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平成３０年度 第２回福島区区政会議 会議録 

 

１ 開催日時  平成３０年１１月１日 １８時３０分から２０時０３分  

 

２ 開催場所  福島区役所 ６階 会議室  

 

３ 出席者の氏名（敬称略）  

[委員]  

中本 勝也（議長）、安達 昌弘、石津 隆一郎、伊藤 悦子、片岡 信子、川合 善博、川

股 賢、百濟 壽子、久保田 清、真井 典幸、辻本 香、中西 陽子、中村 又一、西山 美恵子、

日根野 仲美、藤川 幸久、堀野 ひろこ、本郷 和美、水谷 浩一、峰松 啓祐、森崎 收元、安

田 征雄、柳瀬 佳代、吉田 眞佐江、和田 光江 

[市会議員]  

広田 和美、太田 晶也 

[府議会議員]  

今西 和貴 

[その他オブザーバー]  

矢山 英夫、菅井 善之、小西 克彦 

[区役所]  

大谷 常一（区長）、徳岡 信英（副区長）、松尾 伸浩（企画総務課長）、吉井 徹（企画

調整担当課長）、樋野 幹（まち魅力推進担当課長）、愛甲 悦子（市民協働課長）、 

坂井 昭広（地域活動支援担当課長）、山口 一彦（窓口サービス課長）、篠原 毅（保健福祉

課長）、中井 純子（生活支援担当課長）、三原 誠（保健担当課長）  

 

４ 委員に意見を求めた事項  

（１） 平成3１年度 福島区運営方針素案（案）・事業計画（案）について 

（２） その他 

 

５ 配布資料  

添付のとおり  
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６ 議事内容（発言者氏名及び個々の発言内容）  

○松尾 皆様、こんばんは。大変お疲れのところ、多数ご出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

 定刻になりましたので、ただいまより平成30年度の第２回の区政会議を開催してまいりた

いと思います。 

 本日の進行役を務めさせていただきます企画総務課長の松尾と申します。よろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、早速でございますけれども、開会に当たりまして区長の大谷より一言ご挨拶申

し上げます。 

○区長 改めまして、皆さん、こんばんは。いつもお世話になっております。 

 本日は、お忙しいところ、また夜分お疲れのところ、第２回福島区区政会議にお集まりい

ただきまして、どうもありがとうございます。 

 あっという間に11月に入りました。ことしも残すところ２カ月ではございますけれども、

本日は９月に開催いたしました市民協働部会、そして保健福祉・総務部会の両部会で頂戴い

たしましたご意見を初め、これまでに委員の皆様、そして区民の皆様から頂戴いたしました

ご意見などを踏まえまして、区役所として平成31年度の運営方針素案を、そして事業計画案

をまとめさせていただきました。 

 また、現在取り組んでおります事業の多くは、これまでの皆様からのご意見、そしてご協

力をいただきながら推進しており、一定の成果も出ていると考えております。これも本当に

区役所にとりまして必要な事業と考えておりますので、来年度も引き続き継続して取り組ん

でまいりたいと思っております。 

 こういったことも含めまして、後ほど担当のほうからご説明をさせていただきますけれど

も、引き続き委員の皆様のご視点で忌憚のないご意見を頂戴できればと思っております。ど

うぞよろしくお願いします。 

○松尾 それでは、ここで配付資料の確認をさせていただきたいと思います。失礼ながら座

って進めさせていただきたいと思います。 

 先ほど区長のほうからもございましたように、６月に本会、９月に市民協働部会、保健福

祉・総務部会、それぞれ開催いたしまして多くのご意見を頂戴してまいりました。それを踏

まえますとともに、従前より区のほうで実施しております事業なども含めまして、31年度の

区の運営方針や事業計画の素案としてまとめさせていただいております。その概要を説明さ
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せていただいて、ご意見を頂戴できればというふうに考えておりますので、よろしくお願い

します。 

 では、配付資料でございますけれども、「平成30年度第２回福島区区政会議」という次第

の一覧をごらんいただきながらお手元の資料をご確認ください。 

 資料の１といたしまして「福島区区政会議委員名簿・座席表」、資料の２といたしまして

「前回いただいたご意見に対する区の考え方（フィードバック）」、資料の３といたしまし

て「平成31年度福島区事業計画（案）」、資料の４といたしまして「平成31年度福島区運営

方針素案（案）」、資料の５といたしまして「平成29年度福島区区政会議委員評価シートの

集計結果について」と、それにあわせまして、資料６といたしまして「区政会議に関するア

ンケート」、ピンクと黄色があると思いますけれども、ピンク色が全体会議、本会議の部分

です。黄色が部会の資料となっております。委員の皆様それぞれに属していらっしゃる部会

の名称になっているかと思いますけれども、ご確認のほどよろしくお願いします。 

 また、資料６までの資料にあわせまして、「福島区中学生被災地訪問のご報告」のリーフ

レットと、11月17日土曜日に開催予定しております「人権を考える区民のつどい」のチラシ、

こちらも添えさせていただいておりますけれども、配付資料は以上でございますが、過不足

等はございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 次に、本日の区政会議につきまして、委員の定数32名のうち、現時点で25名の方にご出席

をいただいております。区政会議の運営の基本になる事項に関する条例に定めます「委員定

数の２分の１以上の出席」を満たしておりますので、会議が有効に成立していることをここ

にご報告させていただきたいと思います。 

 なお、本日、川村委員、福原委員、丹羽委員、中村敏男委員、西澤委員、植本委員につき

ましては、ご欠席の連絡をいただいております。それ以外の委員の方につきましては、現時

点でまだお見えになっていらっしゃいません。 

 次に、条例の「選出された選挙区の区の区政会議に出席し、区政会議における議論に資す

るために必要な助言をすることができる。」と定めるところによりまして、助言者としてご

出席いただいております皆様をご紹介させていただきます。 

 大阪市会議員の広田議員でございます。 

○広田 こんばんは。本日はよろしくお願い申し上げます。 

○松尾 同じく大阪市会議員の太田議員でございます。 
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○太田 こんばんは。 

○松尾 お忙しい中、ありがとうございます。 

 また、そのほかにも、同じく条例にて「区長は、必要があると認めるときは関係者の区政

会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。」と定めるところによりまして、オブ

ザーバーとしてご出席いただきました皆様をご紹介させていただきます。 

 大阪府会議員の今西議員でございます。 

○今西 こんばんは。お世話になっています。よろしくお願いします。 

○松尾 福島区地域振興会会長並びに大阪市福島区社会福祉協議会会長を務めていらっしゃ

います矢山様でございます。 

○矢山 こんばんは。よろしくお願いします。 

○松尾 大阪市コミュニティ協会福島区支部協議会会長並びに福島区地域振興会副会長の小

西様でございます。 

○小西 こんばんは。きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 

○松尾 そして福島区地域振興会副会長の菅井様でございます。 

○菅井 こんばんは。本日はよろしくお願いいたします。 

○松尾 皆様、お忙しい中ご出席していただき、ありがとうございます。 

 続きまして、本日出席しております区役所職員を紹介させていただきたいと思います。 

 先ほどご挨拶を申し上げました区長の大谷でございます。 

○大谷 よろしくお願いします。 

○松尾 副区長の徳岡でございます。 

○徳岡 よろしくお願いいたします。 

○松尾 保健福祉課長の篠原でございます。 

○篠原 よろしくお願いいたします。 

○松尾 保健担当課長の三原でございます。 

○三原 よろしくお願いいたします。 

○松尾 生活支援担当課長の中井でございます。 

○中井 よろしくお願いいたします。 

○松尾 窓口サービス課長の山口でございます。 

 反対側になっておりまして、地域活動支援担当課長の坂井でございます。 

○坂井 よろしくお願いします。 
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○松尾 市民協働課長の愛甲でございます。 

○愛甲 よろしくお願いいたします。 

○松尾 まち魅力推進担当課長の樋野でございます。 

○樋野 よろしくお願いいたします。 

○松尾 企画調整担当課長の吉井でございます。 

○吉井 よろしくお願いします。 

○松尾 改めまして、企画総務課長の松尾でございます。皆様よろしくお願いいたします。

どうぞよろしくお願いします。 

 次に、区政会議及びその会議録は条例によりまして公開・公表が基本と定められておりま

すので、ご了承のほどお願いいたします。また、本日撮影させていただきました写真は、区

役所の広報に使用させていただきますことがございますので、あわせてご了解くださいます

ようお願いいたします。 

 それでは、ただいまより議事に移らせていただきたいと思います。 

 以後の議事の進行につきましては、中本議長にお願いしたいと思います。中本議長、よろ

しくお願いいたします。 

○議長 皆さん、こんばんは。 

 体調のほうはいかがでしょうか。きょう、私の職場でも寒くて暖房を入れたんですけれど

も、これからまた日増しに寒くなってきまして、インフルエンザがまた流行する時期になっ

てきていますので、またお体のほうお気をつけいただけたらと思います。 

 また、この後、議事の進行をさせていただくので、すみません、座ってさせていただきた

いと思います。 

 それでは、本日の議題ですけれども、「平成31年度福島区運営方針素案（案）」と「事業

計画（案）について」、あと「その他」ということになっております。 

 先ほども説明がございましたように、本日はこれまで２つの部会に分かれて話し合ってき

た内容も考慮して、これまで区が継続して取り組んでこられた事業などを含めた全体の事業

計画（案）を資料としてまとめていただいていますので、まず、その説明を聞いた上で意見

交換をさせていただけたらと思っております。 

 それでは、まず、事務局のほうから、議題１、「平成31年度福島区運営方針素案（案）及

び福島区事業計画（案）」について、用意された資料に沿って説明をお願いいたします。 

○吉井 企画調整担当課長、吉井です。どうぞよろしくお願いします。 



－6－ 

 私のほうから、資料２から５の説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、すみません、資料５のほうからなんですが、資料５です。お手元に評価シートの集

計結果、ございますでしょうか。 

 資料５です。１枚物、後ろのほうについておりますが、６月に区政会議全体会議で皆様に

協力していただいたアンケート、点数をつけていただいたと思うんですが、それの結果を前

回の部会のときには、記述内容についてはご報告申し上げたんですが、点数がそのときに入

っておりませんでしたので、改めまして報告させていただきます。 

 ６月のことなので、もうどんなんやったか覚えておられないかもしれませんが、後ろに、

資料５の裏に、そのときのアンケートの様式だけつけさせていただいております。こんなア

ンケートで、質問１と質問２とありまして、経営課題でそれぞれ取り組んだ内容が、総合的

に目指すべき将来像の実現に有効だったかどうかということでそれぞれ点数をつけていただ

きました。 

 経営課題１から５まで、それぞれ「わからない」というところを除きまして点数を集計し

ますと、経営課題１から４までは3.28とか、3.40、3.13、3.14という点数です。経営課題５

だけ３点を切っております。2.89点でした。経営課題５、区政運営のところは、かなり29年

度の結果で未達成が多かったところですので、例えば区民の意見が反映されているかどうか

とか、そういったようなところ、結果として得点が低くなったということで、引き続きこう

いったところは今年度も来年度以降も改善に努めたいと思っております。質問２のほうは、

それを総合した点数になっておりまして、3.16点ということでございました。 

 以上、引き続き区政の改善に努めたいと考えております。 

 以上が資料５のご報告です。 

 続いて、資料２に戻っていただきたいと思うんですが、資料２、こちらは前回いただいた

ご意見に対するフィードバックということで、区政会議では、最近、部会でもこういった形

でフィードバックさせていただいております。部会は２つに分かれていたんですが、両方と

もまとめて記載させていただいています。 

 １番から16番まであります。抜粋しながらご紹介したいと思うんですが、まず、１ページ

目の３番、真ん中あたりですが、こちらはお助けネットワークサポーターの具体的な募集方

法や改善したことの効果が出ていますかというご質問やったんですが、区の考え方、右側に

ございますが、募集方法、お助けネットワークの募集はポスターをスーパー、駅、コンビニ

などで掲示しており、そこでサポーター募集しています。サポーター登録数は年々少しずつ
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増加しているということで、運営方針の中にも記載はあるんですが、８月末で77名となって

いるところです。また、登録基準、区内在住・在勤・在学としたことによりまして問い合わ

せはあったんですが、まだ登録には至っていないというところですので、引き続き周知に努

めるよう委託先、区社協に働きかけてまいります。 

 また、区社協での認知症サポーターを現在募集しておりますので、こちらのサポーターの

皆さんにもお声がけをしていきたいということで書かせていただいております。 

 続いて、その下、４点目なんですが、こちらは町会加入促進を転入者に対してチラシを配

っておるということやったんですが、さらにみんなの相談室とか、コミセン自体をＰＲする

ようにしたほうがいいんじゃないかと、町会加入促進に向けてというご意見やったんですが、

回答のほうとしまして、１点目、コミセンについて転入者に知っていただけるように、区の

ホームページを作成したり、あとは地域活動協議会の紹介チラシ、転入者に配っているチラ

シの中でさらに周知をするようにしたいという回答しています。 

 その下といいますか、２ページ目になるんですが、２ページ目のところ、回答は先週お配

りしたところから修正させていただいております。すみません、先週お配りした資料から何

点か修正があるんですが、それも説明しながらその都度申し上げたいと思うんですが、フィ

ードバックのところの修正はこの１点だけです。みんなの相談室のＰＲにつきまして、先週

より調整が若干進みましたので、みんなの相談室につきましても、委託先である区社協と調

整して転入者に紹介チラシを配布するように進めていくということで書かせていただいてお

ります。先週は検討すると書いていたのですが、修正しております。 

 その下、７番目、２ページ目の課題のほうになります。７番目ですが、「くらしと町会」

の町会加入促進の表現がちょっと弱いと、もう少し強く表現して記載してはどうかというご

意見やったんですが、こちらは右側に回答しておりますが、５行目、６行目あたりでしょう

か、委員のご指摘を踏まえまして、区のチラシの表現を少し強目に変更して、加入促進につ

ながるよう啓発をしてまいりますと回答させていただいています。 

 続いて、８番目、介護保険の手続、申請してから時間がかかるので、あらかじめ早目に申

請するよう周知してはどうかというふうなご意見をいただいたんですが、この回答が右側に

ございますが、介護保険の認定申請は決定までに大分時間が、一月程度かかっております。

確かに長いですが、ただ介護認定がおりた場合、申請された日にさかのぼって給付を受ける

ことができますので、長くかかっていますが、損になるというわけではないと。真に必要に

なったときに申請していただくというほうがいいのではないかと。早目に申請を出されます
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と、自立と認定される場合もございますので、制度的には早目に申請するというふうに周知

するのは困難だと考えておるということです。 

 なお、その下にも書いてございますが、高齢者の総合相談窓口があいあいセンターなどに

ございますので、適切な時期に介護認定申請につながるように、こちらにご相談いただける

ように周知を図ってまいりたいと考えています。 

 続いて、１つ飛んで10番目、防犯カメラは毎年１連合２台ずつで全部で20台と、もう少し

何とかならないかということやったんですが、回答としては、予算のほうの制限もあります

ので、31年度、昨年度と同じ台数となっております。ただ29年度末時点で累積の設置台数は

250台と、こういうふうに増えてきておるということを書かせていただいています。 

 もう一点、その下のご意見のところで、防犯カメラの修理は公費で何とかならないかとい

うご意見だったんですが、こちらについても、現在の支給要綱では設置費用は区役所ですけ

れども、それ以降は地域でお願いすることとなっておりますのでご理解をお願いしたいと書

かせていただいております。 

 続きまして、その下、11番目、中学生被災地訪問につきましてですが、いろいろたくさん

ご意見をいただきまして、特に１点目と最後のほうでは防災訓練とか、区の防災行政に反映

すべきじゃないかという意見をいただきまして、その点はご意見を踏まえて来年度に向けて

検討してまいりたいとしております。そのほか男女比であるとか、各学年から参加する生徒

の学年ももう少し考えたほうがいいのではというところも学校と調整を進めたいと考えてい

ます。 

 続きまして、すみません、14番、次のページになりますが、14番、此花区の公園でという

ことやったんですが、下水道科学館のあるあたりの公園で雑草が生い茂って子どもの姿も見

えないので危ないんじゃないかと、何とかならないかということでしたが、こちら公園事務

所に確認しますと、10月に除草作業をやったということです。ただ予算上、年１回となって

おりますので、この点はご了承をお願いしたいということでした。 

 続いて、15番、自転車の通行マークの件やったんですが、北港通にも通行マークが交差点

のところにあったりするんですが、自転車通行マークがあっても車道を自転車で走るのは怖

いというふうなお話でした。もっといっぱいマークを他の道路にも書けないかというご意見

やったんですが、ご回答のところ、建設局に確認しましたが、まず、現時点では都心６区、

北、福島、西、中央区などの幹線道路で順次、交差点のところに自転車マークを書いていっ

ているということです。ただ31年度以降は、交差点だけでなくて、道路の線上に路面標示を
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設置しますということで、車道に線が入るようになりますので、車の通るところと自転車の

通るところが明確になりますので、それにより安全を確保していきたいという回答がありま

した。 

 すみません、紹介は以上でございます。 

 では、続きまして、来年度の運営方針素案のご説明になります。 

 資料４をごらんいただきたいんですが、資料４、こちらＡ３の一覧表が１枚ついておりま

して、その後ろが運営方針本体になっています。 

 まず、この一覧表なんですが、運営方針案の全体像を１枚でわかりやすくしました。６月

のときにもこういうのはつくらせていただいたんですが、全体を把握しやすいかと思いまし

て今回もつくりました。 

 目標数は60個ありましてまだまだ多いんですが、もう少し絞ったほうがいいんじゃないか

というご意見もございましたので、本年度の運営方針では若干整理しております。少し数が

減っていますが、まだまだ多いという感じはいたします。ただ、これを頑張っていきますと

いう区の目標ですので、こういった数にさせていただきました。 

 内容的にちょっと訂正がございまして、すみません。この表上で１－２、福島区地域福祉

ビジョンの取り組みというところの目標値、一番右側、51％となっていますが、これは先週

48％と書いていて転記ミスだったのですが、訂正させていただきました。 

 もう一点、経営課題２の真ん中の折り目あたりなんですが、子育て支援事業の充実という

あたりの一番下の知り合いができたという実感を持てる参加者の割合、これは90％やったん

ですが、95％に見直しをさせていただきました。運営方針本体の様式のほうもあわせて変え

ておりますのでご了承願います。 

 それが一覧表でございまして、その後ろからが様式１、２、３、４と続くんですが、こっ

ちが運営方針の本体です。これまでの区政会議のご意見を踏まえて作成いたしました。内容

については、今年度の運営方針をもとに来年度の分をつくっているんですが、今回は大きな

変更は少ないです。今年度の運営方針というのは、ことし４月に将来ビジョンをつくりまし

たので、それに伴ってことしガラっと変わったんですが、まだ半年、その運営方針に基づい

て推進している最中ですので、来年度の分はマイナーチェンジというふうな感じで作成して

います。 

 この運営方針、このまま説明しますと分量が多くて長くなりますので、毎回のことなんで

すが、資料３として説明用のダイジェスト版をおつくりしております。こちらをもとに説明
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させていただきます。 

 同じような内容がこちらのスクリーンのほうにも映しておりますので、すみません、暗く

いたしますがよろしいでしょうか。 

 お手元の資料と内容はほぼ同じです。時々写真が入るんですが、スクリーンを見ながらご

説明したいと思います。 

 まず、この資料、修正が何カ所かあって、それはその都度ご説明したいと思うんですが、

金額のところが当初お送りした時点で調整中となっていました。今回算定した数字を入れて

おりますので、その点はその都度ご説明させていただきます。 

 では、資料３、２ページ目からなんですが、運営方針とはというところです。先ほども申

しましたが、運営方針というのは、簡単にいいますと区役所が来年度これを頑張りますとい

う目標を掲げてそれを集めておるものなんですが、毎年度作成しております。その目標は数

値で具体化して示しております。 

 運営方針全体スケジュールを書かせていただきました。いつもＰＤＣＡという説明もして

いるんですが、ＰＤＣＡも守りながら、今回はスケジュールについて説明します。30年度、

今年度、まず４月、５月で前年度の運営方針、終わったやつの振り返りをさせていただきま

す。６月の区政会議で皆さんに見ていただきました。今年度の運営方針というのは、８月、

９月に中間振り返りというのをやっております。これは区役所内で確認して公表しておるん

ですが、一旦中間で確認すると。その後、来年度になったらまた最終振り返りを来年度の４

月、５月にやるという感じです。31年度の運営方針を９月、10月につくると。来年度の分を

９月、10月に素案を策定するというのが今回のタイミングになります。素案を策定するとき

に予算案も同時に策定するんですが、これが２月、３月になれば予算案の議論が進み、運営

方針の当初案が確定になります。翌４月からその運営方針の実施がスタートするというふう

な流れになっております。 

 続きまして、運営方針の体系ですが、今年度と一緒です。将来ビジョンの体系とも一緒で

す。それに沿った形で進めているということです。この体系に基づいていろんな事業を位置

づけておるんですが、まず１点目、防災・防犯・安全対策についてなんですが、こちらにつ

いては災害対策とかですが、主な事業といたしましては、自主防災組織の防災活動、訓練の

支援ということで、具体的には地域ごとの防災マップを作成したりしております。 

 続きまして、中学生の被災地訪問事業ですが、こちらはお手元には資料をお配りしている

と思います。カラーのリーフレット、今私の手元にはないんですが、リーフレット、ちょっ
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と薄緑のやつです。Ａ３二つ折りの紙ですが、報告用に作成しました。こちらを各中学、訪

問していない子らにも見ていただいて、中学校の中でも報告会をやっていただいたりしてい

るんですが、皆さんで共有していただこうと思って作っております。 

 もう一枚、報告会のチラシもおつけしております。カラーのやつがついていると思うんで

すが、11月17日に区役所の６階、こちらの会議室なんですが、人権の区民のつどいと合同開

催させていただきます。訪問した中学生から直接報告をしてもらうということで開催いたし

ますので、こちらの会場しか空いていなかったので参加人数150人と人数は限られるんですが、

ぜひごらんいただきたいと思っています。 

 というふうなチラシとかをつけておりますが、中学生被災地訪問、来年も実施していきた

いと考えています。今、寄附募集を同時に行っておりまして、現在のところ約120万円集まっ

ております。福島産業会の会員企業様であるとか、大変多くの方からご寄附をいただきまし

て大変感謝しております。ありがとうございます。 

 来年度は、訪問事業、そのお金を一部使わせていただいて実施したいと思っています。た

だ今後数年分としてご寄附いただいていますので、大事に分けて使いたいと考えております。

来年度の事業の実施内容としまして、訪問人数はことしと同じ中学生９人、その規模でと思

っておりまして、訪問先は現在のところ岩手県を中心に、また中学生と検討を進めたいと考

えております。前回も先ほどフィードバックがありましたが、幾つもご意見をいただいてお

りますので、参加者の男女比であるとか、防災事業の連携とか、ご意見を踏まえまして検討

しながら進めたいと考えております。 

 続いて、密集市街地、こちらの整備事業も進めております。海老江７丁目、８丁目を対象

としたモデル事業、防災性向上に向けてこちらも進めております。来年度も取り組みます。 

 その下、防犯カメラですが、先ほど台数の件もございましたが、20台をベースとして実施

していきたいと思っています。街路防犯灯も設置してまいります。予算算定額が30年度、31

年度と書かせていただいておりますが、100万ほど減額しているような感じになりますが、こ

ちらは密集市街地の整備事業のほうが32年度までのモデル事業になっておりますので、来年

度は新たな新規調査をやめて、既に手掛けたところを深掘り調査していくような、そういっ

た進め方にしてまいりますので、その分事業費が減っております。ほぼそれの分減っている

という感じでございます。 

 続きまして、福島区の地域福祉ビジョン、福祉関係の事業ですが、これも例年のベースと

はなるんですが、地域福祉コーディネーターを10地域に引き続き配置してまいります。そち
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らに加えて専門指導員配置を２名続けていきます。ふくしま暮らし支え合いシステム、こち

らの登録者、ボランティアの拡大に努めながら引き続き実施したいと思っております。基本

的に、31年度の予算額は微増ですが、余りこれも変化はありません。規模はほぼ同等で進め

てまいります。 

 続きまして、１－３、１－４、地域活動の自立的な活動促進、継続可能な地域活動実現と

いうことで、こちらの項目、地域活動を支援してまいっておりますが、主な事業内容としま

して、活動の活性化に向けた支援、地域への補助金であるとか、中間支援、まちセンの委託

であるとかが主な内容にはなりますが、いろいろと取り組んでおります。特に今、次の写真

を今プロジェクターで映しましたが、地活協の認知度向上というのがなかなか昨年の実績で

も達成度がいま一つでしたので、今年度、広報紙の中でこういった形で地活協の広報に力を

入れておりまして、毎月やっております。たまたま上福と吉野ですが、最初の２地域を抽出

しましたので、紹介できていない地域はすみませんが、こういったのを毎月、今年度載せて

いっております。地活協の認知度を上げてまいりたいと思っております。 

 そのほか、２点目に書いていますが、市民活動の持続的な実施に向けたＣＢ・ＳＢ、社会

的ビジネス化の支援ということで、コミュニティ回収の写真を載せております。コミュニテ

ィ回収、今も各地域で取り組まれているところ、また、新たに参入に向けてご検討いただい

ているところとあると思いますが、こちらも引き続き支援してまいりたいと考えています。

予算算定額がこちらはちょっと減っています。31年度、減っているんですが、補助金が減っ

ているというわけではなく、まちセンの委託料のほう、そちらを若干見直したということに

よる減になっております。 

 続いて、２－１、子育て支援のほうなんですが、まず、主な内容の１点目、待機児童の解

消です。毎回資料をつけたりしていたんですが、こちらは今回は口頭ですみません。保育所

を整備したり、そういう取り組みを今進めておりますが、今年度は特に鷺洲に大型マンショ

ンが、リバーガーデンがオープンします。それに対して区内に認可保育所３カ所の整備を進

めています。例の市有地の保育所整備ということで、吉野の警察署跡地であったり、海老江

の水道局の営業所跡地で、もう一カ所吉野にも認可保育所ができましたし、そうした整備を

着々と進めておるというところです。 

 ただ先週、来年春の分の保育所の利用の申し込みの結果、状況の報告が公表されたんです

が、昨年度に比べまして区内トータルで見れば当然子どもさんの数もふえていますので申し

込み数はふえたんですが、先ほど申しました保育所整備もふえていますので、募集枠もふえ
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ていると。申し込み以上に募集枠が全体としてはふえています。そういう意味では対策は進

んでいるんですが、ただ年齢別に見ますと１歳児であるとか、そういったところの不足が余

り改善が進んでいない状況も見られました。 

 一方、来年、また鷺洲のリバーガーデンの第３期であるとか、海老江ではジオ、あちらも

オープンといいますか、建設されますので、今もまだ２カ所、保育所の募集中ですが、引き

続きこども局とも連携しながら待機児童対策は進めていく必要があると考えております。 

 続きまして、その下、２点ですが、母親の健康づくりセミナーと乳児、保護者が参加する

赤ちゃん広場、こちらも引き続き実施します。子育て世代が安心して子育てできるようにと

いうことで取り組みを進めております。ただその下、予算額が30年度に比べて200万円ほど減

っておるんですが、これについてはフッピィキッズルーム、そして２歳児の広場、この２事

業をやめるということによるものです。 

 フッピィキッズルーム、まずこちらなんですが、今、毎週金曜日に区役所内で親子交流の

場を提供しているという事業なんですが、事業を始めたころに比べますと福島区内で、つど

いの広場事業など、同じような親子交流の場所が区内各地域でここ数年立ち上がっておりま

すので、区役所としての事業を終了するということにいたしました。 

 もう一点、２歳児の広場につきましても、31年度、来年度は福島区の子ども・子育てプラ

ザのきらめきセンターのところに、あそこで同じ年齢層を対象にした事業を実施することに

なりましたので、こちらも区役所での事業としては終了とさせていただいたというものです。 

 続きまして、８ページ目、２－２のところをお願いします。 

 ニア・イズ・ベターの教育関係です。小・中学生の教育関係の事業ですが、まず、小・中

学生体力向上事業、ゲストティーチャーの派遣事業、写真にもございますが、引き続き取り

組んでまいります。校庭見守りボランティア、それも続けます。 

 その下、小・中学生の基礎学力向上ということで、区民センターで実施しております中学

生向けの学習塾であるとか、あと小学生を対象に今年度から民間事業者を派遣しております

事業があります。それを来年度も続けます。特に算定額のところも見ていただきますと、今

年度、1,100万から1,500万に約400万ほど、390万ですか、ふえているんですが、それがこの

小学生対象の民間事業者派遣事業、これを拡充するということによるものです。今３校なん

ですが、小学校の放課後、図書室とかで民間事業者を派遣しまして学習支援をしております。

３校と言いましたが、野田小学校、大開小学校、鷺洲小学校、こちらでスタートした事業で

す。主に学校の授業についていけない子どもさんであるとか、そういったお子さんらに学年
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をさかのぼって、例えば４年生やったら３年生、２年生のことを教えるとか、そういったこ

とで理解をしていただくことを目的として実施しています。児童の募集は学校に協力してい

ただいております。それをスタートしたんですが、一定効果が見られると判断しまして、来

年度は対象校を５校にふやしてまいりたいと思っています。あと講師の配置人数も今10人に

１人というところを５人に１人というふうに拡充して進めてまいりたいということで、そう

した予算額の増額になっております。 

 その下、特別支援、発達障害についても、引き続き継続して続けてまいります。 

 続きまして、にぎわいと魅力あふれるまちづくりというにぎわい関係なんですが、主な事

業としまして、のだふじのイベントの開催、春にのだふじめぐりをやっておりますが、その

事業を引き続き実施してまいります。 

 次のところで、水辺エリアでのイベント開催ということで、海の駅、ざこばの朝市あるい

はほたるまちでのジャズライブ、そうした事業を行います。その下、ノダヤオン、これも引

き続き実施してまいります。 

 次、区内の観光資源を紹介した観光案内板の設置ということで、案内板の設置、これは今

年度実施ということで昨年度もご説明させていただいたんですが、案内機能、表示内容なん

ですが、見直すということ、再検討を今進めておりまして、１年延期で実施させていただき

たいと思っております。その下、緑化リーダーとの協働での緑化事業、種花事業を進めてま

いります。 

 予算が30から31年度にかけて300万以上、330万ほどふえておるんですが、実は実質的には

余り変わりがないんですが、海の駅の関係で水道代の支払いを一旦区役所を通すということ

になりますので、見かけ上金額がふえております。余り実質的には変わりがないということ

で、すみません。 

 続きまして、最後、区民が満足・納得できる区役所づくりです。 

 まず、主な取り組みとして書かせていただいておりますが、区政会議を引き続き工夫しな

がら開催させていただきたいということで、１点目に書かれています少人数型意見交換会

「ラウンドテーブル」、こちらを来年度も開催したいと思っています。ことし８月に２回さ

せていただきましたが、参加されていない委員の方もいらっしゃるかと思いまして、一応写

真もプロジェクターで映しています。４階の会議室で少々小ぢんまりとさせていただきまし

たので、いろんなご発言をいただけたと思っております。内容は前回の部会でもご紹介いた

しましたが、そういったメリットがあるかと思いますので、来年度も引き続き続けられれば
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と考えています。 

 続いて、区民モニターアンケートなど区民ニーズの把握ということと、その下ですが、窓

口での問い合わせ事例共有強化をして間違えない窓口づくりということです。区役所の窓口

はいっぱいあるんですが、聞きたいことがずばり担当に来たらいいんですけれども、必ずし

も区民の方が聞きたいこと、要望したいことといいますか、やりたいことと窓口が対応して

いない場合もありますので、どの窓口であっても、多少担当外のことであってもある程度対

応できるようにノウハウの共有化を進めたいと思います。できるだけ間違えないように的確

な対応ができるように、そういった情報の共有化を図りたいと考えています。 

 その下ですが、広報紙・ホームページ・フェイスブックなど、区政情報を引き続きタイム

リーに発信していきたいと思っています。予算の額ですが、これも若干ふえておるんですが、

100万ほどふえていますが、こちらも実質的には余り関係がなくて、広報紙の点字版をつくっ

ている費用、局でつくっていた費用を区の予算の中に含めたということによるものですので、

つくるものとか、やる内容については余り実質的には差がありません。 

 説明は以上になります。運営方針について説明いたしましたが、来年度事業計画につきま

して、できるだけご意見をいただければと思っております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました内容について、意見交換をしていきたいと思い

ます。ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

 今回は資料がたくさんありまして、読み込んでいただくのにかなりお時間がかかったかな

と思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 ありがとうございます。マイクをお持ちしますのでお待ちください。 

○川合 個別の課題ということじゃないんですけれども、この資料、今ご説明いただいたサ

マリーのほうではなくて、こちら側の詳細に書かれているほうを見ていると、何カ所か出て

くる自助・共助という言葉が出てくるんですが、やはり自助・共助・公助という、公助とい

う言葉が入っていないのがすごい気になって、そのあたりは何か公助という言葉を今回この

中に入れられていないというのは何か意図があるのかどうか教えていただきたいんですけれ

ども。 

○議長 ありがとうございます。 

 事務局、よろしいでしょうか。 
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○愛甲 市民協働課長の愛甲です。よろしくお願いいたします。 

 委員おっしゃっていますように、防災については自助・共助・公助という３種類というの

があるんですけれども、阪神・淡路大震災のときでも97％ぐらいの方が自助・共助で助かっ

たというようなことも出ておりますので、実際に災害が起きたときには公助で助かる方とい

うのはすごく少なくて、自助・共助で助かった方がすごく多いというようなことがあります

ので、そういったことも含めて啓発していきたいというふうな思いでそこに書かせていただ

いております。 

○川合 逆に公助が少ないということであれば、公助の比率を上げるということも必要なん

ではないですか。 

○愛甲 ただ公助はもし大きな災害が起こりましたら限界がありますので、そういったこと

でいうと、皆さんで各自で備えていただくというようなことを進めていきたいというふうに

考えております。 

○川合 自助・共助という部分のところで、言葉的にいうとすごく自分たちでという聞こえ

はいいんですけれども、要はそこに公の力というものがやはりもう少し積極的に関与してい

くというか、そういう部分というのは非常に必要だと思うんですね。それは今、自助と共助

だけを強調されてしまうと、公の部分のところというものはどんどん比率が下がっていって、

結局は自助、自分たちだけで何とかしないといけないというふうなことになってくるんでは

ないですか。そこのところが非常に僕は気になるので、そこのところを変えていただきたい

なと。 

○愛甲 ありがとうございます。 

 今回、大阪でも地震でありますとか、台風でありますとか、たくさんの災害がありました

ので、大阪市全体で災害対応についても非常にいろんなところで議論を重ねておりますので、

公助につきましても積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長 今ご質問いただいたところの具体的なところというのはまだお示しいただけていな

いというところで、まだご納得いただいていないかなと。また検討いただいてということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

 私も職場がこの近くではないんですけれども、大阪市内なんですが、この前、台風21号の

ときに目の前が消防署なんですが、その後で消防署の方に言われたのは、いざというときは

当てにされると困りますと言われまして、他区なんですけれども、そこの消防署も台風21号

のときに南港まで行っていたみたいで、近くに消防署がありながらすぐに呼んでも来ていた
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だけないという状況もあるようなので、そういうところはまた改善していただきたいという

ところももちろんありますので、またそのあたりはすみません、区役所の中で、また市のほ

うでもご検討いただけたらと思います。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問いかがでしょうか。 

○柳瀬 直接31年度の話ではないかもしれないんですけれども、地籍整備型土地区画整理事

業の推進というところで海老江の地区に、２地区の話が出ているんですが、大阪市で決めて

いる密集市街地には、たしか大開の１丁目と２丁目も入っているかと思うのですが、そちら

の大開のほうはどのように考えられているのか教えてください。 

○議長 事務局の方、いいでしょうか。 

 お願いします。 

○武部 密集を担当しておりますまち魅力推進担当の課長代理、武部でございます。 

 ただいまのご質問ですが、まず、市内で密集市街地を改善しなくてはいけない場所が大阪

市内には3,800ヘクタールございまして、その中で優先地区1,300ヘクタールを位置づけてお

ります、そこに海老江７丁目、８丁目も位置づけられています、そこを今回は地籍整備土地

区画整理事業のモデル地区、24ヘクタールのモデル事業をやっております。 

 ですから、優先地区の中には大開地区ももちろん入っておりますので、そういう意味では

密集の改善については同じよう位置づけられていますが、とりわけ密集の濃いところをモデ

ル地区として、今は進めさせていただいているという状況でございます。 

○議長 今のご回答でよろしいですか。 

○柳瀬 そしたらモデル地区が終わったら大開も同じように事業が進むと思っておいたら良

いのですか。 

○武部 今現在やっておりますモデル事業につきましては、平成32年度に一旦取りまとめを

行います。その中で広く大阪市内にどういうふうに横展開をしていくか、そういったものを

一旦取りまとめまして、その中で実際に大開地区とか、市内にはほかにも優先地区がござい

ますので、そういうところにどういうふうな横展開をするかということについて、今後検討

を深めていくという状況でございます。 

○柳瀬 ありがとうございます。 

○議長 ありがとうございました。 

 ほかの方、いかがでしょうか。 

 この後、またアンケートをお書きいただくお時間をとりたいと思うんですが、まだ少し余
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裕のほうがございますので、ご意見でも結構ですので頂戴できればと思います。基本的にこ

の場で出たご質問、ご意見を踏まえて最終計画というところに結びついていきますので、き

ょうのこの場でぜひご発言いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 はい。 

○安達 吉野の安達と申します。 

 福島区事業計画案というのをゆっくり読ませていただいたんですが、これが福島の事業計

画であるということを認識しながら読んでいたんですけれども、少し疑問が湧きまして、ほ

かの区の事業計画は一体どうなっているんだろうというふうに感じたもので、ネットでほか

の24区ですか、読んでみました。多少の言葉の違いがあれ、大差はないんですよね。全部同

じような形での事業計画案という形なんですよ。 

 そこで質問をしたのは、福島区という特別のものがあっての、特徴があってのというふう

な形での事業案かなというふうに単純に思ったんですけれども、福島区らしいとか、何かそ

ういうものというのがあってしかるべきなのかどうかも私も今わからないんですけれども、

ビジョンであったり、おかしな言い方ですけれども、夢があってもいいんじゃないかと。す

ごく書かれていることにこれは、私は反対しているとかそういうことではないんですよ。将

来性というふうな形があるんでしたら、もうちょっと夢が欲しいなというふうに感じた次第

です。 

 それと、先ほど自助と共助のことで私もちょっと気になったことがありまして、自助とい

うのはいわゆる自分のことをやらなくちゃならないんですけれども、大人の人たちが小学校、

学校の教育があれなんですが、指示待ちの姿勢の人が非常に多いんですよね、大人の方でも。

自助から共助に、自分のことがまず助かって共助にいくんですけれども、共助はある程度の

指示みたいなものが含まれてくるんです。だけど、自助の場合は完全に自分で自分の身を助

けるという形なので、指示待ちしているととてもやないけれども、間に合わないと。そこの

いわゆる自助の１人で行くんだという内容みたいなことですか、もう少し丁寧なこうして生

きようよとかいうような、自助は１人で行くんだよといった勝手にホッチラカされないよう

な形で、１人のときにはこうするんだということをもう少し丁寧に具体的な形であってもい

いんじゃないかなと思うんです。 

 それと、共助に移る場合に、今の風潮でしょうか、行き過ぎたプライベートの尊重があり

ますので、なかなか町会の勧誘だとかしにくい部分、入れない部分というのが生じてきてい

ます。そこのところのネックみたいなもの、いわゆる共助、いわゆるプライベートの尊重は
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もちろんいいんです。いいんですけれども、尊重する余り入り込めないような状態もあると

いうふうな形もちょっと考えていただきたいと。 

 以上です。 

○議長 ありがとうございます。 

 夢は次回ということでよろしいですか。 

 もし事務局のほうでこの方針、ご指摘いただいた市の方針もあるので、多分似たような内

容になってくるかなというのはあるんですが、福島区としてというオリジナリティーみたい

なところがありましたら事務局のほうからお話しいただけたらと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○吉井 すみません、夢まで語れていなくて申しわけないと思っております。確かにおっし

ゃるとおり、他区と比べまして大きいところのくくりといいますか、項目立て、うちは４本

柱ですが、これが５つやったり、６つやったり数は違うんですけれども、大体似たような感

じの項目立てになっています。市民協働であったり、防災、福祉であったりとか、大体似通

っているのは確かにおっしゃるとおりです。 

 その中で工夫して個性を出していきたいというところで我々もいろいろと考えておるんで

すが、例えば中学生の被災地訪問、こういうのは24区で初ですし、ほかでもやっていないの

で、突出してとんがっていると言えると思いますし、あとにぎわいづくりものだふじ、当然

のだふじはうちしかないので、福島区独自の取り組みでもありますし、そういったところで

個性としては出しているんですが、どこも結果的に市全体の目標に向かってやっているとこ

ろがあるので、似通ってくるというところがどうしても出てしまいます。ただおっしゃって

いただいたようなところ、福島区らしさというのをできるだけ反映していけるように、そこ

は我々としても考えていきたいと思います。検討してまいります。 

 以上です。 

○議長 ありがとうございます。 

 ほかの方、いかがでしょうか。 

 はい。 

○中村（又） 公募委員の中村と申します。 

 ２－２のニア・イズ・ベターのところで、主な事業内容の中で、小・中学生の基礎学力向

上事業ということで、中学生の夜間学習事業、小学生を対象とした民間事業者を派遣となっ

ておりますが、その対象者を決めるシステムというか、それがどのようになっているのか、
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私、小学校、中学生の子どもがおりませんので、義務教育の課程でわからないんですけれど

も、ただ本人が自主的にやっているとか、それやったらいいんですが、周りの者が行きなさ

いとか、そういうことでほかの児童、学生さんの方の差別化によっていじめとかそういうこ

とにならないかという懸念があったもので、実際の運用内容をお伺いしたいというのが１点

と、もう一つ下に、特別支援教育・発達障害のボランティア事業ということで、ボランティ

アさんが熱心にそういうことをやっていただいているのは頭の下がる思いなんですけれども、

やはり障害をお持ちのお子さんの対応というのはなかなか私にとっては難しいと思うんです。

やっぱりボランティアの方に基礎的な研修とか、このごろ発達障害といいましても、発達障

害でもいろいろな発達障害があるので、そういうふうなボランティアさんにも研修というか、

基本的な研修とかそういうことがなされたボランティアさんにそういう事業をお手伝いして

いただいているのかどうか、この２点についてよろしくお願いいたします。 

○議長 それら２点合わせて、事務局からお願いします。 

○吉井 １点目、中学生、小学生の学習塾や学習支援の募集についてなんですが、中学生の

ほうは区民センターでやっているんですが、各中学校にチラシを配ったり周知を毎年行って

いるんですが、チラシには趣旨が書いてあります。基礎学力の向上がメインですということ

で、学力が高い子の成績をええ高校に行けるように上げるよということじゃないと。基礎学

力の向上というのをうたった上で、あとはご本人や各ご家庭で選んでいただくということで、

余り成績についていけていない子どもに直接というふうなアプローチではございません。趣

旨をＰＲした上で自主的に来ていただいている、参加いただいているというふうな募集方法

になっています。今は40名ほど参加生徒がいてますが、そうした運用をしております。 

 小学生のほうなんですが、これはことしから実施しているんですが、基本的には３校、学

校に募集をお願いしています。なかなか個別のついていけない子どもさんにということは難

しいとは思うんですが、そこの取り扱いを含めて学校のほう、先生方にどういったお声がけ

をするのか、余りそういう成績の悪い子ばかり集まっているというふうに見られてもという

ところは我々も懸念しておりますし、そういったところは学校での運用ということでお願い

している状況です。というのが中学校、小学校の募集方法です。 

 あと、特別支援のボランティアなんですが、以前もお答えしましたが、資格とか設けてお

りません。ただ非常に重要で、学校としてはそういったボランティアの方に頼っているよう

な事業ですので、できるだけ多くの方にということもあるんやと思いますが、学校でご判断

いただいて採用しております。研修については、今のところはしておりません。学校の中で
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やり方とかを学びながらやっていただいているような状況だと思っています。 

 以上です。 

○議長 ありがとうございます。 

 ご意見たくさんいただきまして、ありがとうございました。この後アンケートもございま

すので、またご質問、ご意見等ございましたら、そちらでもご記入いただけたらと思います。 

 それでは、続きまして、議題の２、その他につきまして、事務局より説明をお願いします。 

○松尾 事務局よりその他の部分でさせていただきます。 

 今、議長のほうから話がございましたように、本日お手元のほうにお配りさせていただき

ましたピンク色と黄色のアンケート用紙、こちらを、あと参考といたしまして、各区で取り

組んでいる区政会議運営上の工夫事例というのを添えさせていただきますけれども、こちら

のほうでアンケートで委員の皆様のご意見やご要望を伺いまして反映させることで区政会議

の充実に取り組んでまいりたいと考えておりますので、細かなことでも構いませんので、そ

れぞれ２種のアンケート用紙にご意見をお寄せいただきたいなと思っております。 

 冒頭申し上げましたとおり、ピンク色の用紙が全体会議に関するアンケート、黄色が各部

会に関しますアンケートでございます。申しわけございませんが、ただいまから少しばかり

ご記入いただく時間を設けさせていただきたいと思いますので、参考をごらんいただきなが

ら、本日この場でご記入いただきまして、提出いただきますようにお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長 ありがとうございます。 

 それでは、今から45分まで５分弱ですけれども、少しお時間をとりましてご記入のほうを

お願いしたいと思います。 

○吉田 すみません、お聞きしたいことがあります。いいですか、すみません。 

○議長 ちょっとお待ちください。 

○吉田 海老江西の吉田と申します。 

 今、海老江西の下水処理場がありますよね。多目的広場がありますよね。そこに以前は高

速道路ができる前はシダレザクラがあったんですよ、すばらしい木が。それが今なくなって、

今、下水処理場がどんどん工事が始まっているところなんですけれども、そこに歩道の近く

に20本の桜があります、桜の木が。それがどういうふうになるのか教えていただきたいなと

いうことが、多目的に来られるゲートボールの方、グラウンドゴルフの方が来られるんです

よ。そしたら私はどうしようも答えようがないので、今度区政会議があるので一言聞いてみ
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ましょうということできょうお聞きしたいなと。どういうふうに、20本ぐらいあるんですよ、

すばらしい桜の木が。それも余り表立ったように見えないんですよ、下水処理場のどういう

ところにそういうのがそこにできたのかよく私にもわかりませんので、もう少しすばらしい

景観ができれば、管理していただければいいのになと思って、せっかくのすばらしい桜の木

が申しわけないなという感じですね。来られた方がぜひとも表に出していただけたらいいの

にねという言葉が以前ありましたので、ここで質問させていただきました。どうなるのかな

というところ、すみません、突然質問しまして。 

 ありがとうございます。 

○議長 ありがとうございます。 

 お答えいただけますか。 

○松尾 ありがとうございます。 

 まことに申しわけありません。今ご質問いただいた内容について正確にお答えすることが

この場ではできませんので、ただ貴重なご意見と思っておりますので、この件にかかわりま

しては一度お預かりさせていただきまして、また確認した上で機会を捉えてお返しさせてい

ただきたいなと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。 

○吉田 よろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、また別の機会でということでよろしくお願いします。 

（アンケート記入） 

○議長 45分回ったんですが、今ご意見いただいたりとかもありましたので、あと二、三分

だけ延長させていただきたいと思います。 

（アンケート記入） 

○議長 まだご記入いただいている方もたくさんおられるかと思うんですが、一旦ここでア

ンケートのご記入をとめていただきまして、まだ終わられていない方は、この後、終了後に

再度ご記入いただけたらと思います。 

 それでは、きょうも議事のほうに皆さんご協力いただきまして、ありがとうございました。

円滑に進行させていただきまして助かりました。ありがとうございます。 

 それでは、事務局のほうに一旦進行のほうをお返しいたしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○松尾 中本議長、どうもありがとうございました。そして委員の皆様も長時間にわたり、

たくさんのご意見ありがとうございました。 
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 さて、この９月の部会と本日の全体会議を通じまして、皆様方からたくさんのご意見を頂

戴いたしまして、いただきましたご意見を参考に本日説明させていただきましたとおり、平

成31年度事業や今後の取り組みにつなげてまいりたいというふうに考えております。 

 区政会議につきましては一つの区切りかなというふうには考えておりますけれども、平成

31年度予算の関係につきましては、今後、大阪市役所内部での調整や査定などを経て、２月

ごろに入りますと予算の案として公表、さらには議会でのご審議が始まるということで、最

終的には当然ながら議会の承認を経て決定することとなってまいります。 

 本日、区政会議でご説明させていただきました内容と大きく異なってくる場合につきまし

ては、区政会議の皆様にも当然ご説明させていただく必要が出てくる場合もございます。そ

の場合は、また再度のご協力をいただかなければならないというふうに考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、本日、区政会議の助言者としてお越しいただいております市会議員の皆様から

も一言ご助言やご感想がございましたら頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

 広田議員、お願いできますでしょうか。 

○広田 皆様、まことにお疲れさまでございました。 

 本日は平成31年度の福島区事業計画案が策定されたということで、これをまた皆さんのご

意見を反映しながら進めていただければと思います。きょうは大阪市、区政会議、福島区の

方針というのは大阪市の方針があってのことなんですけれども、今、大阪市で11月は児童虐

待防止推進月間に入ったことは皆さんご存じだと思うんですね、区役所の方は。こういう大

阪市の大事な月間のときは、一言ご案内なんか頂戴できるとありがたいかなと思っています。

今、児童虐待防止月間に入りましたので、虐待防止、そして早期発見についてオレンジリボ

ンキャンペーンをやっておりますので、また皆さんのご注目を賜ればと思います。 

 あと、福島区のほうでは、やはり皆さんご存じのとおり、新しいマンションがどんどん建

っていただいてにぎやかになってくるのはありがたいんですけれども、新しい住民の方々に

も広報が大事なことだと思うんです。いろいろ計画案を立てて実行して、それに参加してく

ださる方がどうしても大事になってまいりますので、広報には当然力を入れていただくんで

すけれども、できればツイッターとか、ホームページとか、フェイスブックもやっていただ

いていますけれども、動画配信なんかも少しずつ入れていただいたらなと思っています。動

画配信だと拝見するとわかりやすいですし、人様のいろんな注目も引くことができるんじゃ

ないかなというふうには感じております。 
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 私からは以上でございます。お疲れさまでございました。 

○太田 皆さん、お疲れさまでございます。太田でございます。 

 私からも、川合さんの質問でありました公助というものについてどうなんやというような

お話があったことに対しての助言をひとつさせてもらいたいなというふうに思いました。 

 ことしは、皆さんもご存じのとおり、地震や台風、すごい今までに例にないような大きな

自然災害というものがたくさんやってまいりました。私もおやじのほうから聞きました第２

室戸とか、ジェーン台風以来のすごい台風やったなということで、私も家にいててちょっと

怖いなと思うぐらい恐怖に感じたところではありますけれども、60年に１回というようなそ

んな大きな台風がことし何回も来て、また淀川の国道２号の防潮扉も閉めるというそんな状

況が３回も続くというのは、今までなかったようなことが起こりましたけれども、そんなこ

とを通じて区役所の私、大谷区長ともいつも話をさせてもらうんですけれども、公助のあり

方、共助のあり方、そして自助のあり方というのを一回整理しなあかんねという話を常々し

ております。 

 そんな中で、決して公助を少なくして自助に頼るんやというわけではなくて、公助ももち

ろんやるんですけれども、まず第一に自分で、例えば防災リュックを必ず自分でつくっても

らうとか、それとか日ごろからお買い物に行かれたら、ローリングストックといいまして、

ちょっと多目に缶詰とか、スパゲティーとか多目に買って、期限が近づいたらそれから使っ

て食べていこうというようなローリングストックという考え方が今主流になっております。

そういう意味で自助を大切にしていってほしいという意味での区役所の方針であったのでは

ないのかなというふうに思っております。 

 また、柳瀬さんのほうからも、大開、ほったらかしになっているん違うんかいなというよ

うな話でございましたけれども、決してほったらかしになっているわけではなくて、私も福

島区の市会議員ですから、広田議員も市会議員なので、しっかりと海老江と大開だけではな

く、ほかにもいろんな地域があります。そんなところにも我々も議員としてチェック漏れの

ないような形でこれからも大阪市でしっかりと議会でも質問していきながら、皆さんの気持

ちに応えられるような、そんな市政運営を心がけていきたいなというふうに思っております。 

 吉田さんが先ほどちょっと注目されておられました桜、僕はツツジとツバキは自分の中で

意識はあったんですけれども、そんなきれいな桜が海老江西にあったのかなというのは、私

自身もきょうお聞きさせていただいて驚きました。また建設局と、区役所のほうからもまた

お話があると思いますけれども、私も建設局と話をしていきながら、今度新たに日本で一番
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古い下水処理場が今度は日本で一番新しい下水処理場に当然なるわけですから、そういう意

味も含めまして、大阪のこの治水・下水というものについてゆっくりと考えられるいい機会

を与えていただいてありがたいなというふうに思っております。 

 皆さんの意見をこれからもしっかりと反映させていきながら、大阪市会でも頑張っていき

たいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。 

○松尾 広田議員、太田議員、ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、本日お越しいただいておりますオブザーバーの皆様を代表し

ていただきまして、府会議員の今西議員より一言ご意見などございましたらお願いできます

でしょうか。 

○今西 皆様、お疲れさまでした。大阪府会議員の今西です。 

 きょう、私もお話を聞いていて１点思ったのは、安達さんが夢の話をされておりましたの

で、たまたま昨日、僕は此花区のほうの区政会議、私、此花区のほうの選出の議員でもあり

ますので、此花区の区政会議に出まして、そのときにおもしろいなというのが一つございま

して、実は、此花区のまちづくりに大工大、大阪工業大学の研究室が入って、その此花区を

教材にこれからどうしてまちづくりをしていくんだみたいなのを実はやられているんですね。

これは実はことしだけじゃなくて来年も引き続きやられるそうで、おもしろかったのは六軒

屋川という川があるんですが、そこの川に回遊式のリバーウォークをつくったり、そういっ

た正蓮寺川公園、今度、今新しくなっているんですが、そこを使って身体障害者に使いやす

いような、そういった回遊式の通路をつけたりいろいろ、これを正直見ていて財源どないす

んねやろうなとか、どこからお金を引っ張ってくるんだろうなとかいうのも確かに思うんで

すが、なかなか学生さんというのはそういうのを取っ払ったアイデアというのもあるので、

ぜひ福島区のほうでももし機会があれば、そういった大学の研究室とのまちづくりやったり、

商店街の活性化であったりというのをぜひ一度トライさせてあげてみたら、向こうはそうい

うふうな実学というんですか、教材を欲しているので、ぜひそういった大学とのコラボレー

ションもぜひ考えていただければなと。そしてこの福島区がさらに発展していけばいいのか

なというふうに思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○松尾 ありがとうございました。 

 それでは、本日予定しておりました議事につきましては、これにて終了となります。 

 なお、冒頭に申し上げましたとおり、本日の議事につきましては、会議録を作成しまして
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公表させていただきますので、ご発言いただきました皆様方には、後日、会議録の内容をご

確認いただきたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、区長の大谷よりご挨拶申し上げます。 

○区長 閉会に当たりまして、一言お礼申し上げます。 

 本日は、前回の部会に引き続きまして、委員の皆様から貴重なご意見を頂戴し、どうもあ

りがとうございました。 

 特に自助・共助・公助という部分でいいますと、公助は何もしないというわけでは本当に

ございません。自助についても皆様、勝手に自分の身は自分で守ってくださいというわけで

はございません。どのように自分の身を守るようにすることが一番いいのかということであ

るとか、人と人とのつながりの大切さを皆様に啓発していくということも一つの公助だとは

思っております。その上で災害が起こった際は、それぞれのステップ、段階を踏んでどうい

うふうにやっていくかということが一番大事だと思っております。今起こったばかりのファ

ーストステップのところで自助・共助という部分の大切さを今啓発させていただいておると

思います。その後、どういうふうに復興していくという部分でいうと、公助が大きな役割を

担うのではないかと思っております。その辺も含めて、また皆様にお示しできるような機会

をつくらせていただきたいと思います。 

 そして、本日頂戴いただきました意見につきましては、今後の区政運営に生かしてまいり

たいと考えておりますので、引き続きご支援、ご協力のほうをよろしくお願い申し上げます。

本日は本当に長い時間ありがとうございました。今後もよろしくお願い申し上げまして、私

の挨拶とさせていただきます。 

 本日はありがとうございます。 

○松尾 それでは、以上をもちまして、本日の区政会議を終了させていただきたいと思いま

す。皆様、お疲れさまでございました。ありがとうございました。 


