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平成 27年度 第 2回 都島区区政会議 会議録 

 

1 日時 平成 27年 10月 23日（金曜日）午後 7時～9時 05分 

 

2 場所 都島区役所 3階会議室 

 

3 出席者 

（区政会議委員） 

南委員・東谷委員・中辻委員・田中委員・田矢委員・古川委員・森本委員・石川委員・前田委員・ 

江川委員・佐野委員・鳥居委員・安達委員・藤木委員・松本委員・玉置委員・辻上委員・矢裂委員 

（市会議員） 

八尾議員・井戸議員 

（府議会議員） 

花谷議員 

（都島区役所） 

田畑区長・嶋村副区長・六車総務課長・谷口政策企画担当課長・小田まちづくり推進課長・ 

光定市民協働担当課長・小林窓口サービス課長・妹尾保健福祉課長・竹下こども教育担当課長・ 

上田健康推進担当課長・堀脇生活支援担当課長 

 

4 議題 

(1) 区政会議の進め方について 

(2) 28年度事業の方向性について 

 

5 会議次第 

（1） 開会（田畑区長挨拶） 

（2） 議事  

 

【六車課長】 

 定刻となりましたので、会議のほう始めさせていただきます。 

 本日は委員の皆様、大変お忙しい中お集まりいただきましてどうもありがとうございます。 

 ただいまより平成27年度第2回都島区区政会議を始めてまいりたいと思います。 

 本日の司会を担当させていただきます都島区役所総務課長の六車と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは初めに、区長の田畑よりご挨拶を申しあげます。 
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【田畑区長】 

 こんばんは。初めましての方もいらっしゃると思います。都島区長の田畑と申します。 

 今日は本当にお忙しい中ご足労いただきましてありがとうございました。 

 この区政会議ですけれども、地域の皆さんの声を区政に活かそうということで条例で決められています。

市内24区で全て行われている会議です。その中で、都島区でも地域のいろんな方に代表として来ていただ

いて議論ができるようにということで、今回いろんな手法で委員を選出させていただきましたけれども、

お引き受けいただきましてまずは本当にありがとうございました。これから2年間よろしくお願いいたし

ます。 

 今回、都島では、都島9地域ありまして、9つの地域活動協議会ありますけれども、そちらから一人ずつ

代表の方に9名出てきていただいてます。それとあと公募3名、そして無作為抽出3名、そして区長推薦枠3

名ということで、全部で18名の委員の方に集まっていただいております。またお一人お一人後で自己紹介

いただければと思いますけれども、目的は本当に皆さんの声いただきながら区民サービスを向上すること

が目的です。建設的な議論ぜひさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

【六車課長】 

 失礼ながら座って説明をさせていただきます。 

 ここで委員の皆様に会議の進行につきましてお願いがございます。議事録等の作成のため、事務局で会

議の様子を録画、録音、写真撮影をさせていただいております。また、本日の会議は京橋.TVのご協力を

賜りましてインターネット配信を行っております。以上、ご了承賜りますようどうぞよろしくお願いいた

します。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。委員の皆様には事前に資料としまして送付をさせてい

ただいております。まずA4縦1枚物で「次第」、それと「委員名簿」、それと本日追加で「座席表」を机上

にご用意させていただいてるかと思います。それと、会議資料になりますが、右肩に資料1と振っており

ますA4縦の2枚ホチキスどめで「区政会議の進め方について」、次にA4縦の5枚で右肩に資料2と振っており

ます「28年度事業の方向性について」、その他参考資料といたしましてA4カラー縦の2枚で「数字で見る都

島」、A4縦の3枚で「区政会議の運営の基本となる事項に関する条例」、A4縦1枚で「都島区区政会議運営要

綱」、以上が本日の資料となっておりますが、皆さんおそろいでしょうか。お持ちでない方お配りいたし

ますので、挙手をお願いいたします。 

 それでは、本日は委員の皆様の初顔合わせになりますので、お手数ではございますが、皆様より一言自

己紹介を頂戴できましたらと存じます。恐縮ですが、時間の都合上、お一人様1分以内でお願いしたいと

思います。順番にお声がけをさせていただきます。 

 まずこちら、南委員からお願いしてよろしいでしょうか。 

【南委員】 

 桜宮地域活動協議会を代表いたしまして来させていただきました。初めて今日出席させていただきます

ので、どういうことをお聞かせいただけるのか、またどういうことを言えるのか、ちょっといろいろと考
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えながら聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、東谷委員、お願いいたしたいと思います。 

【東谷委員】 

 失礼します。中野まちづくり協議会から参りました東谷馨子と申します。今年度、中野小学校PTAの会

長もさせていただいてます。よろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、中辻委員、お願いいたします。 

【中辻委員】 

 東都島まちづくり協議会の中辻でございます。この委員に選ばれたのはたしか2回目だと思うんですけ

れども、前回はほとんど発言しなかったのかなというふうに思っております。今は都島区の振興会の会長

も兼ねております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、田中委員、お願いいたします。 

【田中委員】 

 こんばんは。西都島地域活動協議会から参りました田中と申します。私のほうも現役PTAということで、

今年度は都島中学校のほうの会長させていただいてます。それから、区のほうのPTAの関係も動いてます

ので、一番子どもに近いところで動いてるという立場をうまく区政のほうにも役立てればなと思っており

ますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、田矢委員、お願いいたします。 

【田矢委員】 

 こんばんは。内代地域活動協議会から参りました田矢と申します。声が大きいのでマイクだと失礼に当

たるかなと思って、地声でいかせていただきます。現在、内代小学校のPTAの会長と都島区PTA協議会の相

談役をしております。明るい子どもたちの笑顔を見るために力を合わせて頑張るつもりです。ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、古川委員、お願いいたします。 

【古川委員】 

 失礼いたします。高倉地域活動協議会の古川です。昨年に引き続きやるわけなんですけれども、また2
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年間いい議論ができたらいいなと楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、森本委員、お願いいたします。 

【森本委員】 

 皆さん、こんばんは。お疲れさまです。私、このたび友渕地域活動協議会会長、そして友渕連合振興町

会の連合会長も兼ねております森本と申します。今友渕のほうでも非常に世帯数が多いわけでございます

が、都島区全体を私ももっともっと勉強して、いろいろいいものはどんどん取り入れて、また友渕地域の

ほうでやってることも皆さんに聞いていただきまして、より都島区が活性できるように微力ながら頑張り

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、石川委員、お願いいたします。 

【石川委員】 

 初めまして。淀川地域から参りました石川と申します。私、14歳に都島区に引っ越してきました。隣の

北区からですね。淀川中学、都島工業高校の出身でございます。そして、10年前に淀川小学校、長女が小

学校5年生のときにPTA役員引き受けて、それから10年、平成17年のときに副会長受けて18年にPTA会長、

それから地域のほうに少しずつ関わってきております。もう10年。それから、ただいまの役ですけれども、

そんな大きな役受けておりませんけれども、末端のほうで地域の広報紙「ぬくもり通信淀川」の編集委員

をしてます。そして、あと淀川神社の総代もさせていただいて、地域の小さな子どもからお年寄りのイベ

ントとかそういうところに取材で伺って、写真を撮りながら地域に発信するという係をやっております。

微力ですけれども、これから頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、前田委員、お願いいたします。 

【前田委員】 

 皆さん、こんばんは。都島の北の端、大東まちづくり協議会から参りました前田と申します。昨年まで

ずっと聞き役のほうに回っておりましたが、今年からちょっと前進した発言をしていこうかなと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、江川委員、お願いいたします。 

【江川委員】 

 一般公募で参加させてもらってます江川和宏と申します。こう見えても3児の父なんですけれども、子

育て世代の代表として何か発言できたらと思います。よろしくお願いします。 
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【六車課長】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、佐野委員、お願いいたします。 

【佐野委員】 

 一般公募の佐野でございます。私、今大阪市の成年後見人をやってまして、8年目になりまして、今要

介護3の認知症の人を見てるんですけれども、もちろんボランティアでやっております。それが鶴見、私2

回とも、今2人目見てるんですけれども、鶴見で見てるんですね。この公募を見て、都島でもこういう制

度を広めていったらいいなと。もう一つ、これもまた鶴見に入ってるんですけれども、あいまちといって

有償ボランティアで、本当に高齢の方を、私もそれ実際加盟して手伝いに行ったりしとるんですけれども、

そういうのが非常に今私の中で進んでおりましてね。先日もサービス会議、一人の人を見るためにサービ

ス会議を開いておったりそういうことやってるので、都島も多分そういうことやられてるんだと思うんだ

けれども、その経験も生かして少し役に立てばいいかな、このように思ってます。よろしくお願いします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、鳥居委員、お願いいたします。 

【鳥居委員】 

 同じく一般公募で委員になりました鳥居です。駅前に僕の名前と同じようなお店がありますけどね。僕

の読み方はここに書いてますように和民（かずたみ）です。ワタミではありませんのでお間違えのないよ

うに。平成元年と2年に都島小学校でPTAの役員をさせてもらいました。平成2年度は区Pの役員もさせてい

ただきました。現在は都島小学校で生涯学習ルームの事務局長、それからはぐくみネットのコーディネー

ター、それから学校協議会の委員などもさせていただいています。私的には、女子のソフトボールチーム

がありまして、そこのコーチなどもしています。どうぞよろしくお願いします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、安達委員、お願いいたします。 

【安達委員】 

 無作為公募というので選ばれまして委員になりました安達といいます。私自身都島で生まれ育って、今

は高校3年生と小学生の子どもがいます。小学生の子どもは障がいがありまして、障がい者手帳を持って

てそういう介護をしてる母親としての意見というのがなかなか行政のほうに届いていかないというほか

のお母さんたちにも後押しされましてここに来させていただきました。そういう意見が少しでも言えたら

いいなと思っております。よろしくお願いします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、藤木委員、お願いいたします。 
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【藤木委員】 

 こんばんは。藤木と申します。私は生まれは兵庫です。こっちで嫁を見つけていただいて、家も買いま

して、正直余り興味はなかったんですけれども、無作為ということで選んでいただきまして、せっかくの

機会、自分の成長にもつなげられるかなと思いまして手を挙げさせていただいた次第でございます。微力

ながら意見どんどん言っていければいいなと思っております。よろしくお願いします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、松本委員、お願いいたします。 

【松本委員】 

 初めまして。松本亜由子と申します。私は大阪出身ではないんですけれども、結婚して大阪に来て、都

島に住んで13年になります。うちは子どもはいないんですが、都島を拠点に働いてる人たちもやはり多い

と思うので、そういう方たちの意見を代表して少しでも地域活性化のお役に立てればと思いまして参加さ

せていただきました。よろしくお願いします。 

【六車課長】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、玉置委員、お願いいたします。 

【玉置委員】 

 皆さん、こんばんは。私、学識経験者となってますが、学識はおません。商店街の会長ずっと長いこと

やらせてもうてます。それと、京橋のほうのまちづくり協議会も一緒に、ちょうど南委員と一緒に区役所

中心にやっております。今日は皆さん地域に住まれてる方が、子どもさんとかお年寄りのそういうふうな

話が中心になって出ると思いますが、私は商売人の代表でございますので、都島区の経済の活性化をいか

にというふうなことを中心に意見を述べさせていただいて、そしてまた安全なまちづくりに対しても意見

を出していきたいなと思っておりますので、ひとつよろしくお願いします。 

【六車課長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、辻上委員、お願いいたします。 

【辻上委員】 

 辻上祥代と申します。学識経験者その他という枠で本日お呼びがかかりまして、この役を受けさせてい

ただきました。ふだんはNPO法人都島区ドットコムというところで子育て支援を交えながら若い世代のお

母さんたちとお話などをしております。地域のほうでは地域福祉コーディネーター、あとまちづくり協議

会で広報部長という形でさせていただいております。若い世代、そして小さい子、お年寄り、いろいろな

幅広い世代の方と交流する機会がありますので、そこでヒアリングしたことを少しでもお話しできたらと

思っております。よろしくお願いします。 

【六車課長】 

 どうもありがとうございました。 
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 続きまして、矢裂委員、お願いいたします。 

【矢裂委員】 

 皆様、こんばんは。矢裂と申します。名簿にも学識経験者と書いておりますけど、しがない大学院生で

ございます。大学でまちづくりの勉強をしてまして、今も大学院に通いながら研究をしています。そのか

たわらといいますか、論文の内容にもなってるんですけれども、道草寺子屋という学校の放課後授業であ

ったり学習塾事業というのを私が開設して、今都島で2校持っておりますので、そういった新しいことを

していくことであったりとか、教育という面で少しアドバイスじゃないですけどそういうところをお話し

できればなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

【六車課長】 

 皆様、どうもありがとうございます。 

 続きまして、本日ご出席をいただいております議員の皆様をご紹介させていただきます。 

 大阪市会より八尾議員でございます。 

【八尾議員】 

 こんばんは。市会議員の八尾進でございます。今日は皆様のご意見をしっかりと受けとめて大阪市政に

反映をしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 同じく大阪市会議員、井戸議員でございます。 

【井戸議員】 

 皆様、こんばんは。大阪市会議員をさせていただいております井戸正利と申します。そこの東野田の判

屋の息子でございます。都島生まれ育ちですので、もっともっといい都島つくっていきたいと思っており

ますので、皆様方、何でも意見言っていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【六車課長】 

 大阪府議会より、花谷議員でございます。 

【花谷議員】 

 こんばんは。よろしくお願いします。 

【六車課長】 

 なお、大阪市会の荒木議員につきましては本日ご欠席の連絡をいただいております。よろしくお願いし

ます。 

 ここで、条例第7条に基づきまして議長及び副議長は委員の互選によるものとされております。委員の

皆様、いかがでしょうか。どなたかご推薦等ございますでしょうか。 

【南委員】 

 中辻会長を推薦したいと思います。 

【六車課長】 

 ただいま中辻委員を議長にということですが、ご異議ございませんでしょうか。 

（拍手） 
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【六車課長】 

 ありがとうございます。それでは、異議なしということで、中辻委員には後ほど議長席に。 

 続きまして、副議長の推薦のほうお願いしたいと思います。委員の皆様いかがでしょうか。 

【矢裂委員】 

 中辻会長が議長ということで、男性の方ですので、どなたか副議長女性の方を私は推薦したいですけど、

どうでしょうか。 

【六車課長】 

 女性の方の推薦ということですがいかがでしょうか。 

どなたかご推薦の候補の方おられませんでしょうか。 

【中辻委員】 

 東都島同士でちょっとあれなんですけど、ちょっと私体が弱いもので補佐をしていただきたい。 

【六車課長】 

 ただいま辻上委員を副議長にというご意見ですが、いかがでしょうか。ご異議ございませんでしょうか。 

（拍手） 

【六車課長】 

 ありがとうございます。それでは、中辻委員は議長席に、辻上委員は副議長席にご移動をよろしくお願

いいたします。 

 それでは、これより議事進行につきましては中辻議長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

【中辻議長】 

 皆様、改めましてこんばんは。ただいまご選任をいただきました東都島の中辻でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 皆さんもうお食事はお済みでしょうか。お食事まだだったらちょっと機嫌が悪くなる人がいらっしゃる

そうなので、私はもう済ませてきました。その辺のところちょっとよろしく抑えてお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、議題に入っていきたいと思います。 

 まず、議題1、区政会議の進め方について事務局からご説明よろしくお願いいたします。 

【田畑区長】 

 皆さんこれから2年間お世話になるわけですけれども、1年間に3回区政会議があります。その中で区政

会議何やるねんというところです。大きくシンプルにいえばこの2つです。役所が今やっていること、や

ろうとしていること、役所企画のものに対して意見とか評価をいただくというのがまず1つ。それ以外で

も皆さん話し合っていただいて、今役所はやってないけれどもこういうこと必要だよねという提案をいた

だくというのが1つ。この2つに集約されると思います。これをどのタイミングでやっていくかというとこ

ろですね。ご存じかもしれないですけど、役所の事業のサイクルといいますか、そこをまずは説明をさせ

ていただきたいと思います。 
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 4月から3月まで年度単位で事業行われますけれども、その次年度、今だったら平成28年度に向けて予算

を組んでいるわけですけれども、その前年度の大体夏ぐらいから区役所のほうで予算の組み立てを始めま

す。今ちょうど組み立てをやっている最中です。これをもうちょっとブレークダウンします。今10月、こ

こなんですけれども、まず第1回目、今まで夏からずっと素案という形で区役所で予算をつくってまいり

ました。来年こんなこと要るんじゃないか。もちろん大阪市の中には区役所と局というそれぞれの福祉局

だったり市民局だったりいろんな局があります。そことかと調整をしながら、来年は4月からこういう形

で事業をしていきたいというふうな、今素案がちょうどできている段階です。まだ固まっていません。き

ょう第1回目でいただくのは、まずはそこの素案に対する意見ですね。今こういう形で考えていますとい

うことに関していろんな意見とかをいただきながら、もっとここは強化すべきじゃないかとか、この観点

はどうなってるんだとか、全体のバランスを見ていただきながらまず意見をいただく。それを役所のほう

で、もちろん反映できないものもあると思います。反映できるものは反映していって、反映できないもの

はまた検討してさらに次年度につなげていくというふうな形になると思いますけれども、まずはその意見

を反映し、大体区役所の中で予算固まるというのは11月です。その後に市役所で取りまとめられて、最終

的にはあちらの議員さんいらっしゃいますけど市議会のほうでそこが審議されます。完全に正式に予算が

成立するのが大体2月から3月の時期です。これで成立しましたら改めて4月からそれに準じて執行される

というふうになります。まずここが意見を求めるというのが第一歩ですけれども、2回目が3月に行われま

すけれども、この予算が成立した段階で、皆さんこんな感じで来年決まりましたというご報告とともに、

今日いただいた意見、これはできそうだったので組み入れました、あるいは、これちょっとこういう理由

でできなかったので、また別の形で検討しますとか、またここで新しい議論があるかもしれないんですけ

れども、そういう形で使い方の方向性について議論するというのが第2回目です。 

 4月から具体的に事業を実施していくわけですけれども、第3回というのは6月に行います。6月は何をす

るかというと、今度は4月から来年のことじゃなくて今年のこと、今年度のこと、今ちょうどやっている4

月から3月にやってることを、事業の報告書を作成します。27年度1年間こういうことやりました、こうい

うふうな評価ですというところで報告書を作成して、皆さんにお示しをしたいと思います。そこで、今年

1年やっていることに対して評価をいただいて、もっとこういうところあればよかったよねとか、もっと

こういうところを来年度はやっていかないといけないんじゃないかというふうなところを評価、ご意見い

ただくというところです。こちらに関してはその意見をいただきながら、次の平成29年度の予算編成に向

けて、この6月終わったらすぐ予算の作成に入りますので、ここに活かしていくというふうな、そういう

流れになっています。今そういうところで皆さんの議論というのを最大限に活用させていただきたいとい

うふうに考えています。 

 この区政会議、この会議なんですけれども、これご提案になります。区政会議はどうしても時間が限ら

れてることもあって細かな議論というよりは全体的な予算のバランスだったりだとか、あとはこの事業ど

うなってんねんというところはもちろんあると思います。そういう全体的なところをまず見るというのが

区政会議の役割かと思ってます。ただ、それで議論し尽くせない部分も当然あると思います。そういう何

か専門的なもっと掘り下げないといけないよねというところで、専門部会というのを区政会議の下に設け
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て、こちらによってもっと深い議論を、特化した議論をしていくというふうなことを計画しています。こ

ちらのご提案としては、今は福祉部会と教育部会という2つの部会をつくってはどうかというふうに考え

ています。この2つかなり都島区でも大きな課題だというふうに考えてます。福祉部会では地域包括ケア

システム、医療とか介護とか介護予防とかそういうところが包括的にちゃんと保障されるような都島を目

指しましょうと。それのための体制をちゃんとつくっていきましょうというところ。まだまだこれからち

ゃんとやっていかないといけないところがありますのでその辺だとか、障がい者の自立支援だとかそうい

うところを皆さんで集中して議論する場ですね。それが福祉部会。もう一つが教育部会。これは全体的な

大阪市の教育方針というよりは、今都島区でもいっぱい教育の施策、後ほどご説明しますけどやっており

ます。その区の独自の取り組みについていろんな議論させていただければと思っています。 

 教育に関してですけれども、ちょっと補足させていただきたいんですけれども、今大阪市では分権型教

育行政という名前でもっともっと学校づくりというのを地域ごとにやっていきましょうというふうなと

ころが進んでいます。教育を取り巻く環境で主に学校もちろんありますけれども、学校と保護者、地域と

区役所、この3つの大きな役割を持つものがあると思うんですけれども、この相互間でもっといろんな議

論しながら都島区それぞれの学校にふさわしいカリキュラムをつくっていきましょうというところです。

ご存じの方もいらっしゃると思いますけど、学校と保護者、地域の間では学校協議会というものが年3回

以上、もう既に行われています。幼稚園から高校まで全てです。あと区役所と各学校も教育行政連絡会と

いうところで密に校長先生方とはお話をさせていただいてます。今回設ける部会というのはもう一つ、保

護者、地域ですね、すなわち皆様を含むあれなんですけれども地域と区役所の間でいろんな教育の議論を

するというふうな位置づけのものです。イメージ的には大阪市全体で教育委員会というものがあります。

6人の教育委員の方が大阪市の教育方針について決めるような機関なんですけれども、それの都島区版み

たいなイメージで考えていただければと思います。そういういろんな法律的な決定権云々というのはまだ

十分ではないところもあるんですけれども、ここでしっかりされた議論というのをできるだけ活かす方向

で考えております。もちろん大阪市全体にかかわるような、例えばこの教科書を使うだとかそういうとこ

ろはなかなか市全体の議論に持っていかないとこの場で議論してもコントロールできません。もちろんそ

ういう議論が出た場合は私もそれを受けて市の教育委員会のほうにどんどん上げていくことはやってい

きます。ただ、それとは別にここで大事なのは、都島区でコントロールできるようなこと、特に区が独自

にやってる施策だとか都島区独自の問題、そういうところをどんどん話し合っていければというふうに思

っています。 

 まちづくり、ここは皆さんいらっしゃいますけど、あとはフリーディスカッションでいろんなご提案い

ただければと思います。行政に対する意見ももちろんあると思いますけれども、皆さん同士ででもぜひち

ょっといろんな建設的な議論いただいて、こういうもの必要だよねというところご議論いただければとい

うふうに考えております。 

 私からの説明は以上なんですけれども、この区政会議自体まだ正解という、最適化といいますか、これ

が一番のやり方だというものはまだ見つかってません。これまで区役所もいろんな模索してきました。地

域の代表をどうやって選んでいくか、そのバランスをどうするか、男女比率をどうするか、あるいはこの
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レイアウトをどうするか、インターネット配信をどうするか、いろんなところをちょっと模索をしていま

す。このやり方についても当然また皆さんから意見を聞きながら、次回変えられるもの、そして来年度変

えられるもの、また次の選考に生かすもの、そういうところで切り分けながら、この会議自体もどんどん

進化させていければというふうに思っております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【中辻議長】 

 区長、どうもありがとうございました。 

 今全体的には区政会議の進め方ということと、専門会議の設置のご提案があったようなことだと思いま

すが、皆様方のご意見を、あるいはご質問等をいただきたいと思うんですけれども、これはもうあれです

か、2つに分けてやるというよりも一緒にやらせてもらいましょうかね。そういうことで、今お聞き願っ

た2件について、何かご意見、ご質問等よろしくお願いしたいと思います。 

【前田委員】 

 これ案として福祉部会と教育部会になってるんですけれども、まちづくりのメーンからいいまして環境

部会というのをつけたらだめですか。多過ぎますか、部会として。 

【中辻議長】 

 今、環境部会というご提案があったんですけれども、このいわゆる専門部会を設置するとしたら、専門

部会の委員というのはどういう形で選ばれるんですかね。 

【谷口課長】 

 政策担当課長の谷口と申します。座って失礼します。 

 本日この場で部会委員となりたいというふうに表明いただいても結構ですし、また持ち帰って考えてい

ただいて、来週中ぐらいをめどに事務局のほうに、例えば福祉部会に入りたいといったご意見いただけれ

ばと思います。もちろん皆さん全員が入らないといけないということはございませんので、それぞれ関心

があると思う方は入っていただければというふうに思っております。 

【中辻議長】 

 今、環境部会というご意見が出たんですけれども、こういう部会をつくってもっといろいろなことをし

たいというご意見に対してはどうなんですかね。 

【古川委員】 

 高倉の古川でございます。 

 前回の反省点を踏まえて、今回の2回目の進め方というのはわかりやすいんですけれども、前も言った

ように、今提案してもらったのは、これは意見交換なのか、我々が提案していいのか、それとも今問題提

起されたものに対して我々意見を言ってるのか、それを前も前回の会議のときに明白にしてもらいたいと。

我々がどっちつかずで、結局はどう答えていいかわからなくて話し合いがなかなかつかなかったという現

実があったので、今回の教育と福祉というのも、提案でこれでいいのかどうかというのがそうなのか、そ

れとも、もっと違うものをやってもっと自由に、まず最初から土台がなくてやっていくのかというのを、

そこら辺がちょっとわからずにまず2つが出てしまったもので、我々は躊躇してると思うんですよ。流れ



12 
 

方としては、前回よりもすごく、2年前よりすごくわかりやすく流れていると思うので、そこら辺をもう

一度説明して我々に対してどうやって答えていいのか。今こういう意見が出てるけれども、本当にそれを

取り入れてくれるのかどうかも不安なので、そこら辺をちょっと説明していただければありがたいかなと

思います。 

【中辻議長】 

 事務局、ご説明お願いします。 

【谷口課長】 

 特に区役所のほうで今進めたいと思っておりますテーマは2つ、今区長のほうから説明させていただき

ました。ですので、私どもからの提案はこちらの2つでございまして、またそれについて、例えばこんな

ん要らないんじゃないかとか、あるいはぜひ入りたいとか、それはご意見いただければと思います。また、

それ以外の部会につきましても、私どもとしましてはできれば2つに集中したいと思っておるんですけれ

ども、もちろん委員の皆様からご提案といいますか、こういうのをやってみたらどうかというご意見あり

ましたら、もちろんそれは承って考えていきたいと思います。以前も2期前は防災部会と、それと水辺の

まちづくり部会というのを設置しておりました。ですので、また新たなテーマ、今こういうテーマが必要

じゃないかというご意見がありましたらまたご提案いただきまして部会をつくっていければと思います

けれども。 

【中辻議長】 

 今の古川委員のご質問は、これはそういうことを決定して何々をするのか、あるいは意見だけをそのま

ま言っておくのかという面があったというふうに思うんですけど、その点はどうなんですか。部会でこう

いう形の決定をしましたのでお願いしますというか、部会の案がこうまとまりましたのでご報告申しあげ

るとか、その辺のところがはっきりしないので意見が中途半端になるということですかね。そういう意味

でもないんですかね。 

【古川委員】 

 時間がないので、前回もはっきりした、これは意見を求める議題ですよ、あるいはこれは提案を求める

議題ですよという形ではっきりとしないと、だらだらあれもこれも、それまでまた違うところからまた意

見も入ったりして、結局は決まらずに抽象的な形で。防犯なんて、この前いろんな形でやりましたけれど

も、難しいテーマだったので、なかなか前に進む方向性って難しかったんですけれども、もう教育と今の

福祉でやっていきたいと。これについては決めるんだけれども、このほかに何か意見があるのか。それと

もこれをやめてもいいのかとか。我々の意見でこれをやめれるのかとかそういうのがわからずに、この2

つは決まってるので、ほかに何か皆さん意見がありませんかといったらまたほかの意見は早く決まってく

ると思うので。そこら辺がちょっと今もやもやっと、この2つをやりたいんだけれどもなではちょっとわ

からず、この2つでまずは先行していきたいと、これについてやりながらまた次があったらこれを入れて

いきたいので、その意見を聞かせていただきたいというんだったら早く決まっていくと思うので、その点

をちょっと聞きたかったもので。 
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【玉置委員】 

 前田委員が今提案したのは環境をもう一つ入れるかどうか。ちょっとずれてますやん、それ。そやから、

それ入れるかどうか先に決して、せっかく提案されたんやからね。環境部会もつくったらどうかというや

つを今提案されたでしょう。 

【中辻議長】 

 ちょっとその前段で、今そういう部会をどんどんつくっていいんですかというお話をまず今事務局のほ

うに投げかけとるわけです。ですから、環境部会をつくるというのはもう少し、ほかにもこういう部会を

つくってほしいとかそういうこともあるかもしれませんので、今役所のほうからご提案いただいた2つの

部会と、そのほかに部会をつくりたいというご提案があったわけです。そしたら、環境部会が適当だとい

うことであれば、ほかにももっと部会が出てくるかもわかりませんので、そういう形で区役所からのご提

案の部会をどう処理してほかの部会をふやすのかということをまず決めたいと思います。だから、環境部

会が必要や、あるいは防災部会が必要やということであれば、意見の集約というのはなかなかできないよ

うな気がしますので、まず部会の設置についての決めをしていきたいと思います。区役所があくまでもこ

れをしたいとおっしゃるんであれば、これをまず決めないといけないし、環境部会をつくるということで

あればほかの部会もありませんかというご提案も聞かないといけない。 

【玉置委員】 

 環境もつくったら無理でっしゃろ。教育と福祉だけで目いっぱいやのに。 

【谷口課長】 

 委員のご提案で、つくりたいというご意見ありましたら、それは結構ですので。 

【玉置委員】 

 いけますの。 

【谷口課長】 

 はい。私どもとしては2つ、今ご提案しましたけれども。 

【中辻議長】 

 これはやっていただきたいということですね。わかりました。 

 福祉部会と教育部会は区役所のほうとしてはこの2年間力を入れたいので、そういう形での部会を設置

してほしいというお願いという形ですね。そして、前田委員のほうからは、環境部会もつくってほしいと

いうご提案があったんですけれども、このご提案については皆さんいかがでしょうか。 

【前田委員】 

 すみません、つくってほしいというより、これナンバー2のあれに28年度事業の方向性についてという

中で、明日に誇れるまち、人がつながるまち、安心のまちってありますね。それで、あれもこれもつくっ

てほしいって、それでは困ると思うんですよ。その中にはまるようなものは、教育、福祉のほうに入るも

のやったらそういう方向に入れていただいて、環境というのを3つ目の中にしていただいて、環境には防

災とか防犯とかそういうのが、今の福祉とかそれの中には入ってないみたいな気がしますので、私は言っ

ただけのことなんですけれども。皆さんどう思われるか意見を聞きたい。 
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【中辻議長】 

 ありがとうございます。 

 はい。 

【鳥居委員】 

 先ほどの区長の説明はまだこういうものしましょうというところだったんですよね。ですから、議長の

ほうから、例えば専門部会設置をしましょうと。提案はとりあえず2つですと。それから前田委員のほう

からは新しく環境部会を設置してはどうかという提案がありましたと。ちょっと分けて賛否をとってもら

ったほうが進めやすいんではないでしょうか。 

【中辻議長】 

 今鳥居委員のほうから、まず部会を、この2つの部会をつくって、それから決議ですね、みんなでやり

ましょうという決議をして、それからほかの部会もということなんですけれども、いかがでしょうか。ま

ず決をとるものなんですかね。 

【玉置委員】 

 こんなんできますか、区長。3つつくってね。できますの。 

【田畑区長】 

 ふやす分は全然私どもはやぶさかではないです。何を集中して議論するかという内容ですね。これは絶

対もっともっと深く議論しなきゃいけないよねというところと、あとふやせばふやすほどやっぱり皆さん

のご負担も大きくなってくるので、そことのバランスをどうとるかというところだと思います。なので3

つでも全然構わないと思うんですけれども。教育と福祉はできればやらせていただきたいというふうに考

えてます。 

【中辻議長】 

 それでは、今区役所からの提案で福祉と教育部会はぜひやらせていただきたいので、皆さんのご賛同を

お願いしたいということでございます。いかがでしょうか、皆さん。 

（拍手） 

【中辻議長】 

 じゃ、そういうことで、まず教育と福祉の部会は設置するということで、それから今ご提案のありまし

た環境部会ですね、これについて皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

【森本委員】 

 友渕地域の森本でございます。 

 今福祉部会と教育部会が一応設置ということで決されました。大東の前田会長のほうから環境というも

のをちょっとご意見ありましたけれども、率直な話、環境といっても、じゃ、実際何をやっていくのか、

その中身ですよね。そこが具体的なものがいまいちちょっと私はピンとこないんですけれども。環境やり

たいと。その中身がわからないままとりあえずそれを設置するということがいいものかどうなのかという

ことでちょっとわからない部分がございます。だからその環境ということで今回テーマ出たので、その内

容をもう少し明確化して、次区政会議やるときに設置するものかどうなのか。今ざっと見ましたら福祉部
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会と教育部会で相当大変じゃないかなと私は思っておりますので、それにまた違う部会を立てて、その部

会の内容もいまいちわからない状況で3つにするというのは非常にちょっと無理があるのではないかなと

いう感じはしております。 

 以上です。 

【中辻議長】 

 ありがとうございます。 

 はい。 

【古川委員】 

 高倉の古川ですけれども。今、友渕の森本委員に賛成なんですけれども、2つの部会の中で、環境のほ

うなんですけれども、さっき前田委員のほうが防犯とかそういうふうな形のものがあったということなの

で。防犯というとどっちかというと教育のほうに入ってくるかと思うので、そういうテーマがあれば教育

部会のほうでそれを入れてもらって、そういう防犯、安全の面について一緒にやっていって、テーマが大

きくなっていけばまたやりながらもう一回途中からふやしていくみたいな形で、とりあえず今環境も含め

た中での、環境といっても難しいところがあるので、防犯あるいは安全、そういうふうな形のものも含め

た教育の面で2つの部会をつくってはどうかなと思ってます。 

【中辻議長】 

 今、古川委員からご意見いただきました。ほかにこの件につきましてご意見等ございましたら。 

 はい。 

【辻上副議長】 

 部会をたくさん設けるとやっぱり大変になってくる、そのとおりだと思います。例えば福祉部会で福祉

のことをやってる間に環境面でのことの課題も出てくるであろうし、教育部会の中でも環境面のことが出

てくるかと思います。例えば、環境といったときに水辺の環境を整えるという具体的な課題があれば話は

進めやすいと思いますが、今環境という大きな漠然としたテーマを掲げられましても話が進みにくいと思

いますので、今は福祉部会、教育部会というところを立ち上げて、それに伴って進めていって、環境でこ

ういうところが要るんじゃないかということはまた先に課題として持ち越してはいかがかなと思います。 

【玉置委員】 

 皆さん言うたら住んではる人で、今までもそういうふうな出くわしたことないと思うんですよ。例えば

犯罪とかね。そやから地域によってやっぱり多少違うわけですわ。マンションとかいっぱいあるところは

環境もよろしいわね。友渕とかその辺はね。うちは京橋でいろんな出入りの人がいっぱい入ってきて、京

橋交番なんか一日に警察の出動が7回以上と。5人ぐらい行かなおさまりつかんというふうな。去年も11月

8日に今の山口組の問題でも50人のヤクザが出てきてぐしゃぐしゃにされたといういろいろあるわけです

わ。そやから、おっしゃるとおり余り身近で感じひんからそういうこと言えるけれども、我々はやっぱり

環境というのは、前田さんも防犯協会の会長として恐らく物言われとると思うんやけれども、これ立ち上

げて今日やってくれというような話じゃなしに、やっぱり環境というのは大事やから、頭には入れといて

ほしいんですわ。実際、この間も寝屋川でしたかね、子ども二人殺されたと。恐らく皆さんああして事件
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あったら言うんですわ。事件なかったらそのまま何もなかった。ああいう事件は起こる前に先にちゃんと

やっとかなあかんのです。それが私環境やと思ってますねん。そやから決して、前田さんが今提案された

やつはしようもないことじゃなしに大事なことなんですわ。そやから今回のこの委員会で部会を立ち上げ

とかじゃなしに、これから起こり得る問題もあるということを皆さんに頭に入れといてほしいと思います。 

 以上です。 

【佐野委員】 

 環境という話が出てるんですが、ずっと聞いておってちょっと環境が漠然としてもう一つ環境というの

がわかりにくいんですね。犯罪の話になってるのか。ただ、区民として、私も都島住んで30年になるんで

すけれども、我々同志退職して私も8年になるものですから、あとは会社思い切ってやめて社会福祉の世

界で後見人やったりそういうことやってるんですけれども、区民の声で、私も30年住んでおって、どうも

都島って余り特色がないねという声があるんですよ。何が都島に特色があるんかな。北区と隣接して、い

えば都島橋を一本渡ってね。それも環境に入るんじゃないかと思うんですが、もっと学研都市をオーソラ

イズせえとかね。わかりやすくいうと、高齢者になってきて、区役所来るのが非常に不便やと。バスしか

ないと。それで駐車場は有料になってしもてどないして来るのやとかね。これ本当に区民の話で、例えば

総合医療センターなんて非常に近くにあってね。私もセントプレイス住んどるんですけれども、物すごい

子どもが多いんですよね、今。ベルパークも含めてね。そしたらもう少し教育で、わかりやすくいうと、

区役所移転して医療センターのあの辺の近くようけ土地があるやないかと。図書館も古くなってるので、

もう少し子どものことを考えてみると、環境という面は何も、防犯も含めてそうだけど、ちょっと幅が広

過ぎてですね。少しそういうところに、多分やってるのかもしれないんだけれども、我々のところにちょ

っとピンとこないところあるんですよ。そういうところね。そういうのも一つの環境、システムという形

でね。環境システムじゃないかな。確かに医療センターのすぐにいい公園があって、グラウンドがあって

ね。ソフトボールするのもよし。もう少しいろんな、子どもが余りにも、セントプレイスなんて幼稚園が

ずっと通っとるからね、見とったら。犬の散歩連れて行くときもすごいですよ。そのときに何か環境でそ

ういう学研的な環境を視野の中入れていくのも環境の一つやないかなと。環境というとちょっと大き過ぎ

て、僕もずっと聞いとったんやけど、ちょっとわかりにくいところあってね。何か都島の特色が、30年住

んどってもよくわからない。鶴見は、申しわけないけど、大阪市の後見人が全国でトップなんですよ、こ

れだけは。市民後見人はね。厚生労働省、私もそれに参加してシンポジウムやったりいろいろやってるん

ですけれども、それも言うたら鶴見はすごく進んでるねと。でも都島市民後見人余りいないなとかね。そ

れも福祉じゃなくて、それも何かの一つのシステムの環境に入ってくるんじゃないかなという気がするん

です。だから環境、環境といって、少し絞り込みのね。環境の中にね。というのも今後の対象の中に必要

じゃないかなと。私ちょっとずっと聞いとって、どっちみち環境の中にそういう絞り込み出てくるんだろ

うけれども。確かに私の意見じゃなくて区民の人たちの意見を聞くと、もう少し、佐野さん、これ今後、

私らの若い幼稚園抱えてる子ども、小学校の子どもを、もっと都島が学研都市になればすばらしい都市に

なるんじゃないかなという意見を本当に聞くんですよね。このごろ特にね。特に僕がちょうど年齢的に若

い人たちと話するときに、ちょうど一番そういう自然にリーダーになってるか知らないけれども、わかり
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ました、またこういう区政会議があるので、一回やっぱりそういう学研都市、すばらしく一回ビジョンを

立てて、それにちょっと負けないような、橋渡ったらすぐに学研都市みたいな感じでね。もう一つの意見

としては、せっかく大川をようけ抱えとるのに、ドッグランの一つでもこしらえてね。それでやっぱりレ

スキュー協会呼んできて、あれだけ犬の散歩してる人がおるからね。犬の好きな人が。そういうことも今

後都島の一つの方針じゃないかなと。 

【中辻議長】 

 いろいろとご意見いただいております。環境部会のご提案をいただきました。前田委員、再度ご意見を

いただきまして、この件について結論を出したいと思いますので、よろしくお願いします。 

【前田委員】 

 すみません、ちょっとひっくるめて環境といいますと大きくなります。例えば先ほど言いましたように

防犯とか災害ですね。災害なんかは本当に緊急の問題でありましてね。大阪は何十年も災害なくて本当に

住みよいまちなんですけど、今ご意見いただいた佐野委員さんのところなんかは最高の環境のところに住

んでおられるんでね。そんなに余り環境って思われないか知りませんけれども。一つの意見としては大変

いいことだとは思うんですけど、私は安心のまちづくりということで、都島区は3つの柱でやってますけ

れども、やっぱり安心ということは、もちろん教育は大事ですし、都島の中学校、小学校の程度非常に低

いと聞いております。だからそっちのほうは一生懸命また頑張っていただいたらいいんですけれども、ま

ちを盛り上げていくにはやっぱり環境。環境ってさっき言いましたけど、大きくなりますけれども、防災、

防犯、その面なんかには力入れていくべきやと思いましたので発言させていただきました。 

【中辻議長】 

 今、前田委員の思いをお聞かせいただきましたけれども、ここでこの問題にずっととらえられてては前

に進まないと思いますので、本来なら決をとるなんていうことは、多分この会議はしてはならないんだろ

うと思うんですけれども、一応部会の設置ということで、一番最初の入り口でございますので、その点、

するのかしないのかという形でのご意見いろいろいただいたと思いますので、環境部会について設置する

のか設置しないのかということの決をとりたいと思います。それでよろしいでしょうか。区政会議にはそ

ぐわないと思うんですけれども、入り口をちょっとでも中へ入っていきたいので、よろしくお願いいたし

ます。環境部会をつくることをご提案された前田さんにご賛同される方、挙手をもってお願いしたいと思

うんですけれども。 

（賛成者挙手） 

【中辻議長】 

 4名の方ということでちょっと届きませんので、2年間の間にいろいろな形で環境も含めて議論していく

ということでお願いしたいと思います。 

【田畑区長】 

 私から補足させていただいてよろしいですか。防犯、防災というのはまちづくりの根幹で一番大事だと

思ってます。防犯に関していえば、やはり区役所どれだけ予算編成して何かしら組み立てても、警察とか

そういう権限もありませんし、どうしてもそこを強化していこうとしたときに、警察さんを一緒に絡めた
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形での会議体というほうがまだいろんな話が進むんじゃないかなというふうに思っていて、なのでこの区

政会議というよりはいろんな警察さんとの協議の中でまたそういう議論が深められて、それで区役所側で

何かしらするということが出てきた場合、また議論させていただければと思ってます。 

 防災に関しても、これまでずっと一番注力していたところなんですけれども、これも大きな方針、今い

ろんなスケジュール立ててますけど、スケジュールに関して、いやいや、そうじゃないでしょうというも

のがあればまだ細かい議論ができるのかなと思いますけれども、今もうかなりスケジュールブレークダウ

ンして各地域ごとにカスタマイズして、各地域の防災リーダーの方、あるいは商店街の方、企業の方と、

そういう細かい単位で今相当な議論させていただいてますので、そういうところで細かい議論、突っ込ん

だ議論というのはどんどんさせていただいて、また今後の議論の中で大きな方針の中で何かしら違うよね

という話が出てきた場合は、また部会の設置とかもみんなで検討できればというふうに思ってます。今ち

ょっと実務的に進めさせていただければというふうに私ども考えてます。 

【中辻議長】 

 ありがとうございました。 

 それと、一番最初のほうで古川委員のほうから、どういうふうな意見の集約をするんですかというご質

問があったと思うんですけど、それについてはどうなんですかね。諮問とかそういう形なんですか。それ

ともご提案だけなんですかね。 

【田畑区長】 

 今考えてるのは、私どもが今やってきたこと、後でちょっとまた出しますけれども、例えばネパールと

のウェブ交流だとかそういうところに関して皆さんからそれに関しての意見といいますか評価につなが

ると思うんですけど、それを今後も継続していきたいと思うんですけれども、いやいや、やめるべきだと

いうふうな議論と、それで、こうこうこういう理由でというものがありましたら、またそれはやめること

ももちろん検討はしたいというふうに思ってます。一例ですけど。 

【中辻議長】 

 いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、区政会議の進め方、専門部会の設置につきましてこれで終わらせていただきます。 

 議題の2ですね。 

28年度事業の方向性について、また事務局のほうからご説明よろしくお願いいたします。 

【田畑区長】 

 すみません、またこちらのほうでご説明をさせていただければと思ってますけれども、28年度の事業な

んですけれども、参考までに27年度の予算についてお手元の資料に参考資料でつけさせていただいてると

思います。何に幾ら使っている。基本的には役所のサービス、そんなに大きな舵を切れるようなものとい

うのは非常に少なくなってます。それを踏襲した形で、その中で細かい微調整を繰り返しながら、それで

ちょっと重点的なポイントを増やしていったり減らしていったりというふうな感じになるんですけれど

も、まず全体的なことをいえば、大阪市ちょっと財政的にも厳しい状況です。なので区役所の予算全体か

らいうと毎年ちょっと減っております。その中でやりくりをしながら削るところは削り、増やすところは
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増やしというふうな感じでやっています。また、お手元の中の27年度の予算を見ながら、この辺はもう要

らないんじゃないかとか、この辺はもっと増やすべきじゃないかとか、そういうものがあればぜひご意見

いただければと思いますし、それに関してはその意見を踏まえて、また法律だとか、あるいは行政的見解

を踏まえてそこを拡大、縮小することももちろん検討していきたいというふうに思っています。 

 ここではちょっと時間の都合上もありますので、今年と比べて来年ちょっと大きくといいますか重点的

に変えたいようなところというのをメーンに説明をさせていただきます。 

 まず、防災なんですけれども、防災、私の就任からずっと注力させていただきました。平成25年ですけ

れども、こちらまずはちょっと区役所職員、そして地域の意識を高めるというところで、区役所に関して

は全員防災訓練を、実際のいろんな災害を想定した上で状況付与しながらどんどん訓練をしていくという

こと、これ25年からずっとやっております。また、地域のほうでもかなりワークショップなどを開催させ

ていただきまして、地域の防災の体制の組み立てと。あとは地域ごとに避難所を開設していただくような、

実際の、今までの逃げるだけ訓練だけじゃなくてそういうふうな訓練、あとは福祉避難所の開設とか、そ

ういうところをどんどんやらせていただきました。あと一泊避難所訓練とかそういうところもやらせてい

ただきました。平成26年、このあたりからほかの企業ですね、いろんな企業さんと避難できるようなビル

だったりだとか、遺体を安置できる場所だとか、そういうところまだまだ足りませんので、そういうとこ

ろ少しずつ企業さんとかと提携していくという試み、これはまだ今もずっと続けています。 

 平成27年、今年はそれに加えてどういうことをやったかというと通信環境を強化しました。今、MCAと

いうトランシーバーみたいなもの、昔からあったんですけれども、これ災害時に実際起こると混線して使

えなくなるんじゃないかとか、それがだめになったらどうするのか、そういうところの懸念もあって区役

所独自でアンテナも立て、そして地域とかいろんな方にも持っていただいて、それで通信環境をちょっと

二重化するというところで、ここからいろんな、旭区でも余裕で届くような感じになってます。都島区全

域どこでも会話ができるような、まずはコミュニケーション、通信を確立するというところでやらせてい

ただいてます。 

 来年、今度はどこに注力するかというところなんですけれども、トイレの写真なんですけど、衛生環境

をちゃんとしようというところで一つは予算を使っていきたいというふうに思っています。皆さん聞かれ

たこともあると思いますけれども、東北の震災とか神戸の震災、一番困ったのはトイレというふうに聞い

てます。食べるものは我慢できても出すものは我慢できないです。それでどんどんたまってそれを処理で

きなければ衛生的に非常に問題が起こってきます。区内の状況を見たときに、まだまだトイレをどうしよ

うという環境とかが整備されていない状況なので、学校を中心に、例えばこういう簡易トイレを設置する

だとかそういうところを考えながら、実際起こったときの衛生環境というところを皆さんと一緒に考えて

いきたいというふうに思っています。 

 もちろん今までの訓練ですね、区役所全職員の訓練もやりますし、地域とかとの連携訓練もやります。

引き続き企業さんとの連携というのも進めてまいりたいと思います。この辺を全部継続した上での新しい

フォーカスポイントです。これについて、いやいや、ここじゃなくてほかのこういうポイントが大事なん

じゃないかというふうなところがあればご意見いただれけばと思ってます。 
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 次、「人と人がつながり、助け合うまちづくり」なんですけれども、これに関して地域福祉コーディネ

ーターという事業今やっていますけれども、都島区内の各9地域に1名ずつ配置して、いろんな福祉の相談

だったり、あとお年寄りの見守りだったりそういうところでコーディネートのお手伝いをしていただいて

る方です。今、1日に3時間ずつそこをお願いしていて、かなりの件数、ちょっとお手元の資料書いてます

けれども、去年からも伸びてます。かなりの件数ご利用があります。相談内容としてはこのグラフのとお

りなんですけれども、やはりちょっと高齢者、都島区も4人に1人は今高齢者の時代です。その中でどうや

ってお年寄りを見守っていくかというところを、非常に相談件数も多くなっています。なので、地域福祉

コーディネーター、今は3時間ベースでやってますけれども、そこをちょっと拡充できないかと。これは

予算見合いにもなりますので、ここを一気に、じゃ、7時間に、丸一日にしましょうとか、そういうとこ

ろはちょっとできないと思うんですけれども、1時間でもふやせないかというところを拡充をしていきた

いというふうに考えています。 

 次、「明日に誇れるまちづくり」なんですけれども、都島区での独自施策として、この上の2つというも

のを主にやってきました。1つはネパールの学生とのウェブ交流、これは区内の中学生を対象にしていま

す。最初は区内の2つの中学校から始めたんですけれども、今は5中学全ての生徒が参加していただいて、

少人数にはなるんですけれども、学校で英語とかを学ぶ機会があるんですけれども、それ以外に実際に外

国人とふれあう機会というのをどんどんふやしていって国際感覚というのを養っていきましょうという

ふうな事業です。昔は外国に行ったりしないとなかなか交流できなかったのが、今は本当にほぼ無料でネ

ットを使ってできるようになりましたので、ネットをうまく使いながらそういう機会をふやしていこうと

いう事業です。かなり子どもたちからもっとやりたいというふうな声も出てきてまして、やっぱり目に見

えて子どもの態度が変わる。一番最初は挨拶さえできなかった子どもたちがどんどん話しかけるようにな

るようなかなりの変化も見られますし、こちらについては継続的に今後も進められたらというふうに考え

てます。この辺は主に教育部会で、いや、もっとこういう手法があるんじゃないか、もちろんこれをやめ

るという議論も含めて議論していければというふうに思ってます。 

 もう一つがやる気アップ学習会といいまして、これは小学校の大体中学年ぐらいを対象にした事業なん

ですけれども、勉強していって挫折を感じ始める、しんどい子が挫折を感じ始めるのが大体小学校3、4年

というふうに聞いてます。その小学校3、4年をターゲットにして、先生じゃなくて年の近い大学生とかそ

ういう方たちに来ていただいて、基礎的な学力、算数と国語の基礎的なところを集中的に夏休みに教えて

もらうような、そういうふうなプログラムなんですけれども、こちらも今は予算の関係もあってちょっと

人数も制限させていただいてるんですけれども、もっとやってくれないかという意見も非常に多いのと、

あと先生方からももっとやってくださいというふうな意見が非常に多い事業です。なので、これもちょっ

と継続的に今やっていきたいというふうに考えてますが、また教育部会のほうご意見をいただければと思

ってます。 

 それに加えて、来年ちょっと考えてるのが子どもの体力向上に関する施策です。大阪市、全国と比べて

もかなり下のほうに体力があります。本当に体力が非常に問題になってます。都島区の場合は、先ほども

ちょっとありましたけど遊ぶところが少ないというところもあるので、もちろんそこのどうやって遊ぶ環
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境をつくっていくかというところは皆さんと一緒に議論しないといけないと思います。それに加えて、今

ちょっと学校の先生と話してるのが、今体育の授業で先生方教えてくださってますけれども、じゃ、その

体育の先生、みんながみんな十分な教える能力、スキルを持っているかというと、先生によりまちまちだ

というところもあります。なので、学校のほうの体育の授業で、例えばオリンピック選手とか活躍された

方とかスポーツの専門家とか、そういうところを区の予算を使ってお呼びして、子どもたちに教えていた

だきながら先生たちにもこういう指導の方法があるよとか、そういうところを子どもと先生に対して研修

といいますか教えていただくような、そういうプログラムをやりたいというふうに思っています。これが

教育関係に関する区の独自の来年の大きな方針転換といいますか加えるようなことになってます。 

 最後4点目なんですけれども、区役所に関してなんですけれども、ちょっと広報誌について取り上げさ

せていただきました。平成25年から区の広報誌をタブロイド、新聞みたいな感じから冊子型に変更させて

いただきました。いろんな賛否両論いただいてますけれども、どちらかといえば賛成いただいてる方のほ

うが多いというふうに思っています。とにかく区民の方に読んでいただけるような仕掛けというのを日々

ちょっと考えているんですけれども、ここでちょっと今課題にしてるのが、どれだけの人が読んでいただ

いてるのか、どれだけの人の手元に届いてるのかというところですね。ここに非常に課題を感じています。

今のやり方は、まず新聞の折り込みをメーンにしています。それプラス京橋駅だったりいろんな駅だった

り病院だったりそういうところに少しずつ配架をしたり、あとは希望者、申し込んだ方にはお配りを、無

料で送付をさせていただいてます。ただ、地域に出てもそんな広報誌あるの知らんかったという方かなり

いらっしゃいます。お手元の資料、数見てもわかるんですけれども、捕捉率といいますか、区民5万世帯

ありますけれども、それを全部カバーできてるわけではありません。大体7割ちょっと、そのくらいのも

のです。じゃ、それでいいのかというところを今ちょっと課題意識を持ってます。なぜなら広報誌、皆様

にお伝えしないといけないような情報がいっぱい載ってます。今テレビでごらんになってるようなマイナ

ンバーの話、あるいはがん検診がありますよとかそういう話、大事な情報がいっぱい入ってますけれども、

今の新聞の折り込みだけではちょっと限界があるんじゃないかなというふうに考えてます。これ参考なん

ですけれども、新聞の折り込み部数、今どんどん新聞頼む人減ってます。なので、新聞折り込みだけでこ

のまま進むのはどうなのかというところで、方針転換をしたいというふうに思ってます。お金はもちろん

ちょっとかかりますけれども、全戸配布を来年度はやりたいというふうに思ってます。5万世帯全部に区

役所から配布するというところですね。大阪市で、ほかの区はどうなのかというと、大体今11区ぐらいは

全戸配布をしています。やってないところは13区で、うちも今までその1つだったんですけれども、ちょ

っと予算頑張って全戸配布をしていきたいというふうに考えてます。幸いなことに全戸配布するときのコ

ストとかも今どんどん下がってきてますので、ちょっとお金の様子、あるいは皆さんからのご意見もいた

だきながら、ちょっとこれは来年やってみたいなというふうに思っております。 

 以上、ちょっと大きなところ、まず4つポイント説明させていただきましたけれども、それ以外でも予

算の中身見ながらこれは続けるのか続けないのか、あとはちょっとバランスがおかしいんじゃないか、そ

の辺含めてご意見いただければと思います。よろしくお願いします。 
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【中辻議長】 

 ありがとうございました。区長からのご説明でございました。 

 27年度の事業予算一覧とかそういうことも参考に、ここでご意見を言っておいていただいたら、これか

ら予算編成のほうに反映していただけるかもわかりませんので、ここはどしどしご意見いただけたらと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

 田矢委員。 

【田矢委員】 

 言語の話、ネイティブな言葉を覚えるということで、英語を話させたいということも、これ今方針出さ

れてるのは文科省と厚労省の話がメーンだと自分では認識してます。文科省のほうなんですけれども、ネ

パールというのはネパール語と英語ですよね。その中でネイティブな英語が話せるかどうかということが

一つなんですけれども、まず文化を吸収するという面では異文化を吸収できるということはいいことだと

思うんですけれども、今大阪市のPTAでは、2年に一回オーストラリアから留学生が来てると思います。今

年は都島区の中学校に3校来てるはずなんですけれども、そういった生徒たちが来たときにも区として対

応しないのかというのがちょっと不思議だなと思ったんです。私の家に来たときには取材させてください

ということだったので、どうぞ来てくださいというふうに言ったんですけれども、そういうことでもっと

交流を持つ場をつくっていただくのも一つじゃないかと思います。ネパールだけじゃなくて。 

 それと、やる気アップなんですけれども、私以前申しあげたと思うんですが、日本PTAでの話だったん

ですけれども、通常、朝4時間小学校で授業するんですけれども、これ日本の中では5時間やってるところ

あるんですよ。5時間できるのかというんですけれども、8時15分から始業時間始まる。通常8時半で学校

始まるんですけれども、8時15分から始めて午前中5時間するんですわ。午後から何するねんって、1時間

授業するんですよ。あいた時間どうするねんというたら、こういうふうないろんな子どもが、おくれてる

子もいるし、そういう子に対して勉強を教えていくんですよ。先生の労働時間変わらないんですよ。ちょ

っと早くなるだけであってね。それは例えば就業規則変えないかんというのやったら、それ別に問題ない

と思うんですけど、大阪市の中ではそういうところはどこか見本でやってみれば、東村山市ですよね、一

番最初やったの。大阪市はどこがやってんねんというとどこもやってないので、どこかやろうかというと

ころは聞いてますけれども、都島が何で先頭切ってやってもらえないのかなって、これ前申しあげたと思

うんですけれども、この2つですね。質問というか、できないのかなというのがあるので教えてください。 

【田畑区長】 

 ネパール以外もというのは本当におっしゃるとおりで、ウェブの接続先は別にネパールじゃなくてもど

こでもいいので、今後、向こう側の体制にもよりますけどいろんな国に広げていって、最終的には子ども

たちが望む国を自由にチャンネル変えられるように選択できるような感じになっていけばいいかなとい

うふうに考えてます。もちろん向こう側からお呼びするというのもいろんなところで、ちょっと区の予算

で呼ぶとなるとまたどこか削らないといけないので、そこはちょっとバランスとっていかないといけない

ところもありますけれども、そういう外国人の方とできるだけふれあう機会をつくりたいというところは

同じですので、区が絡めるところはどんどん絡んでいきたいというふうに思ってます。 
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 2番目の5時間の話というところ。学校側でいろんな事情もあると思うんですけど、何ができないのかと

いうところも含めてちょっと学校側ともよく話を詰めないといけないかなというところもありますし、そ

ういうところの方針が出るというところは本当に区としても、都島区でそれを試行的にできないかという

ところは大きな議論だと思いますし、その辺はぜひ教育の部会でまたちょっと議論させていただいて、ま

た学校側なりにも提案といいますか、一緒にちょっと話を持っていければというふうに思ってます。 

【中辻議長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、鳥居委員、よろしくお願いします。 

【鳥居委員】 

 具体的なご提案を区長のほうからしていただきましたので、非常にわかりやすかったと思います。その

中で、4番目の区役所力の強化の中で全戸配布をしたいということです。大いに賛成をしたいというふう

に思います。新聞講読者数が年々減少している、これも事実なんですよね。皆さんやっぱり生活が以前よ

りも厳しくなってるという人たちが多いですので、手近なところでカットしていくのは何かといったら新

聞とか、身近なところなんですよね。そのために部数がずっと減ってきています。一方でネットでの普及

も非常に大きくなっていますので、新聞講読数は伸びることはないと思いますので、ぜひ全戸配布をお願

いしたいというふうに思います。 

 それから、「人と人がつながり、助け合うまちづくり」の中ですけど、9つの地域に福祉コーディネータ

ーを配置していますということ、それから活動時間をふやしたいということですけど、予算の関係もある

でしょうけど、時間よりも人員ではないかな、人間ではないかなと思ったりもしています。これ地域福祉

コーディネーターの活動を見ますと、平成26年度延べ4,575件、これ1日に直しただけで1日12.5件になる

んですよね。これは各地域に一人ぐらいのコーディネーターさんではちょっとやり切れないでしょうね。

ということで、時間よりも人をふやしたほうがいいんではないかと思います。 

 以上です。 

【中辻議長】 

 ありがとうございました。ほかに。 

【田畑区長】 

 ちょっとそこの福祉コーディネーターについて。 

【妹尾課長】 

 保健福祉課の妹尾と申します。よろしくお願いします。 

 ただいま委員からの貴重なご意見いただきましてありがとうございます。福祉コーディネーターの方々、

非常にふだん高齢者の見守りとか、それからいろんな相談を受けていただいて、3時間という極めて短い

といいますかそういう中でいろんな役割を果たしていただいてます。もちろんそこの中には短時間の電話

の応対も含めて、それからお年寄りの愚痴を長々と聞いていただくこともありますし、そういう部分でい

うと、件数自身、どれだけ今コーディネーターさんの負担になっているのかということも今後ちょっと精

査していかなあかんなとは思ってます。ただ、まず人員ということになりますとかなり区の予算では負担
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が大きな部分ございますので、非常に不十分かとは思いますけれども、とりあえず時間だけを延ばさせて

いただきたいということを今考えております。委員ご指摘の部分十分考えながら、できるだけ頑張ってい

きたいと思います。 

【中辻議長】 

 ありがとうございました。 

 たまたま副議長が地域コーディネーターをしておりますので、何か。 

【辻上副議長】 

 皆さんにご心配いただきありがとうございます。この地域福祉コーディネーターの仕事なんですけれど

も、9地域さまざま特色を持っているようです。私の所属するところは東都島地域でして、こちらのほう

もお年寄り、すごく深い重い悩みを抱えた方というのは少ないです。「いてんのかー」と言いながら入っ

てこられて、「ちょっと顔見て安心したわ」って帰っていかれる方、あと外国人の方、なかなか親身にな

って聞いてもらえない、学校に言っても学校の先生の言うてはることがよくわからないというお母さんな

んかも来られます。ですので、すごく忙しいときはひっきりなしに来ることもありますが、1日3時間いて

て全く誰も来ない日もあります。それが正直な実情です。ただ、いつ来られるかわからないので、「この

間行ったけどおらんかったな」ってがっかりして帰られる方もいらっしゃいます。それはちょっと仕事内

容のやり方で今私らが9地域ともに悩んでいるところですが、「顔見て安心した」って帰っていっていただ

ける、「また来るわな」と言うて帰ってもらえるということは非常にありがたいなと思っています。 

【中辻議長】 

 ありがとうございました。実情について思ってることをちょっと述べていただきました。 

 ほかに。はい。 

【矢裂委員】 

 2点ほどちょっと提案したいことがあるんですけれども、まちづくりのピラミッドの図見ましたら一番

土台となってる安心のまちのところは僕も一番大切やと思ってるんですけど、私は月に一回井戸端会議を

開いてまして、その中で出た客観的な意見の一つでもあるんですけど、自転車のマナーが悪いということ

が一つありまして、事業予算の中にも交通安全運動関係事業などがあるんですけど、自転車のマナーとい

うところ、啓発活動をもうちょっと特化したところやっていただきたいなというところがありまして、都

島駅界隈よく通る方わかると思うんですけど少し危ないなというところがありまして、あそこはやっぱり

子どもが通行するところもありますし、そこでまたハード面をすぐ変えようというのはなかなか難しいの

で、そうやって啓発活動することでそういうコミュニティをつくってからハード面、自転車専用道路とま

では言えないんですけれども、そういったところをつくれたらいいんではないかと思ってます。 

 あともう一つ、教育面やってますのでちょっとそこ言いたいんですけど、小学生やる気アップ学習支援

事業とかで、やる気アップと書いてるんですけど、僕もそこが一番大切やと思ってて、自己否定感の強い

子どもが最近ふえてて、そういうふうに大学生が直接教えて勉強やって勉強できたとなるのはいいんです

けれども、やっぱり教育というものは教えるというものよりも引き出すというほうが僕はいいと思ってる

ので、そうやって自己否定感のある子どもが肯定感に変わるような教え方を進めることも一つ加えてほし
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いなということを一つ提案します。 

【小田課長】 

 ありがとうございます。まちづくり推進課の小田です。いつもありがとうございます。 

 矢裂委員のお話で、自転車の関係でマナーの向上、都島駅の周りというお話をお伺いさせてもらいまし

た。マナー向上に関しましては取り組むべき課題やという認識は持ってますし、大人の啓発もそうなんで

すけど、学校の土曜授業とか、あと防犯とか安全教室とか、お子さんのほうを今ちょっと頑張ってやって

るところです。お子さんのほうからフィードバックして大人を指導するみたいな形もできへんかなみたい

な、うちの安全隊の職員なんかが学校へ出向いた形、幼稚園とか保育所とか小学校とか行った形で安全教

室、警察さんと一緒にやりながら取り組みを続けてるところです。 

 また、大阪市のほうでちょっと今検討されてるのが、自転車のマナー向上のための条例化を少し今検討

されてるところがあります。これまだちょっと確定してないので、検討されてるということしか申しあげ

られないんですけれども、大阪市的にもやっぱり事故とかいろんなことがありますので、自転車の安全利

用という点についての向上を図るという、そういう施策の一つとして方向を考えようということで今動き

ができていってるというところもありますので、またそれと連携しながら自転車マナーについては継続し

て進めてまいりたいなというふうには考えております。 

【中辻議長】 

 ありがとうございました。 

 ほかにご意見。 

【竹下課長】 

 こども教育担当課長の竹下でございます。 

 ただいまやる気アップ学習会について貴重なご意見頂戴しましてありがとうございます。この事業につ

きましては今年で3年目になっておりまして、まさに子どもたちが短い期間ですけれども、年の近い大学

生のお兄さん、お姉さん方の指導を受けながら、最初はおとなしかった子どもたちが、その中でなじんで、

勉強するときは勉強し、そして間の時間にはにぎやかにお兄さん、お姉さんと話をする、そういった事業

をこの間やってまいりまして、まさに先ほど区長が説明させていただきましたつまずきを感じ始める中学

年、その年においてやる気を引き出す授業、それから今ご提案いただきましたようにやる気アップ、それ

から引き出すという、そういう観点で授業ができますように、また来年度もプロポーザルによって事業者

を決定していく過程の中で、そういった観点で提案をいただくような形で私どものほうで考えてまいりた

いと思いますので、ありがとうございます。 

【田畑区長】 

 教育系のスタンスに関しては矢裂さんおっしゃるとおりで、教えるのは学校でやっていただいてるんで

す。どちらかといえばそのきっかけみたいな、そこのところを区のほうで何かしら増長できればなという

ふうに思っていて、例えばネパールの事業でも英語を学ぶとかいうよりも、何で英語を学ばないといけな

いのか、何で日本史を知らないといけないのか、その辺を気づくきっかけになってもらえればというのが

事業の趣旨です。なので、矢裂さんおっしゃる点本当に一番大事だと思ってまして、その方向でまたいろ
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んな見直しも図っていきたいというふうに思っています。 

【佐野委員】 

 区長の言われてるネパールのウェブの交流会いいと思うんですが、実は私もここへ来て初めて知ったん

ですよ。本当に区民がどれだけ知ってるんかなということと、ネパールということ私も関心があるんです

が、実は私も17年ぐらい前に日本の国際通信派遣団というのがNTTを中心にして、通信、建設の社長、ト

ップクラスが、通信が進んでない低レベルの国を支援しに行くんですよ。そのときに私が行ったのが、タ

イ、ラオス、ネパール、それからチベット、成都、上海、10日間で帰ってきたんですが、そのときにネパ

ール大使と夜の懇親会やるんですね、懇談会を。そのときに、猛烈に応援してくれと。交換機でも、今で

こそやっと、携帯になったから設備が要らないんだけど、例えばネパールで山に電柱をよう立てないんで

すよ、真っ直ぐ。技術がないんですよ、そういう。全て本当にNTTが古い交換機は全部撤去してそちらへ

持っていって無償でやろうとかね。それがやはり、その当時はアメリカ、日本、独壇場みたいな形、中国

やいろいろ出てきたりしてますけれども、そのときも非常に支援活動でやっぱりネパールが非常に日本に

期待されて、私らも夜の懇親会大使と約束して、頑張りますわということで日本の国帰ってきたんですけ

れども、そういう交流は非常に向こうのほうも日本と交流することは文化としては大賛成なんですが、果

たしてどれだけの区民がね。もう少しPRがあっても。私も初めて知ったものですから。これを知ればもっ

とネパールとこんなことやってるよということ言えるんだけれども、残念ながら私も知らなかったもので

すから。そのところの、さっきの広報誌でこういうものをもっとPRするとかいろんな機会で。そしたら早

速私孫の3人に言いますよ。本当に親にね。こういうネパールの交流もあるんだけど、もっと英語覚える

だけじゃなくてネパールの本当の文化とかチベットの文化というのをもっと教育する必要あるんです。た

だ単に言葉覚えるだけじゃなくてね。そういうのをもう少し、先ほどの学研都市じゃないですけどね。そ

ういうことをもっとPRしていけば、さらにすばらしいあれとなると思ってるんですけどね。少し私も知ら

なかったのが残念やったです。 

【田畑区長】 

 広報誌に載ってるんですけれども、ご指摘いただきありがとうございました。 

 これネパールのウェブに限らず皆さんにどうやってお伝えするかというところは本当に苦しんでるん

です。広報誌全戸配布します。そのほかにもウェブもやってます。まちのあちこちにある広報板にも張っ

てます。行政として考えられることは一応やってるんですけれども、これ民間から私も来て非常にジレン

マ感じてるんですけれども、それでも読んでもらえなかったりというところがあります。なので多分10倍

の費用かけて広告をしても説明が足りないというふうなおしかりは受けるんだろうなというふうに思っ

てます。それを変えるにはやっぱり皆さんのほうからもっと取りに来ていただけるような、そういう何か

しら、啓発も含めてなんですけれども、皆さんが考えていただけるような行政というのをもっともっとや

らないといけないとは思ってるんですけれども、行政だけがどんどん一方的に発信をするというやり方ち

ょっと限界あるんじゃないかなと思っていて、皆さんにどうやって情報に寄ってきていただけるかという、

そっちのほうちょっと考えていかないといけないのかなというふうに思っています。 
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【中辻議長】 

 ありがとうございました。 

 ほかに。はい、田矢委員。 

【田矢委員】 

 自転車の意見があるんですけど、その前に今のネパールの話なんですけど、10倍のお金を出して広告す

るんだったら、ネパールの子を例えば5人こっちに招へいして、ホームステイさせて、各スーパーでも行

かせたほうがよっぽど口コミでいけるんじゃないかと今ふと思ったので、言わせていただきます。 

 それと自転車の話なんですが、私は都島区のPTAでも委員会で自転車講習やりました。各校からお母さ

ん来てくれるんですけど、2人ずつなんですよ。ということは、その人たちは法規学んだけれども、あと

はできない。あれをするに当たって、区役所の方と警察の方が来られて体育館に線張って時間かけてやっ

てくれはるんですよ。それやったらどこか一定の場所を1週間でもやってもうて、自転車で事故起こりや

すいのは小学生か中学生ですわ。お年寄りの前にばっと突っ切って、お年寄りこけて骨折したいう事件も

ありますし、逆に乗り方知らなかったから8,500万の賠償とかそういう事件もあったので、ある期間決め

てどこか場所を提供していただいて、警察と連携して、警察にはいつも話してるんですけどね。いつでも

行きますとおっしゃってくださってるんですけど。小学生と中学生とその父兄、それとあと町会の皆さん

ですよね。大人の皆さん子ども止まっとっても平気で行きますからね。赤でも。これはもう全くのルール

無視ですわ。スクランブル交差点で、例えば自転車歩行者専用ですよと書いてあって、それは2灯式です

よね。2灯式の信号に従って行かなければならないのに、これ自転車は原則車道走るねんから行ってええ

んやって。行ったらあきませんねんね。そんなこと大人も知らないから、大人にも講習してあげないと。

子どもに言えないんですよ。子どもに止まれとも言えないし、大人が間違ったこと言ってる。赤信号で子

ども止まってるのに行く大人って僕はもう最低やと思いますね。そういう大人の人たちにどうやって啓発

するかということも考えていかないといけないんですけど、ただ、その場というのはどこか。例えば区役

所の大ホールを1週間だけ線ずっと引いといてやりましょうというて、各町会、商店街の方でもいいし、

各地域の方でもいいし、小中学生ですね、その父兄合わせてやってもらったら、結構都島ってええ地域な

んかなというふうに思われると思います。皆さん標識で一方通行の下に何て書いてあるか知ってはります

か。大体原則的に自転車除くと書いてあるんですよ。だからみんな逆行してるでしょう。でも左側通行が

原則というのがあるので、その辺のマナーもちゃんと知識を持っとかないと、子どものお手本の大人が何

もできてなかったら僕はいけないんじゃないかなと思いますので、またその辺よろしくお願いします。 

【玉置委員】 

 私、京橋のほうで安全なまちづくり協議会、これ8年半前に立ち上げてもらいました。結局皆さんおっ

しゃるのは、区役所にやってほしいとか、警察にやってほしいという話なんです。基本的にはね。我々は

そうじゃなかったんですよ。結局地元が、地域が安全なまちづくり協議会立ち上げて、我々で放置自転車、

ルール違反を啓発しようというふうな、きょう南会長もお見えですが、桜宮連合の町会さんと、私らの10

商店街、それと行政も入ってもらってやってまいりました。当初やっぱり京橋という駅は皆さんご存じの

とおり600台の毎日の放置自転車あふれとったまちなんです。今来てもうたら1台も放置自転車ありません。
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これは、私は行政にやってくれとかするんじゃなしに、我々が手を挙げて、我々一生懸命やってやったん

ですよ。今も年に一回放置自転車やめようというポスターコンテスト。各小学校のほうにお願いして、今

年は64枚でしたかね。65枚の応募いただきまして、それで協議会で優秀作品20枚でしたね。路面シートを

つくって、ここへはったらあかんというようなところへ張ってますねん。そやから皆さんもまちづくり協

議会とか各その場その場で立ってますやんか。もし本気にそういうふうなことなくしてやっていこうとい

うならば、まず自分らが先立ち上がって、そして我々が立ち上がるから行政がひとつ協力お願いしますと

いう形をとれば、これは100％とは言えんけれども、大まかできますわ。ただ、ここにとめとるの何とか

してやとか、行政そんなんもうあっちこっちいっぱいで、工営所のほうも都島だけで手回りませんわ。そ

やから、お困りやったらとにかくまず自分らで立ち上がってください。それで、立ち上がって、足らんご

しは行政さんのほうに、ひとつこういうことで頼んますよと、一緒に協働でやりましょうという話なんで

すわ。先ほど前田会長が言われた環境部会立ち上げる、この話なんですよ。これは温度差がありますので

ね。そやからこの区政会議で立ち上げて同じようにやろうと思っても無理やから、私は立ち上げに反対し

たんやけれども、実際やろうと思ったらそれぐらいやっていかんと無理ですわ。そういうことで、これは

私の意見ですからね。頭の中に入れてもうたら結構です。 

 以上。 

【佐野委員】 

 自転車のマナーで私9月ちょっと学んできたんですよ。どこがやったかいうたら鶴見の包括支援センタ

ーが鶴見の交通課の巡査部長呼んできて、高齢者を集めて2時間講演やるんですね。先ほど言われた一方

通行の話とかね。あれ全部聞かされて。最近スマホがものすごい、僕も車運転しとって危ないんですよね。

だからそういう高齢者の意識とかいうところで、包括支援センターもここまでやるのかという感じで。何

も区役所だけに頼るんじゃなくて、今言われたようにいろんなところが手を挙げて、そこと連携して、そ

れで包括支援センターは何をやってんねやいうたら、あいまちをやったりね。困ったお年寄りあるでしょ

う。有償でお金出すんですよ。800円か。もらう者が600円もうて、200円は事務局の運営費に使うんです

ね。そしたら年金でそれぐらいのお金はあるんですよ。でも、ひとり暮らしで独居老人になってしもて誰

も話し相手ないと。私実は鶴見の諸口のところで約1年間囲碁打ちに行ったんですよ。施設へ。日本棋院3

段、とてもやない、そういう人とやっとったんやけど、週一回やるんですね。そしたら、900円ぐらいも

らって、向こうはお金は困らないので。ただ、孤独にならないと。あと歴史の話ししたり囲碁を打って帰

ってくるという。だからもっと都島の中でもそういうのは、先ほどの言われたコーディネーターの話にし

ろ、いろいろまだまだこれから考えたら、我々も言われるように区役所だけに頼るんじゃなくて、もっと

ほかのところは手足を伸びしながらやっていくと、10万8,000人おるねんから、全体が伸びるような気が

しますよ。僕も実際こういう公募も知らなかったものだから、たまたま広報誌見て応募しようということ

で、私も退職してどこか何か少しでも役に立てればいいかなと思って手を挙げさせてもらったんですが、

そんなことでいろいろ、支援行くのにも人が足らんとかいろいろ言っとったけどね。話し相手くださいよ

と。この間私何しに行ったというたら、ベッド動かしに行ったんですわ。男性2人で。隣が市営住宅でね。

隣がちょっと娘さんがおかしくなって夜叫ぶらしいんですよ。寝られへんと。ところが、ひとり暮らしや
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からベッド動かせない。男性2人、70ぐらいのおっちゃん2人でささささっと部屋片づけて、リフォームみ

たいな感じで片づけたんです。1時間ですよ。そやからベッド動かして900円ぐらい向こう払えばね。喜ん

だ喜んだ。また次指名でお願いします言われて、そういうのが今動いてるのでね。どんどんやり方によっ

ては私はまだまだ動かし方いっぱいあると思いますよ。こうやった、ああやったもいいけれども、どこの

手足が動いていくんやというやり方というのはね。これから明日は我が身やからね。呼ぶほうになるかも

わからないので。私は動くほうと呼ぶほうと、被後見人を見てますのでね。そこの植木を切るんですよ、

夏場。そしたら5人ぐらい来るんですよ。それ大阪シルバーセンターに呼んだらものすごい金取られたと。

それはあいまちでやったんです。そしたらもう3,000円か4,000円で済む。造園屋に頼んだら何万、何十万

と取られるので。そんなんが市民が助け合いして。年会費1,000円払うんですわ。僕も1,000円払とるんで

すよ、向こうで。年会費1,000円払って運営費にして、もらったお金の一部は包括支援センターで動かす。

それは区役所と直結してるんですよ。それが今動いとるのが北区と鶴見と生野でしょう。この3つが動い

てるけど、まだほか動いてないんだよな。そろそろ動くのかもしれないけれども。ただ、やり方によって

は、区長が言われたように、いや、人が足りませんとかいろいろあるけれども、運用の仕方によって展開

は出てくると思います。 

 以上。 

【中辻議長】 

 ご意見ありがとうございました。 

 ほかに。はい、田中委員、どうぞ。 

【田中委員】 

 すみません、1点だけ。子どもに関わる部分での子どもの体力向上ということで、今後教育部会中心に

力を入れていこうということはお聞きしてるんですが、本当に僕自身も、こんな言い方するとあれなんで

すけれども、今の子どもを見るとショックな面は大きいです。何が。運動会見て、まず走れない子が多過

ぎます。よーいドンのスタートの格好もできない子が多過ぎます。「先生に教えてもらわれへんのか」、「教

えてもらったことない」、そんな子どもたちばかりです。基本的な部分、当然遊び場がないから走り回っ

てないというのも一つの要因かもしれないですけれども、やっぱりそういった子が今もう学校に上がって

きてるというのが実情です。走れないということは転び方も知らない。わけもわからんけがをしていくと

いうのが今、それはもう小学生がそういう形であれば中学校行っても同じかと思います。プラス、ただ体

力という部分を考えると、やっぱり食べ物のほうにも出てくると思います。きょう議員の先生方もおられ

るのであれですけれども、給食、今中学校はほぼ、都島区に関しては全学年全員喫食ということで、給食

弁当来て、これで2年目ですかね。でも、一番何がショックかといいますと残飯です。PTAのほうでも各学

校で試食会やられて区役所の方にもいろいろ見ていただきましたけれども、あの残飯の量は半端ない量や

と僕は思ってます。体力向上に加えて一つ誇れることというのであれば、都島区は残飯ゼロの給食ですと。

それぐらいのものにしていただきたい。きのうも、全然話飛びますけどドラフト云々でいろいろ高校生、

プロ野球選手になった子の食べ物出てたりします。どれだけ食べてるか。でも、中学生、部活動やってる

子、それから文化部系の子、当然個々に食事の量は違うと思いますけれども、食べれる子も当然いてると
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思うんですけど、周りが食べないから食べるのやめとこうというようなケースもあると聞いてたりします。

そしたら、給食というシステムとしては僕らの子どものころからもありましたからいいものだと思います

けれども、やっぱりどうしても中身が伴ってない。今無理でもこの先はこういうふうにしようと思ってま

すと。ただ、今はここまでで我慢してくれといった指針なり方策。それから、神戸なんかだったら異物混

入で業者も変えると。契約解除と。できるやんと。大阪市どないなってんねんと。都島区からも多くのそ

ういった異物混入の報告は上がってるはずですけれども、やっぱりフィードバックもない。この辺に関し

ては僕ら保護者、地域の人間ではどないもできません。行政にお願いするしかないです。行政が決めたこ

とですから。その辺は特に都島区の明日のためにも発信していただいて、議員さんのほうにもぜひ力添え

いただいてよろしくお願いしたいなと思います。 

【田畑区長】 

 給食に関してはずっと小委員会という形で教育委員会、あるいは区長集まって集中的に改善に向けては

動いています。もちろんメニューの改善とか、あとは異物混入を防ぐための保健所の指導も含めてですけ

れども、そういうところは当たり前のように取り組んでいるんですけれども、これからの方針として一つ

大きくあるのは、給食方式、弁当配付方式以外のものも少しずつできへんかというところは、ちょっと試

行的にできないかというところは組み立てを始めています。各学校に給食室を全部つくれるかというとち

ょっと予算的に無理がありますけれども、じゃ、親子方式から始められる学校はないかとか、その辺をで

きるところから始めようということで具体的な話を今詰めているところです。なのでそういうところで少

しずつ改善は図っていきたいというふうに思っています。それが1点なんですけれども、もちろんこちら

で改善すべきことが大半だと思います。 

 それをちょっとベースにした上で申しあげたいんですけれども、残飯が非常に多いというところに関し

ては、もちろんこちらのメニューの組み立てとか温度のこととかいろんな課題はあると思います。一方で、

弁当箱を開けて中身を見た瞬間にふたを閉めるというところは食育上どうなのかというところも思って

まして、例えば、先ほど話出たからあえて出しますけど、ネパールの子どもたちというのは弁当もなけれ

ば昼食もない。そういう中で日本はかなり恵まれてるほうだと思うんですけれども、やはり栄養士さんが

考え誰かがつくってくれたものに対して、やっぱりちょっと感謝の気持ちを持って、ある程度食べなきゃ

いけないという部分はあるんじゃないかなというふうなところも議論をしてまして、もちろんこんなの食

べれないよというレベルのものならまだわかるんですけれども、いろんな方に試食をしていただいて、そ

んなにふたを開けて閉めるほどのものではないというふうに今は認識はしてます。もちろん改善はしない

といけないんですけれども、好きなもの以外は食べない、あるいは言い方悪いかもしれないですけど我慢

をしてでも食べるという部分もある程度は必要なんじゃないかなと。その辺をちょっと先生にも、しんど

い部分はあると思いますけど、お願いしないといけないんじゃないかなというところは今議論をしていま

す。 

 すみません、ちょっと補足でした。 

【辻上副議長】 

 今中1の息子がいます。小学生のときはどのクラスも残飯ゼロだったそうです。中学になると残飯がす
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ごく多いと。「何で」、「まずい」。「まずいって、食べたん」、「食べてへんやつもおる」。今区長が言いはっ

たことそのとおりです。わがままな子どももふえています。とりあえず口にしなさいと。でも、どうして

もまずいものはやっぱりあると息子は言います。でも仕方がないよね。それでもあなたは朝練からクラブ

に行って御飯を食べずに、また夕方から8時前までクラブをして、それでよう普通にいてるなって。おな

かすいたらまずいものでも食べるはずなんです。そこまでして何で食べないのかというところもやっぱり

親として突きとめていかなくてはいけないことだと思います。でも、異物混入は絶対あってはならないこ

とだと思っています。 

 それと、試食会が夏場かな、6月とか5月ぐらいに各校行われたと思いますが、前、冬の試食会に行った

とき、クリーム煮というのにクリームがペリッとはがれるような凍ったものが出てくる。ですので、もう

一回冬場に改めて試食会を皆さんで地域の人も含めてやっていただきたいと思います。 

【田畑区長】 

 試食会、ぜひ今後も続けていければと思ってまして、区政会議の委員の皆さんもぜひどこかで一度食べ

てみていただければと思います。またそこでいろんな議論させていただければと思います。よろしくお願

いします。 

【中辻議長】 

 時間が迫ってますので、簡単によろしくお願いします。 

【古川委員】 

 教育部会楽しみですね。PTAの方が多いので。これからどうなるか楽しみにしてますけれども。やっぱ

り広報が一番大切だと思ったんですけれども、さっき区長が全戸配布という。どういうふうにするのか、

ちょっとそれを聞きたかったので。一応希望があって全戸今年度はやりたいというので、どういうふうな

やり方なのかなと思ったもので、ちょっとお聞きしようかなと思って。 

【田畑区長】 

 希望をとるのではなく、役所は皆さんの住所は全世帯把握しておりますので、そこにこちらからお送り

をするという形になると思います。その設計も今検討してますけど、それで、いや、もううちは配ってく

れるなと、要らないよと言われた方にはもちろんお送りしないという措置はしようと思ってますけれども。 

【古川委員】 

 希望というか、どうやって全戸配布するのかなと思ったもので。きょうの説明は一応折り込みと置くっ

て。あと今年はどうやって送るかなと思ったもので。 

【田畑区長】 

 ポスティングをする業者がいます。そこを一番安いところにお願いして、何社になるかわからないしど

ういうやり方になるかわからないですけれども、行政以外の第三者に配っていただくことになると思いま

す。 

【古川委員】 

 わかりました。ありがとうございます。 
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【中辻議長】 

 松本委員、どうぞ。 

【松本委員】 

 すみません、広報のお話が出たのであれなんですけど、一応私仕事で電子書籍とかDPTといって印刷物

の制作をしてるんですけれども、さっき区長がおっしゃったみたいに全戸配布するというのはすごくいい

ことだと思うんですが、せっかく予算を立てて広報つくられるのであれば、やっぱり興味を持ってもらえ

ないと見てもらえないと思うんですね。なので、何かちょっと工夫を凝らしていったほうがいいのかなと

いうので、せっかく大事な情報書いてあるとおっしゃっていて、私も今回の区政委員に選ばれるまで知ら

ないことが多くて、先ほどおっしゃっていた都島でネパールのウェブ授業やっていたりとかという、そう

いった情報も知らなかったりってすごく多いと思うんですね、ほかの区民の方も。そういうところでやっ

ぱり、デザインだけではもちろんないんですけれども、何のために発信するのかというのはすごく大事な

ことだと思うので、区民の皆さんに興味を持ってもらえる内容というのはすごく大事じゃないのかなと思

っていて、今ここにも書いてあるように電子媒体でというのもあるので、電子媒体であればこれから例え

ば動画を配信したりとか、書籍の中に音声とかも入れることができるので、活動とかもどんどん盛り込ん

でいって、ほかにはない広報イコールおもしろいとか楽しいという印象づけたらいろんな方にも多く興味

を持ってもらって読んでもらえる、目にとまる機会が多くなるんじゃないのかなと思いました。 

【田畑区長】 

 ご指摘のとおりだと思います。非常に悩んでおります。この広報誌、冊子型に切りかえたときからしば

らくコンサルの方、専門の方に入っていただいて、デザインもそうなんですけれども、どうやったら手に

とっていただけるのか、区民の方、どういうコンテンツなら読んでいただけるのか、その辺を中心に少し

ずつ改善は図ってきました。ただ、十分ではないです。まだまだ表紙を見て手にとっていただく方も少な

いと思いますし、中身まだまだかたい部分もあると思うんです。そういうところをどういうふうに、読み

物とかもいろんな工夫はしてるんですけれども、ぜひちょっとアドバイスもいただきながら、そこはもう

本当に日々毎月毎月改善をしていきたいというふうに考えてます。非常にジレンマに感じてます。 

【松本委員】 

 毎月出されてるんですか。 

【田畑区長】 

 毎月発行してます。毎月1日にお手元に届く形です。 

【中辻議長】 

 いろいろとご意見をいただいてたところですが、ぼつぼつ時間もまいりましたので、きょうご出席願っ

てます議員の先生方に一言コメントをお願いしたいと思います。 

【八尾議員】 

 八尾です。 

 たくさんのご意見いただいたので、しっかりと今後に活かしていきたいなと思います。最後に松本委員

からおっしゃっていただいたこと、私がそれ言おうと思ってたところだったんですけれども、私も議員を
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やっている中で多くの方々からさまざまな情報が知らなかったということをよくお聞きします。実はそれ

は区民だよりに載ってるよという話をいつもするんですけれども、じゃ、新聞とってないと。新聞とって

ないんやったら区役所に言うたら郵送してもらえるよとかということも言ってるんですけれども、それも

私自分の周りで限界がありますから、全ての人たちに言えないです。ただ、この区民だよりを見なかった

がゆえに損することも実はたくさんあるんですね。知らなかったと。例えばこの間のプレミアム商品券あ

りましたけれども、こんなんやってるの知らんかったわと、知ってたらもっと応募したのにとかいう、そ

ういった声もたくさん聞きました。しかしながら、全て大事な情報はこの区民だよりに載ってるんだとい

うことで言ってるんですけど。ただ、とは言いつつも、その区民だよりがおもしろくなかったら実際読ま

ないだろうなということで、今回新しい区長になって、今までと違って大分読みやすくこれでもなったほ

うです。以前はもっと無機質な、絶対読まれへんやろうなという小さい字でだらだら書いてたような文章

でしたけれども、今のところ前よりは改善されたかなと。ただ、それでもまだまだ区民だより待ち遠しい

なと思って見てるというわけではないのかなということで、ちょっとそこは本当に工夫が必要かなと思っ

てます。これを見ていただくことによって区全体のことも知っていただけるし、同じような活動も今後増

えていくんではないかなと思ってます。 

 それと、給食の件ですけれども、これは実は夏休みに中学生の子ども市会ってやったんです。ご存じで

すかね。そこで話題出た話です、これは。給食ということで。やはり小学校の給食まではいいけれども、

中学校の給食になった途端非常に不評だと。その不評の理由の大きな一つが冷たいまま出てきてると。お

かずつくったら温かいですよね。普通はそのまま出すんですけれども、真冬にそれを冷蔵するという。真

冬ですから冷蔵したら凍ったりもしますし。それを出しているというそんな状況なので、当然冬に冷たい

ものを食べろというのは、大人が食べても子どもが食べてもまずいやろうなという感じがいたします。そ

ういった意味で、先ほどお話あったように、できれば自校調理、要するに小学校と同じように自校で調理

するのが一番ベストやと。ただ、これもかなりの予算が要りますから、今言ったように親子方式、例えば

小学校では給食をつくってますから、例えば友渕小学校やったら友渕小学校の給食を中学校メニューに、

同じところでつくって中学校に運ぶという、これを親子方式というんですけれども、これも今実際にやっ

てるところです。ですからいずれこの辺の改善はされていきます。 

 以上です。 

【中辻議長】 

 井戸議員、よろしくお願いします。 

【井戸議員】 

 まず最初に前田委員からおっしゃられた地域の環境、たくさんの地域今いろんなことで回らせて見させ

ていただいて、やっぱり課題のある地域が多いなということで、「数字で見る都島」を見せていただいた

ら、やっぱり将来人口減っていくんやなということで、北区とか西区とかにやっぱり負けてるんやなとい

う。新しいマンション、きれいなところも建ってるんですけれども、かなり課題のある地域があるという

ことは実感しておりますので、これから福祉とか教育の部会の中でもいかにこれで地域の環境をよくして

いくような福祉とか、あるいは子どもたちの教育することによって、あるいはいろんな見守りとかやるこ
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とによって環境よくしていただく、もちろん防犯も含めてですけれども、そういう議論していただければ

と思います。 

 それから、今も八尾議員からありました中学校給食については、小学校、中学校にクーラーつけて、ま

た医療費の助成をしていろんなことをやってる中での、ちょっと全校一斉に始めるとなると、調理室をつ

くる時間というのがなかったもので、今さっきご紹介ありました親子方式というのを、数年以内には全部

小学校で、あるいは自校で調理して、小学校と同じようなメニューで中学校で食べていただくというので、

これが数年というのを何とか前倒しで、二、三年でできへんかなと思ってます。財源というのが一番問題

がありまして、今大体昔のいわゆる負の遺産というので、昔は500億ぐらいだったのが今何とか債務圧縮

というやつで200億ぐらい返してる中で、何とかやりくりして財源を生み出してるんですけれども、当て

にしてた外郭団体の株を売るとか、海遊館は大分いい値段で売れたんですけれども、市議会のほうでなか

なか株を売れないような条例が通ってしまいまして、ホワイティとかいろんな大阪市の負の遺産もあるん

ですけれども、今そういう一時的にお金要るときに、株も大分いい値段が、海遊館なんかすごくいい値段

で売れたので、そういう一部の外郭団体の株を売ることで財源を生み出せたらいいかなと我々は思ってる

んですけど、なかなか市議会の議論の中でいろんな慎重論もありまして進んでないというのが現状で、何

とか財源を生み出して早く小学校あるいはそれぞれの中学校で温かいものをつくって、それを食べていた

だく方法に変えていきたいと。方針は決まってるんですけど、何年でできるかというスピードの問題で、

これはもう本当に工事のお金で、小学校はまだついてない学校があるということで、クーラーをつけるの

を今ちょっと優先してしまったというのが現状ということでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

【中辻議長】 

 ありがとうございました。 

 では、最後に花谷議員、よろしくお願いします。 

【花谷議員】 

 皆さん本当に遅くまでお疲れさまです。いろいろな視点でさまざまな角度でいろんなご意見が出まして、

区役所の方々も大変に問題意識をさらに深められたんじゃないかなと思うんですけど、お話がありました

ように区役所に余り全てを頼ったらいかんという、そういうご意見がありましたよね。ただ、地域の方々

が自主的にいろいろ活動されてるのを私も目の前に見て、本当に頭が下がる思いです。尊敬します。です

から、区役所に全てを頼るということではなくて、やっぱり区役所を中心にそういったことが、ボランテ

ィア活動が有機的にどんどん広がっていかないといけない。それはでもやっぱり区役所にしか果たせない

役割だと思うんですよ。ほっとったってなかなかできないのがボランティア活動ですので、そういったこ

とをこの区政会議の場でご意見聞かせていただきながら、区役所の果たす役割というのを拡充していただ

けたらありがたいなと思っております。 

 いつも本当にありがとうございます。お疲れさまです。 

【中辻議長】 

 ありがとうございました。 
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 以上をもちまして、本会議の議案全て終了いたしました。本当にご協力ありがとうございました。また、

なれない議長でちょっと右往左往したところおわび申しあげます。本当に今日は夜遅くまでありがとうご

ざいました。 

 それでは、マイクのほう事務局のほうにお返しいたします。 

【六車課長】 

 本日は各委員の皆さん、大変ご熱心にご意見、またご提案をいただきましてどうもありがとうございま

した。 

 最後に区長の田畑のほうからご挨拶を申しあげます。 

【鳥居委員】 

 その前に、専門部会設置するということなんですが、分けなくていいんでしょうか。 

【田畑区長】 

 連絡させていただきますけれども、ご興味がある部会おっしゃっていただく、あるいは事務局からも連

絡をさせていただきますので、またそこは決めさせていただければと思います。 

 今日本当に遅くまでありがとうございました。議員の先生方もありがとうございました。 

 大きな方向性についてはこのままで行かせていただいていいのかなということで、これからちょっとネ

ジを締めてまた議会にかける方向で進めていきたいと思います。ただ、いろんな課題もいただきました。

給食についてもまた次回方向性もお示しできればと思いますし、次回までには必ずいろんな地域で給食の

試食会あると思いますので、まず食べてみていただければというお願いです。広報誌についても、ごめん

なさい、私たちの周知不足でまだご存じない方もいらっしゃいましたけれども、次回まで毎月見ていただ

いて、ぜひちょっとまた改善のご意見いただければというふうに思っています。自転車に関してもいろん

な意見いただきましたけれども、先ほど小田のほうからも説明ありましたけれども、市のほうでもいろん

な取り組みを今まとめているところです。次回はこういう方向になりそうですというところも踏まえなが

ら、また区の予算でできる、できないというのは別だと思うんですけど、地域の方と一緒にどういうふう

なことができるか、その辺もちょっと話していければと思います。 

 また次回もよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。 

 


