施した

市民意識調査では、23％と目標を達成できませんでした。 

目標値の算出は、先ほどの質問について、平成22年度は市域全体

で21.6％、平成24年度は市域全体で26.2％であり、２年間で4.6％増

加していることから１年で２％増加すると見込みまして、整備計画

終了までの５年で10％増加するとし、従前値の35％に10％を加えた

45％を目標値としました。 

グラフ部分にも記載している様に、平成22年度は第二京阪道路が

開通し、交通の利便性は大きく良くなった年であり、平成24年度の

市民意識調査の結果には、第二京阪道路の開通による評価の増加は

あったと思われます。 

目標値の設定については、平成22年度と平成24年度の２箇年の結

果のみで算出するのではなく、幅広い年度を対象にするべきであり、

対象地域の現状、今後の計画も踏まえて設定する必要があったと考

えます。 

平成24年度では、寝屋川市駅東地区の整備がされ、平成26年は、

本計画の事業の一つでもあります「自転車の駅」が整備され、対象

地域やその周辺も含め、整備が続いていた時期で、そのため、平成

24～平成27年度にかけては、30％強の満足度と高い結果となってい

ます。 

ただ、整備などで目に見える時のみ、満足度を満たすのではなく、

その結果が持続するよう、生活環境やまちなみの維持に努める必要

があり、市民意識調査の結果をしっかり分析し、今後のまちづくり

に活かしていく必要があると思っています。 

次に、指標３が目標に達成しなかったことを踏まえ、その他の数

値指標として、新たに２つの指標を追加しました。 

その他の数値指標１として、「自転車の駅」の利用者数について

追加設定しました。設定の理由として、指標の目標達成に大きく関

わる施設でもあり、本計画の事業で整備されていることも踏まえ、

その整備効果および指標達成を説明するため設定しました。 

平成26年に「自転車の駅」を開設し、開設年の年間利用者数7,749

人を従前値としました。平成28年の利用者数11,420人を評価値とし

ました。 

開設後から利用者数は年々増加しており、事業整備は一定の効果

があったと考えられます。 

次に、その他の数値指標２として、市民意識調査の設問の「犯罪

が少なく、安全なまちである」についての満足度を追加しました。 

本計画のまちづくりの目標は「うるおい（にぎわい・景観・緑）

とやすらぎ（安全・安心）の協創により、魅力あるまちづくりを創

造し、地域の活性化を図る」としており、本計画での防犯カメラの

設置、先に説明しましたが「街頭犯罪認知件数」の減少をふまえ、

周辺地域のまちの安全性についての満足度を把握することができる

と考え、設定しました。 

従前値は、防犯カメラの設置が進みだす前年の平成27年度におけ

る市民意識調査の設問項目「寝屋川市は、犯罪が少なく、安全なま
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ちであると思いますか」について、本計画の対象区域における回答

のうち，「思う」「少し思う」の回答比率の算出結果は９％でした。

評価値は、本年度の市民意識調査の同じ設問項目について、「思う」

「そう思う」の回答比率の算出結果、15％となり満足度は向上して

おり、指標４の街頭犯罪認知件数が減少していることをふまえると、

事業として一定の効果があったと考えられます。 

４）定性的な効果発現状況について 

先ほども少し触れましたが、太秦２号公園整備工事では、平成26

年度から地域住民や地元大学などが参画する「寝屋川再生ワークシ

ョップ」で公園整備の構想段階から議論を行い、「自然環境をでき

るだけ残した保全優先型の整備」とする方針が示されるなど、市民

協働の取り組みによる検討が行われ、整備されました。 

５）実施過程の評価について、 

モニタリングですが、予定にはありませんでしたが、指標３の目

標値等を見直すにあたり、市が隔年で実施している市民意識調査に

より、その他数値指標等について確認を行いました。 

住民参加プロセスについても、予定にはありませんでしたが、２

つ記載しています。 

一つは、先ほど説明しました「寝屋川再生ワークショップ」です。 

平成26年度から平成29年度の間に年２、３回実施し、市民協働に

より取り組みを行いました。中でも、テレビとタッグを組み、池の

水を全部抜いて、外来種の駆除、池の環境保全を大々的に行いまし

た。 

テレビ東京の「緊急ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作戦５」では俳

優の的場浩司さんから北川市長がインタビューを受けました。参加

者は寝屋川ワークショップのメンバー約100名、ねや川水辺クラブ26

名、摂南大学30名、電気通信大学22名、府大高専７名、見学者のべ

300名と盛大に盛り上がりました。 

写真にもありますように、アリゲータガーや、その他ロングノー

ズガーなどの外来種の捕獲にも成功し、スイレンの除去も行いまし

た。 

今後の方針としましては、このように市民協働の取り組みを継続

し、公園の利用促進を図っていきたいと思います。 

もう一つが、公園・緑地等植栽サポーター事業の取り組みについ

てです。 

実施頻度として、対象地域では、平成28年度に1箇所、高宮あさひ

丘自治会で実施し、その他市全体では６箇所で実施しています。 

市と地域住民との協働による魅力ある緑化の推進に向けて、市が

管理する公園・緑地等の既存花壇を有効活用し、自ら選定・花づく

り・緑化等を提案する事業で、平成28年度から実施しています。 

対象地域の高宮あさひ丘自治会では、99人が参加し、花壇への植

え付けを行いました。 

今後の方針としましては、公園・緑地等植栽サポーター事業の取

り組み等を通して、住民の需要や維持管理などの検討を行い、花と

緑の多い、うるおいのあるまちづくりに活かしていきたいと考えて

います。 

持続的なまちづくり体制の構築についてですが、先ほどの住民参
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加プロセスと同じく、公園・緑地等植栽サポーター事業の取り組み

についてです。 

内容等は先ほどと同様で、今後の対応方針等につきましては、今

後も本事業により市民との協働でまちづくりを進めていきたいと思

っています。 

続きまして、効果発現要因の整理について説明します。 

配布資料の「事後評価シート」の１0ページも合わせてご覧ください。 

効果発現要因の整理にかかる検討体制としまして、事業に関係する

庁内の横断的な組織、まち政策部都市計画室、まち建設部水・みど

り室、道路交通課、道路建設課で構成されています。 

次に数値目標を達成した指標の効果発現要因の整理について、そ

れぞれの指標別で説明いたします。 

指標１ 自転車に関するイベント回数について 

近年、自転車を取り巻く環境も変化し、関心も高まっていますが、

平成25年４月より「寝屋川市自転車安全利用条例」の施行、平成26

年度に「自転車の駅」の開設など、自転車利用者への交通安全意識

の向上を図る環境が整備され、イベントの実施回数の増加につなが

っています。 

今後も自転車に関する交通安全意識の向上を図るため、講習会や

啓発活動等、引き続き取り組んでまいります。 

指標２：自転車関連事故件数の低減については、平成25年４月よ

り「寝屋川市自転車安全利用条例」が施行され、警察や地域と連携

して、自転車の安全利用向上へのＰＲや啓発に取り組んだことが自

転車関連事故件数の低減につながりました。今後も寝屋川警察と更

に連携を図りながら、自転車に関する交通安全意識の向上に努めて

まいります。 

次に、指標４：市内の街頭犯罪認知件数について 

主要な都市公園への防犯カメラの設置とともに、平成27年度に寝屋

川市防犯カメラ設置補助金を創設、警察とも協議の上、市内の主要

幹線道路などへ防犯カメラの設置を進めてきました。その結果、街

頭犯罪認知件数の低減につながりました。今後も設置した防犯カメ

ラの維持管理の検討を行うとともに、地域と連携した防犯パトロー

ル等の取り組みの実施など、地域での防犯意識向上に努めてまいり

ます。 

指標３：周辺地域の満足度について 

こちらは、数値目標を達成できなかった指標の効果発現要因の整理

です。 

目標値の設定段階における満足度の分析不足というところもあり

ますが、市道太秦元町打上元町１号線の整備では、狭隘であった道

路を拡幅し、安全で安心に通行できる道路へと整備したが、整備距

離が短く接続道路も狭隘であること、 

太秦2号公園では「寝屋川再生ワークショップ」等の市民協働の取

り組みが実施されているが、満足度の向上まで至らなかったことが

要因として考えられます。 

今後としましては、市道太秦元町打上元町１号線と接続する道路

をはじめとする狭隘道路での通行の安全性の確保の検討、公園整備

で実施したワークショップ等を通じて市民協働の意識が高まってお
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り、継続して市民協働が実施できる体制づくりの検討を図っていき

たいと考えています。 

最後に、事後評価原案の公表について、説明させていただきま

す。 

公表期間として、11月30日から12月14日まで、住民からの意見を

募集しました。 

公表方法としましては、寝屋川市ホームページでの掲載及び都市計

画室の窓口での縦覧により意見募集を行いました。なお、公表した     

結果、住民からの意見はございませんでした。 

事後評価の手続きの説明は以上でございます。 

委 員 長： ただいま、案件（３）の説明が終わりました。かなり長かったです

が、ご質問またはご意見がございましたらお願いします。 

上善委員： 自転車と街頭犯罪については、非常にいい効果が出て、素晴らしい

結果だと思います。今回、指標３について少し議論がいると思います。 

まず、アンケートで「快適な生活環境で美しいまちなみ」と漠然

とした設問であるということ。結果は聞かれている対象者や聞き方

にもよると思いますが、他の自治体で指標が達成できなかった事例

をみると、「×」をつけているところがほとんどない。というより全

然なく、かなり下回っていても「△」となっている。 

「△」をつけている他の自治体と同様の解釈をした方が良いのか

もしれません。「×」を付けたうえで、その他の指標を設けて、非常

に丁寧な対応をされていると思う。そういう意味では対処として、

きちんとしており、間違っていないと思う。もともとの事業自体の

指標に「×」を付けるということにおいて、国との契約内容との関わ

りもあると思いますし、また、実際に中身をみましても、満足度の

指標が適切かどうか、事業と指標内容とアンケートそのものとがあ

っているのかどうかが少し疑問な部分で、このあたりはどのように

考えたらよろしいでしょうか。 

事 務 局： 最初にご指摘いただいた「×」を付けてもいいのかに関して、こち

らでも調べまして、山形県天童市や青森県東北市、青森市などで「×」

をつけているところもあります。ご指摘をふまえ、本当に「×」を付

けるかどうかについても改めて検討する必要があるのかと思っていま

す。 

指標の設定に関してですが、先ほど説明させていただきましたが、

平成24年度に第二京阪道路の影響等で、市民の皆様の意識がかなり

上がっている中、平成22年と24年の比較をして伸び率等を設定した

経緯があります。かなり良かった時期の結果を基にしており、当初

の設定方法自体に多少問題があったと思わざるを得ない結果になっ

ています。 

その件に関しては、新たな指標として、その他の数値指標で補完

させていただきたい。 

上善委員： 他の「×」の事例があるのなら大丈夫ですね。 

山野委員： 気になったところは、スライドの20ページの自転車関連事故件数に

関することです。 

指標では「件数」となっていますが、定義では「割合」となってい

ます。これに対して、指標４は「件数」という指標名で、定義も「

件数」になっており、その不整合が気になっています。 
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10ページのグラフを見てみると、件数も下がっているので、問題

はないのかもしれないが、指標名と定義部分がずれているのは大丈

夫かなと思います。今更、指標の名前自体を件数から割合に変える

のも無理と思いますので、例えば、総合所見のところに、割合が減

少し、かつ件数も減少しているという一文を入れておくだけでもフ

ォローにはなると思いますが、いかがでしょうか。 

事 務 局： ご指摘の通り、総合所見のところに件数も含めて、記載したいと考

えています。 

上善委員： 山野委員と同じ20ページのところで、私もそう思ったのですが、件

数を入れることもそうですが、今回、大阪府・大阪市との比較もあり、

わかりやすくできていると思います。全体的には高齢化も進んでいる

ので、自転車を乗る人も減っているのかなと思うところではあります。 

大阪府・大阪市など他都市との違いでも減っており、明らかに効

果が表れているということなので、他都市と比べても成果が出てい

るということも加えてもいいのではないかと思います。 

委 員 長： 先ほどの指標３ですが、市民アンケートは平成29年ですが、何月に

回収されていますか。 

事 務 局： 回収については、９月に回収が終わっていると聞いています。まだ、

報告書の整理までは行われていませんが、データを頂き算出していま

す。 

委 員 長： 速報値ということですか。 

事 務 局： そうです。 

委 員 長： 最近、寝屋川市は色々と良くないニュースが続いているので、その

辺の影響もあるのかなと思います。 

上善委員： 先ほどのアンケートの件について、その方法ですが、市域全体から

満遍なくとられていると思います。紙やインターネットなど方法は色

々ありますが、今回、道路の拡幅や公園の整備などをされた地域は限

られている。それでいくと寝屋川市域は広いので、全然関係ない人は

何処を整備したのかわからない。 

もし抽出できるのであれば、今回の事業を目にしている可能性が

ある地域のみで集計すると、良い結果が出ている可能性が高いと思

う。その結果から、「今回整備した公園の近くの方々には好評を得

ている」ということが出せるといいのではないかと思う。 

事 務 局： 市民意識調査は、寝屋川市全域で無作為に選ばれた3,500人の住民

の方に送っていますが、指標３の目標値や評価値については、対象地

区での回答割合となっています。 

稲地委員： 細かいことですが、実際に対象地区では何人ぐらいの回答で、この

数字が出ているのですか。 

事 務 局： 指標３の市民意識調査「快適な生活や美しいまちなみが確保されて

いますか」に関しましては、本地区である第一中学校及び第４中学校

にお住いの方の回答数は306名あり、「思う」「少し思う」の方が71

名となっています。 

山野委員： スライドの32頁ですが、自転車事故件数の低減の表について、基幹

事業の一番上の「市道太秦元町打上元町１号線」の部分ですが、この

表では明確に関係ないということになっている。私はこの道を通勤で

毎日、自転車で通っています。拡幅したことでだいぶ通りやすくなっ

た。それまでは、こちらが自転車で、相手が車（軽自動車）のときの
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すれ違いが危うい感じであった。短い区間ではあるが拡幅され、だい

ぶ朝の通勤がスムーズになったので、これは明確に関係ないまでは言

わずに「○」でいいのではないか。間接的に効果があったのではない

かと思う。 

事 務 局： おっしゃる通りでして、「○」にさせていただきたいと思います。 

大谷委員： ここの項目での質問ではないのかもしれませんが、「達成できなか

った」という場合、５年で達成できなかったということで終わるのか、

どういう風に今後を考えているのでしょうか。 

事 務 局： それに関しては、この数値を達成するまで事業をするということは、

考えていませんが、今後についても市民意識調査は隔年で実施してい

きますので、その数値を注視し、今後のまちづくり等の検討材料にい

たします。今回、説明させていただいたその他の指標、指標１と指標

２について、違う角度で市民の意識や事業効果について確認を行い、

指標３に関しては達成できなかったが、違う角度からみた場合、一定

の効果があったと言い換えさせていただきたいと考えています。 

上善委員： この満足度のところですが、別の指標でフォローされており、これ

は十分達成されているのかなと思います。もう一点、報告書の中に残

せるかわかりませんが、こういうアンケートそのものは漠然としたも

のなので、ある意味、見方を変えれば、住民の意識が高く、「もっと

頑張れ」という意味にもとれる。私は市民ではないが、明らかに寝屋

川市は、外から見ていても頑張っておられる自治体だと思います。外

から見ていても随分と変わってきていると思います。そこで、この数

字が出てきたこと自体が分かりませんが、逆に意識が高く、そういう

意味でまだ満足していないという意味合いかなとも思います。 

稲地委員： スライドの30頁のサポーター事業の取組みについては、住民の方々

が主導で行っているようですが、事業の拡がりについて、市が具体的

な事業のイメージや戦略を持っているのか教えていただきたい。 

事 務 局： サポーター事業については、平成28年度から新たに旗揚げをして実

施しているところです。現在、計６箇所で、太秦２号公園については、

そのうちの１箇所であり、整備中の公園・緑地等で、既存の花壇の植

え付けをやっていただいているところです。これについては、住民か

らの発案・提案をいただき、市がお花や緑化資材を提供しています。

住民からの発案があっての事業ですが、どんどん市民の方に既存の空

いている花壇を活用してもらい拡げていきたいと思います。 

稲地委員： ご説明ありがとうございます。このシートの中の定量的に評価でき

ない定性的な効果発現状況の市民との協働の取組みや、実施過程の評

価の池の水ぜんぶ抜く大作戦など、地道な取り組み・支援は、結果的

には達成されていない指標を強くサポートされる事業だと思いますし、

数字としては表れにくいかもしれないが意識向上には素晴らしい取組

みと思います。 

委 員 長： 関連するところで、アドプト制度がありますが、アドプトロードや

リバーなどは、どういう位置付けになりますか。 

事 務 局： アドプトの事業につきましては、府の事業として実施しています。

それに対して、サポーター制度は市の事業で、公園や道路で緑化団体

に活動をしていただいているという内容です。 

委 員 長： わかりました。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

上善委員： 細かいところですが、最後の事後評価原案の公表の35頁です。 



14 

都市計画窓口の閲覧状況の写真ですが、逆に積極的に公表している

ような写真に見えないので、替えた方いいのではないか。あるいはな

くてもいいのかなという気もします。 

スライドの24頁の犯罪について、件数は減って非常に今回の指標と

しては、いい結果が出ている。やはり防犯カメラというのは効果ある

と思います。 

IoT関連の実証実験で、単純に人の流動を測るためにセンサなどを駅

に設置すると、色んなところから文句がきます。 

プライバシー問題で、カメラやスマートフォンの電波等非常に神経

質になっているので、今回、寝屋川市で防犯カメラの設置に対して、

批判等は起こらなかったのでしょうか。 

事 務 局： 平成23年度から防犯カメラは設置させていただいていますが、主に

駐輪場や公園の出入口・トイレで、あくまでもトイレの利用で、トイ

レに連れ込まれるや誰かが中で何かしていたということのためのカメ

ラということで設置しています。意見としても「なぜ付けているのか」

という苦情ではなく、逆に増やしてほしいというお声をいただいてい

ます。 

上善委員： わかりました。そういう意味では非常に意識の高い市民だと思いま

す。今は本当にプライバシーが大事なのか、命が大事なのかというぐ

らいプライバシーに関して意見を言う人が多い。命を守らないといけ

ないので、もっと増やしていっていほしい。海外ではもっと多い。ソ

ウルでは全ての交差点やいろんなところについている。寝屋川市で、

今回満足度が低かったというのは、やはり調査のときにニュース性の

高い事件が起こってということもある。どうも寝屋川市は目立つよう

で、他でもあるような事件でも寝屋川市と名が挙がっているので、こ

のあたりの充実は図っていただければと思いますし、もしかすると満

足度にも響いてくるのかなと思います。 

委 員 長： 色々とご意見をいただいておりますが、そのまとめといたしまして、

事後評価の手続きは、適切に進められたと判断してもよろしいでしょ

うか。 

委員一同：異議なし。 

委 員 長： 特に異議はないようですので、事後評価の手続きは適切に進められ

たと判断いたします。なお、事務局は委員の意見を受け、今後のまち

づくりを評価するときの参考にしていただきたいと思います。 

それでは、続きまして、案件（４）今後のまちづくり方策につい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

（４）今後のまちづくり方策について 

事 務 局： 続きまして、案件４ 今後のまちづくりについて説明させていただ

きます。配布資料の「事後評価シート」の１２ページも合わせてご覧

ください。 

まず、今後のまちづくり方策にかかる検討体制としましては、事

業に関わった市役所内部の関係課への意見照会を実施しました。 

次に、まちの課題の変化としまして、表のいちばん左に先に説明

しました事業前の課題があり、その課題に対して、達成されたこと、

残された未解決の課題という整理を行っています。 
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事業実施前の課題としましては、表にあります４項目をあげてい

ます。１から順に説明しますと 

１ 事前の課題として、花と緑の多い、うるおいのあるまちづくり

が望まれていました。 

事業後に達成されたこととして、公園整備の構想段階から、「寝

屋川再生ワークショップ」の取り組みを経て、市民協働のまちづく

りが実現しました。 

残された未解決の課題としては、今後も花と緑の多い、うるおい

のあるまちづくりを進めるため、さらなるみどり施策を推進するよ

う取り組んでいく必要があります。 

２ 事前の課題として、自転車利用者による携帯電話等を使用しな

がらの運転や歩道をスピードを出して走行するなどの危険な運転に

対し、市民からの苦情が多いなど、安全意識の向上でした。 

事業後に達成されたことは、自転車に関する交通安全意識の向上

を図るため、「自転車安全利用講習会」や「出前講座」等を実施に

より、自転車の事故件数は減少傾向になりました。 

残された未解決の課題としては、自転車に関する交通安全意識は

高まっているが、依然、一部の自転車利用者については、交通ルー

ル・マナーが守られていないことで、今後も継続して、啓発等で意

識向上を図っていく必要があります。 

３ 事前の課題として、交通事故の総数は年々減少傾向にある中、

自転車が関係する交通事故の割合は、微増傾向であることから事故

防止の対策を図っていくことは急務とされていました。 

事業後に達成されたことと、残された未解決の課題については、

２と同様です。 

４ 事前の課題として、安全・安心な魅力あるまちづくりを一層推

進するため、街頭犯罪を未然に防ぐような対策が望まれていました。 

達成されたこととしては、主要な都市公園に防犯カメラを設置し

たことで、残された未解決の課題として、安全・安心な魅力あるま

ちづくりのさらなる推進を図っていく必要があります。 

次に、今後のまちづくり方策についてですが、配布資料の「事後

評価シート」の１３ページも合わせてご覧ください。 

１の効果の持続を図る事項は、自転車に関する交通安全意識の向

上があります。 

持続のための基本的な考え方として、警察との連携をより強化し、

市民への意識付を図ることが必要です。 

想定される事業としましては、春・秋の全国交通安全運動、自転

車安全利用講習会、交通安全教室、出前講座、駅前などの街頭啓発

を想定しております。 

２の効果の持続を図る事項は、市民参画による取り組みを継続的

に行うことが必要であります。 

持続のための基本的な考え方として、市民等が自発的に活動でき

るよう、できる限りの支援を行うことが必要です。 

想定される事業としましては、寝屋川再生ワークショップ、公園・

緑地等植栽サポーター事業を想定しております。 

３の効果の持続を図る事項、防犯カメラの適切な維持管理、地域と

連携した防犯パトロールなどを行うことが必要であります。 
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持続のための基本的な考え方として、計画的な防犯カメラのメンテ

ナンスを行うこと、警察や自治会などと連携し防犯パトロールを行う

ことが必要です。 

想定される事業としまして、危機管理連絡会議、寝屋川市防犯カメ

ラ設置補助金、夏季強化パトロールが想定されております。 

次に、改善する事項について、 

１ 交通ルール・マナーの向上があります。改善策の基本的な考え

方、想定される事業としては、今後のまちづくり方策の１と同様です。 

２ 公園整備などのハード施策以外の取り組みの検討があります。 

改善策の基本的な考え方としまして、実現可能なみどり施策の推進

を図る必要があります。想定される事業としては、緑の基本計画の改

定があります。 

３ 市が管理する防犯カメラの管理所管の一元化を図ることがあり

ます。 

改善策の基本的な考え方としまして、平成27年度に開催した危機管

理連絡会議において、「防犯カメラの設置・管理等に係る方向性等に

ついて」をとりまとめ、次のように位置付けを行いました。 

「自転車駐輪場や公園等の既存施設の防犯カメラのうち、平成28年

度から更新予定の防犯カメラについては、捜査支援に係る警察要請に

柔軟に対応できる仕様や契約手法とするとともに、将来的な管理所管

の一元化を見据え、維持管理の効率化等を図ることとする」と位置づ

けており、これが基本的な考え方になります。 

想定される事業としては、リース方式による都市公園防犯カメラの

更新、リース方式による防犯カメラの設置（危機管理室）があります。 

今後のまちづくりについての説明は以上です。 

 

委 員 長： 案件（４）につきまして、何かご質問、ご意見がございましたらお

願いします。 

今後のまちづくりに発展させる観点から建設的なご意見を聞かせて

いただければと思います。 

上善委員： 自転車のマナーについては、全国的な問題だと思いますが、寝屋川

市が条例等により対策していることはありますか。 

事 務 局： 平成27年６月に、道路交通法が改正され、自転車運転者の講習制度

がスタートしました。危険運転として14項目が挙げられ、その危険行

為を犯し、赤切符を２回以上切られた自転車運転者は講習を受けなけ

ればならず、５万円以下の罰金があります。 

また、自転車事故を未然に防止するため、現在、大阪府枚方土木

事務所において府道八尾枚方線の自転車レーンを整備していますが、

寝屋川市におきましても、国、大阪府と自転車のネットワークを図

るため、市道池田秦線に自転車レーンの整備を検討しているところ

です。 

上善委員： 難しい問題だと思います。他から大阪市に入ると交通ルールが違う

のかなというくらいマナーが悪いと感じます。交通マナーでその都市

の民度といった評価にも影響するので是非、全国をリードする自転車

政策を期待しています。 

具体的にはなかなか難しいですが、道路のマーキング等はお金も

かかることなので、今やられている啓発や講習会等は、地道ではあ
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るが今後も続けていただければと思います。 

稲地委員： 事業の全体の流れとして、私の視点からすると、寝屋川再生ワーク

ショップはすごく面白そうで、楽しくやれていて、効果も長期的に見

れば出てくるのかなと思います。このような市民が参加する活動で長

期的な効果を狙おうとするならば、お子さんたちへの啓蒙として、自

転車の出前講座は効果的だと思うが、「教える」というやり方だけで

なく、自分たちで、環境を考え良くしていく活動として、安全への講

習・活動をお子さんを対象に組み立てていければ、少し違う形でのア

プローチになっていくのかなと感じました。 

また、事業間の連携というのも図っていくことが、今後、総合的

にまちづくりを考えていくうえで必要であると感じます。例えば、

自転車の講習会に参加された方には、「お家の近くで種をまいてね」

と種を配って、他のことを考えさせるきっかけの仕組みを、事業間

で総合的に補完していくという視点で、各事業を統合的に戦略を組

み立てたことで、個別で行っている事業も効果が期待できるのでは

ないかと思います。 

一方で、防犯カメラの設置については、抑止の効果の意味では現

段階では捉えられると思うが、長期的にみると、犯罪は抑止を越え

てくるので、ソフト的な取組みというのもカメラと連携して、一歩

踏み込んだ形でやった方が長期的に見て、初期投資のリターンは大

きくなるのではないかという印象を受けています。 

山野委員： 私も防犯カメラに関して、防犯カメラを設置していることを、今回、

妻のママ友に「寝屋川市が防犯カメラ設置しているのを知っているか」

と聞いてもらったら、誰も知らなかった。先ほど上善委員のお話にも

ありましたように、市がプライバシーを侵害しているということで厄

介なことになりかねないかという不安もあるが、防犯カメラを設置し

て、防犯のまちづくりをしているということをもっと市民にPRしても

いいのではないかと思います。 

防犯カメラを設置した時は住民の皆さん意識もあると思うが、そ

れが数年たつと忘れてくると思う。私の学校も数年前に防犯カメラ

を自転車置場に投入しました。その当初は学内でも問題になり、色

んな意見が出ました。その結果、全校生徒を集めて、防犯カメラを

設置したことを説明しました。それからしばらくは自転車置場での

盗難やいたずらはゼロになっていましたが、学生たちがほぼ入れ替

わった、ここ１・２年で、またいたずらなどが増えてきた。防犯カ

メラを設置しているということは、定期的にPRをしていかないとい

けないのかなとわが学校を見ていて思った次第です。 

大谷委員： 稲地委員と同じだが、交通ルールについて、講習会として事業にも

挙がっていますが、他の自治体では、こういう講習会に参加される方

はだいたいが決まっていて、同じ人しか来ないと聞いている。もう少

し裾野を拡げて、子どもや親子で参加できるイベントの時に一緒に講

習会をするなど、方法を検討されてはいかがでしょうか。 

それと、自転車は走っているときだけでなく、駐輪・不法駐輪など

他にもたくさん問題があると思うので、例えば、商店街や駅前などと

連携して啓発をしていくことも重要だと思います。 

防犯に関しても他の委員と同じですが、カメラだけでなく、子供や

若い女性たちが自分の身を守るための講習やプログラムなどもあるの
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で、単にカメラで規制するだけでなく、意識向上に向けて、長期的な

視点をもって事業を展開すればいいのではないか。 

事 務 局： 自転車講習会については、現在、小学校３・４年生及び中学１年生

を対象に実施しています。また、街頭啓発活動につきましても交通安

全期間中など、関係機関と連携し４駅周辺において年４回実施し、交

通安全意識の向上に取り組んでおります。今後は、高校生や大学生の

自転車のルール・マナーについても、警察と連携し、拡大に向けて検

討していきたいと思っています。 

稲地委員： 自転車講習会で大学生にもということだが、寝屋川市で全てを用意

して実施すると大変である。例えば、私の大学や他大学，高校等の学

生たちが、教える側になってもらう仕組みをつくるのはどうか。教え

る側になると、「自分もまもらないと」と思うので、学校が休みのと

きにイベントなどをやってもらう仕組みをつくると、比較的「守らせ

たい」という意識と「守らないといけない」という意識が生まれてく

ると思う。 

もう一つ、同じ自転車のイベントについてですが、パワーポイン

トの19ページと23ページを見ると、イベント１回あたりの参加者数

が減っているが、これは私の認識が間違っているのでしょうか。も

し１回１回の人数は減っているのであれば、それはちょっと変えな

いといけないと思う。それは広報とも関係があると思うので、その

あたりについて、今後何かお考えがあるのであれば、お聞かせいた

だきたい。 

事 務 局： 19ページについては、自転車に関するイベントの回数でございまし

て、参加者ではございません。また、23ページについては、自転車の

駅の利用者数でございまして、イベントの回数ではございませんので、

イベント１回あたりの参加者ではありません。 

山野委員： 今のお話ですが、19ページはイベントの回数で、23ページは「自転

車の駅」の利用者数なので、イベントの参加数と違うという解釈でよ

ろしいでしょうか。 

事 務 局： そのとおりです。 

山野委員： イベント以外でも、普段の日に変り種自転車を乗りに遊びに来たお

客様も含まれているということですか。 

事 務 局： そのとおりです。 

稲地委員： イベントの参加人数については集計がないのでしょうか。 

事 務 局： イベントだけの参加人数は、手元に資料がなく、申し訳ありません

が、今お答えすることができません。 

委 員 長： 私の方から一ついいでしょうか。 

第二京阪道路の上の広場について、横に大きな公園があるが、広

場と使われ方が同じなのかどうかお聞きしたい。 

事 務 局： 第二京阪道路の上の広場は市管理の都市公園で、隣の大きな公園は

寝屋川公園で総合公園・運動公園です。市の都市公園は、小さい子向

けになっていて、どちらかといえば、散歩がてらに休憩するという利

用が多くなっている。寝屋川公園と違うところは、桜を自転車の駅と

同じように、周囲に３種類の桜を植えている。自転車の駅も含め、桜

を見ていただくよう、河津桜とソメイヨシノ、しだれ桜を植えており、

違うかたちの公園を見せる方法を取っている。 

稲地委員： 前の質問のときに聞くべきだったかもしれないが、「自転車の駅」
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ということで、「道の駅」を想像すると毎日利用するものかなと思い

ます。利用の仕方としてはそういうことではないということでしょう

か。 

事 務 局： 「自転車の駅」につきましては、誰がいつ来られても、変り種自転

車を活用し楽しんでいただくため、地域の交流の場として提供してお

ります。 

稲地委員： ロードサイクルで走っている方が、休憩できるのでしょうか。 

事 務 局： 第二京阪道路については、大阪府が北河内サイクルラインとして位

置付けおりますので、サイクリング利用者が休憩することも可能でご

ざいます。 

稲地委員： そういうことをもう少し広域でアピールすれば、イベント以外でも

利用者が増えると思います。 

 

７ 議事案件の総括 

委 員 長： 今後のまちづくりの方策について、たくさんのご意見をいただきま

したが、適切に検討されており、妥当と判断してよろしいですか。 

委員一同： 異議なし。 

委 員 長： 特に異議はないので、今後のまちづくりの方策は、適切に検討され

たと判断します。今後、事務局は本日の評価委員会での意見等を参考

にし、必要に応じて事後評価シートの修正等をしていただくようにお

願いします。本日の審議はここまでです。 

次の議題の今後のスケジュールについては、事務局に引き継ぎた

いと思います。 

 

８ 事後評価の実施スケジュールについて 

事 務 局： 長時間にわたりまして、ご議論の方、ありがとうございます。 

委員長、議事進行、誠にありがとうございました。 

続きまして、今後のスケジュールについて、事務局より説明をさ

せていただきます。資料の「事後評価の実施スケジュール」Ａ４横

の資料をご覧ください。 

本日の評価委員会でいただいた意見を反映させ、来月に事後評価

結果を国へ提出することとなります。その後、国からの助言があれ

ば、修正作業を行い、３月に最終結果を報告いたします。また、事

後評価の結果について、４月にホームページで公表します。 

本日いただいたご意見を踏まえ、事後評価シートの修正を行い、

国への提出をさせていただきます。なお、本日のご意見を反映した

事後評価シートの確認は、髙岸委員長にご確認をいただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

９ 閉会 

事 務 局： 本日は長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。 

以上をもちまして、寝屋川市まちづくり評価委員会を閉会いたし

ます。 

以上 


