
 

 

平成30年度 都島区 区政会議 第1回 健康・福祉部会 会議録 

 

1 日時 平成30年10月3日（水曜日）午後7時～9時00分 

2 場所 都島区保健福祉センター分館 健康増進ホール 

3 出席者 

 （区政会議福祉部会委員） 

  森本委員・南委員・江川委員・塚田委員・日野委員・大野委員・半野委員・阪本委員 

（都島区役所） 

  林田区長・嶋村副区長・森本保健福祉課長・坂下健康推進担当課長・奥町医務副主幹・鹿倉係長・東

岡係長 

4 議題 

（1） 生活習慣病予防の取組みについて 

（2） （仮称）都島区地域福祉ビジョン（素案）について 

5 会議次第 

（1） 開会（林田区長挨拶） 

（2） 議事 

 

【東岡係長】 

 本日は委員の皆様にはお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。 

 これより平成30年度第1回健康・福祉部会を始めさせていただきます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます保健福祉課担当係長の東岡でございます。よろしくお願い

いたします。 

 それでは初めに、林田区長よりご挨拶をさせていただきます。 

【林田区長】 

 皆様、こんばんは。平成30年度第1回目の健康・福祉部会ということで、お忙しい中ご参加いただきま

してありがとうございます。 

 健康・福祉部会ではございますけれども、特に地域の方もいらっしゃっておられます。多くご参加いた

だいております。先般の日曜日での台風24号での対応にかかわりまして、避難所を9カ所設置するという

都島区としても初めての状況になりました。ご協力いただきましたことを感謝申し上げます。特に6月18

日の大阪北部の地震、そして9月4日での台風21号と災害が続いている中でのこういった対応、つながりが

非常に重要であるということを改めて感じたところでございます。引き続きご協力をよろしくお願い申し

上げたいと思っております。 

 本日は健康・福祉部会ということで、健康診断、健診を通じての生活習慣病予防の取り組みについてと



 

 

いう大きな健康にかかわるテーマと、それと、これも都島区としても非常に重要でございます都島区地域

福祉ビジョンの素案を初めてきょうお示しさせていただきます。いろいろ忌憚のないご意見をいただきま

して、また反映させていきたいと思いますので、よろしくご議論をお願い申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

【東岡係長】 

 今回、第1回目ということもございまして、区役所の事務局側の職員を改めて紹介いたします。 

 まず、都島区長の林田でございます。 

 都島区副区長の嶋村でございます。 

 保健福祉課長の森本でございます。 

 保健福祉課担当係長の鹿倉でございます。 

 こども教育担当課長の三井でございます。 

 健康推進担当課長の坂下でございます。 

 医務副主幹の奥町でございます。 

 保健福祉課担当係長の私、東岡でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは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。今回議事録等の作成のため、

事務局で会議の様子を録音、写真撮影させていただいております。また、本日の会議はインターネット配

信を行っております。ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、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をお送りさせてい

ただいておりますが、まずA4縦1枚の次第、あと右肩に資料1と振っておりますA4縦型のホッチキスどめ資

料、「生活習慣病予防の取組みについて～健診等を踏まえて～」につきまして、資料を一部追加させてい

ただきました関係で、本日机上にあるものと差し替えをさせていただきます。次に、右肩に資料2と振っ

ておりますA4縦のホッチキスどめの資料、「（仮称）都島区地域福祉ビジョン（素案）」、あとまた本日座席

表を机上にお配りしております。以上が本日の資料となっております。おそろいでしょうか。 

 それでは、これより議事進行につきまして森本議長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

【森本議長】 

 皆さん、こんばんは。お疲れさまです。議長を務めさせていただきます森本でございます。よろしくお

願いします。 

 まず初めに冒頭で区長のご挨拶の中で台風24号の初めての一時避難場所ということで都島区の地域小

学校を開設いたしました。これは区役所としても、そして地域としても本当に初めてのことで、今までは

避難訓練等でやっておりましたけれども、今回実践ということでいろいろ手さぐりで状況を確認しながら、

9時から翌朝の8時までということで、台風でございましたけれども、最大の人数で約82名ということで、

9地区で避難されたということを伺っております。こういった取り組みは本当に地域を挙げたボランティ

ア活動をしている役員の皆様を含めて、そして避難された方たちの意見を聞きますと、やっぱり安心で本



 

 

当によかったということで、すごく認知度が上がったのではないかと。これから本当の地震があったらも

っともっとたくさんの人数が避難されてくるということで、これからますますいろいろな検討をし、そし

て確認しながら、シミュレーションを起こしながらこの避難場所のあり方ということが今回見えてきたん

じゃないかなと感じております。ウェブのほうで見てはる地域の方もたくさんおられますので、本当にお

疲れさまでした。ありがとうございました。 

 本日は、生活習慣病予防の取り組みについてということと、あと都島区の地域福祉ビジョンの（素案）

ということで、今回この2点に絞って区政会議のほう進めてまいりたいと思います。 

 では初めに資料1、生活習慣病予防の取組みについてということで、健診等を踏まえての説明を坂下課

長のほうからよろしくお願いいたします。 

【坂下課長】 

 先ほどご紹介いただきました、改めまして都島区保健福祉センター健康推進担当課長坂下と申します。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 すみません、ちょっとスライドで説明させていただこうと思いながら、ちょっとすみません、座席がの

ほう斜めで申しわけございません。 

 そしたら、坂下のほうから着席して説明させていただきます。 

 今回、生活習慣病予防の取組みについて～健診等を踏まえて～ということで、これからさらに高齢化が

進むということで、高齢者の数だけではなくて、高齢者の比率が増えていきます。地域の中で生き生きと

暮らしていくためにも、幾つになっても健康で健やかでいることが大切ということで、生活習慣病予防と

健診をテーマに今回取り上げさせていただきました。 

 まず現状ということで、今はごらんのような状態で増えたりもしてるんですが、人口につきまして将来

的には減少が見込まれておりまして、2040年推計というのを大阪市で出しておるんですが、10％以上の減

と。一世帯当たりの人員も減少と。また高齢化率、これは65歳以上の人口に占める割合なんですが、将来

的には30％から35％に上がるというふうに予測されております。 

 一方で、これ平均寿命なんですけれども、医療あるいは生活環境の進歩によりまして平均寿命は延びて

おるというような状況でございます。男性で都島区では79歳、女性では86.8歳で増え続けておりまして、

かなり上昇というようなことになっております。 

 次に健康寿命。健康寿命という言葉があるのですが、平均寿命のうち、健康上の問題で日常生活が制限

されることなく生活できる期間ということで健康寿命というふうにいいます。この棒グラフのほうでいい

ますと、下のほうが健康寿命です。上のほうが不健康な期間の平均ということになるんですが、比較して

みますと、平成22年、27年の比較でございますが、都島区は男女ともに平均寿命が延びて不健康な期間の

平均が少なくなっております。一方で大阪市全体、隣側を見ていただきますと、健康寿命というのは伸び

ているんですが、不健康な期間も延びているというような状況です。これからどんどん高齢者が増えてい

きまして平均寿命が延びる中、不健康な期間をできるだけ短くして平均寿命の増加を上回る健康寿命の増



 

 

加というのが大事になってまいります。人口減少社会であるとか少子高齢化、人生100年の時代というふ

うな言葉、あるいは生涯現役という言葉もありますが、幾つになっても生き生きと暮らし活躍できる地域

社会を目指すというためにも健康寿命の延伸というのが大事になっております。大阪市が去年立てた計画

で、大阪市健康増進計画すこやか大阪21（第2次後期）というのがございまして、そちらのほうでも健康

寿命の延伸というのは大きなテーマの一つとなっております。 

 次に、健康寿命に影響する要因ということですが、社会生活環境による要因と、生活習慣である食・運

動などと大きく2つに分かれまして、特に生活習慣の悪化が持続すると知らない間に低栄養、肥満、高血

圧、高血糖という状態を引き起こしまして、それがさまざまな病気や症状を引き起こす原因にもなります。

真ん中あたりに認知症というのがございますけれども、こちらも脳血管疾患によって発症するものもある

ということでございます。 

 生活習慣が引き起こす病気ということで生活習慣病という言葉がよく使われます。ただ、生活習慣病と

いう病気はなくて、食習慣、運動不足、休養、飲酒、喫煙等の生活習慣がその発症・進行に関連する病気

の総称というようなものでございます。こういった生活習慣が改善されないまま壮年期、高齢期を迎えま

すと、脂質異常、高血圧、糖尿病等の生活習慣病の発症につながりまして、将来的には日本人の3大死因

の1つであるがん、脳卒中、心疾患の発病の危険性が高まるということになります。ですので、早期に自

身の体を知って生活習慣を改善することが生活習慣病の予防につながります。 

 これは国の資料なんですけれども、年齢と生活習慣病をあらわしたものでございます。65歳未満が左で、

65歳以上が右ということで、生活習慣病が幾つか並べられております。見てみますと、年齢を重ねると生

活習慣病が増える、リスクが高まるということになりまして、若いうちから意識して予防することが大事

ということは言えるかと思います。 

 次に、平均寿命に影響を与えるものということで、これは死因です。円グラフの右側が生活習慣病、ち

ょうど割れてる感じになってるんですけれども、こちらが生活習慣病ということで、大阪市、全国ともに

半数以上がこの生活習慣病で亡くなっているということで、僅かですが大阪市はがんによる死亡が全国平

均よりも高くなっております。 

 次は都島区の状況ということで、都島区も状況としては大きく変わりませんが、ただ、男性で特にがん

による死亡する割合が高いというような状況になっております。 

 次に、がんの部位別死亡ということで、これは大阪市全体のデータではございますが、これは部位別年

齢調整死亡率というようなものでございます。赤い字で死亡率比、市と全国を比べたものが数字で上がっ

ておりますが、乳がん、子宮がんを除いて男女とも全国よりも市のほうが高くなっております。 

 次、先ほどございました心疾患と脳血管疾患、これも年齢調整死亡率と推移でございますが、死亡とい

うことで見ますと数値は減っております。これは医療技術の進歩、あるいは医療周辺、介護を含めてそう

いう状況が整ったということで死亡はしてないんですけれども、後ほど後遺症もあったりしまして不健康

な期間が増えることにつながってるというようなことも考えられます。 



 

 

 次に、健康寿命に影響を与えるものということで、これは介護が必要となる主な疾患ということです。

こちらも区のデータはないので市と全国の比較でございますが、大阪市、男性は脳血管疾患が1位、2位が

認知症、3位が高齢による衰弱。順位は全国と同じですが、割合はちょっと異なっております。4位が心疾

患、5位が関節疾患で、全国と比べ割合も高くなっております。 

 次に女性です。女性はちょっと男性と違っておりまして、1位が関節疾患、2位が骨折・転倒、3位が認

知症、4位が高齢による衰弱、5位が脳血管疾患ということで、順位は全国と違うんですが、内容は同じに

なっております。女性は関節疾患、骨折・転倒によるものが多いというのが特徴でございまして、特に骨

が弱くなってしまう骨粗しょう症というものになっているとリスクが増えるというようなことが言われ

ております。 

 次のスライドに行きまして、これまで見ましたように不適切な生活習慣によってさまざまな疾患になり、

また日常生活に支障が生じたり要介護状態、赤のところですね、死亡につながるというようなことで、骨

粗しょう症も転倒・骨折をすると生活に支障が生じたり要介護状態になったりというようなこともござい

ます。赤の上のほうには脳卒中で半身麻痺になったりであるとか、糖尿病で人工透析を受けたりとか、そ

ういったようなことでなかなか生活上の支障が出るというようなこともございます。そういったものを予

防するためにということで健診が大事になるというようなことでございます。 

 ということで、生活習慣病の予防と早期発見のために健診等の受診をということで、こういったがん検

診、特定健診、骨粗しょう症検診といったような仕組みが大阪市にもございますし、いろいろ今全国でも

行われてるというようなところでございます。具体的にどんな内容で行われてるかということが次のスラ

イドです。 

 がん検診についてということで、がん検診は実施者によって2つに分かれます。医療保険者や事業主（会

社）で実施するもの、市町村で実施するもの、2つございます。この2つで基本的には年齢による受診の対

象は、年齢制限はありますけれども、全員カバーしてるというようなことになります。大阪市のがん検診

につきまして表の上側にありますように勤務先で同程度の検診を受診できる方は対象外ということで、逆

にいいますと勤務先で同程度の受診がない方は皆さんこの検診を受けられるというようなことになって

ます。内容的には、基本的には国の指針に従った内容となっております。実施場所については、この保健

福祉センター分館で行っているものと、取り扱い医療機関で、市中の診療所、病院で行っているものがご

ざいます。保健福祉センターでは日を決めて検診を行っておりまして、30年度でいいますと年23回で、う

ち8回は土日祝に実施して、受けやすい体制ということでさせていただいてます。医療機関はそういう日

の指定がなく、医療機関によって異なるかと思いますが、直接申し込んで好きなところで受けられるとい

うようなことになっております。 

 次に、市の計画で、先ほどすこやか大阪21と申しましたが、それをつくったときにとったアンケートか

らです。大阪市民健康づくり・生活習慣等に関する調査ということで去年行ったものです。内容は、あな

た自身または家族の勤務先や健康保険組合においてがん検診を受ける機会がありますかというようなも



 

 

のでございまして、がん検診の受診機会につきましては年齢制限があるものもございますので、正確には

言えませんが、大体がん検診の受診機会あると。各がん検診を見ますと大体18％から30％強というような

ことになっております。一方で下のほうの丸をしてるところ、がん検診の受診機会がないという方が23％、

わからないという方が26.4％ということで、仕組みがあるということがわかってないというような方も一

定存在してるということです。 

 次に、これもすこやか大阪21をつくるときのアンケートですが、この1年間、乳がん・子宮がん検診は2

年間ですが、がん検診を受けましたかというようなデータでございます。すみません、ちょっと表には書

いてないんですが、青い字が男性で、ピンクの字が女性ということになっております。大体30％前後とな

っておりまして、国や市で目標としております50％には達してないというような状況になっております。 

 次に、この資料は本日追加させていただいたものです。当区の奥町管理医師に作成いただいたもので、

あくまで試算ではございますが、大阪市のがん検診ということなんですが、受診者数の推移と、大阪市の

目標数値から算出した目標ということで具体の数字を挙げさせていただいております。見ていただいたら

おわかりになるかと思うんですが、やや伸びているところもありますが、停滞したり少し落ちたりしてる

ところもあります。目標にはちょっと差があるというような現状です。 

 次が子宮がん検診と乳がん検診。こちら2年に一回ということで、あくまでも参考として算出したもの

でございますが、ややデータにでこぼこがあるというような状況になっております。 

 がん検診の受診状況というのはこういった状況なんですが、これも先ほどのアンケートで、なぜがん検

診を受けてないのですかというようなことを聞いたアンケートがございました。多かったのが、必要性を

感じないからであるとか、心配なときはいつでも医療機関で検査できるからというようなことで、予防の

意識がもしかしたら足りないかなというようなところがあるというところで、こういった啓発が必要にな

ってくるかと思います。またその下に、心配なときは、の下で真ん中あたりにつきましては、受け方がわ

からない、あることを知らないというような方もいらっしゃいますので、制度の周知も必要になってくる

のかというふうに思います。 

 次のスライドは、子宮・乳がん検診を受けていない理由は何ですかと。大体内容的には先ほどの胃がん・

大腸がん・肺がんと同じなんですが、こちらのほうはやや受け方がわからない、知らないという方が少な

くなっておりますので、割と女性の方関心を持ってこういったがん検診を見ていらっしゃるのかなという

ふうなことが感じられます。 

 次に、これまでがん検診ということで、生活習慣等予防のための健診についてということで、特定健康

診査、特定健診というものがございます。こちらにつきましては、先ほどのように日本人の死亡原因の約

6割を生活習慣病が占めておりまして、その予防のために、ひところメタボというようなことがよく言わ

れましたが、そのメタボリックシンドロームに着目した健診ということでございます。この健診は加入し

ている医療保険者が実施するということで、大阪市で行っております国民健康保険、あるいは会社勤めの

方でしたら全国健保協会であったり健康保険組合であったり、公務員の場合は共済組合なんかがこういっ



 

 

た健診を実施しております。大阪市では国民健康保険加入者を対象とした健診を行っているということで

すが、実際、下の※印にありますように国保の被保険者、大阪市民の中での国保の被保険者の割合は大体

25.5％ということで、都島区でも近い数字になっております。それ以外の方ということで、会社員で保険

に入ってらっしゃる方も多数いるというような状況でございます。 

 大阪市のこれは国民健康保険の特定健診の仕組みでございます。基本的には先ほどのがん検診のように

保健福祉センター分館、こちらと、取り扱い医療機関のほうで受けれるようになっております。取り扱い

医療機関のほうも大体30カ所ぐらいございますので、お近くのところで受けれるようなことにはなってお

ります。無料で受けていただけます。 

 検査項目としては、一般的な健康診査ということになるんですが、そちらから検査結果をもとに健康状

態を確認して、必要であればまた次の検査につなげるというようなことになっております。また、骨粗し

ょう症検診というのも、国保とは別なんですが掲載させていただいております。こちら、こちらの分館で

実施してます乳がん検診と併設で実施してるものでございまして、これも無料で受けていただけるという

ようなものでございます。 

 これは特定健康診査、特定健診の実施率ということで、市町村国保と健保組合ですね、会社が行ってい

る健保組合を比較したものでございます。左側2つが市町村国保で、右側が健保組合、会社勤めの方が入

ってらっしゃるということで、ちょっとかなり差がございます。市町村国保が低くて、健保組合、特に男

性が9割近い割合になっております。これは直接受けるようにということを言われるからというのが一番

大きいのかなと思います。国民健康保険は他の保険に加入されてない方、会社勤め等でなく個人で事業を

されている方であるとか離職者なんかもございますので、多忙とかそういったような状況で低いというよ

うなことになっておるかと思います。ただ、見ていただくと年齢が上がるに従って、健保組合の方が60歳

で退職されて国保のほうに入るようなところから国保のほうもだんだん上がってきてるというようなこ

とで、これまでの健診の習慣というのが残ってるというようなところでずっと受けてらっしゃる方もいら

っしゃる。また、健康に留意し出す年齢というようなこともあるかもしれません。 

 次に、特定健康診査受診率ということで、これは国全体の、先ほどの会社の健保組合も入れた数と、市

町村国保と大阪市国保、都島区の国保の比較でございます。国の目標は実は70％を目指しております。大

阪市の当面の目標としては30％を目指してるということですが、国は最近50％を超えたというような状況

です。大阪市、都島区と比べるとちょっとかなり差が開いてるというようなことで、この市町村国保の中

でも大都市と小規模な都市と比べますと、小規模な都市のほうが高くて、大規模な都市は軒並み低いとい

うような状況になっておりまして、やっぱり人口の入れかわりとかいろんな状況で大都市が低くなってる

というようなことかと考えられます。 

 これもアンケートでございますが、がん検診以外の健康診断ということで、特定健診も含む健診の受診

状況というようなことで、参考に掲載させていただいております。実際に受けてらっしゃらない方が40代

なんかでは30％弱、女性でも3割、4割の方が受けてらっしゃらないと。それ以外の方は何らかの形で、例



 

 

えば国民健康保険に入ってらっしゃる方なんかでも勤め先の健康診断ということで受けてらっしゃる方

もいるというふうなことをお聞きしております。3割、4割の方は何も受けてないというようなことになっ

ております。 

 生活習慣病予防のために健診の受診をということで、生活習慣病は自覚症状がなく、いつの間にか病気

が進行してるというようなことで、住民の方は生活習慣病にかからないようにいい生活習慣を身につける

ことが予防になりまして、次に定期的に健診を受けると。自分の健康状態を知って早期発見、早期治療に

つなげるということで、行政の役割としては、生活習慣病の知識や健診の重要性について広く普及啓発を

するということと、大阪市が実施してる健診なんかにつきましては受診者の立場に立った受診しやすい環

境の整備。日曜日の受診であるとか、乳がん検診のほうでは実施してるんですけれども、保育ボランティ

アなんかをお願いしまして健診が受けやすいような体制に努めているというようなところでございます。 

 次に、今までのまとめということで、高齢化が進む中、健康寿命を延ばすことが重要。ただ、健診等の

受診者は伸び悩んでると。生活習慣病に関して予防や早期発見の必要性を感じない方、受診機会があるこ

とを知らない方がいらっしゃるということで、やはりさまざまな媒体の活用、機会を捉えて多面的に周知、

啓発、勧奨を継続する必要があるというふうに考えております。 

 4つの面で次、書かせていただいております。まず、市全体での健診受診に関する取り組みというよう

なことで、これはどちらかというとお金がかかったりとかいうようなことが中心になっております。ポス

ター、チラシを作成したりであるとか、ある年齢の方に対して個別勧奨を行ったり、また国民健康保険で

は特定健診未受診者に電話による勧奨も行ってます。そのほか、子宮がん検診、乳がん検診については無

料クーポン券を送付したり、民間企業の協会けんぽと連携して啓発したり、また骨粗しょう症検診受診者

について、清涼飲料水、粗品を渡したり、特定健診のクリアファイルを配付したり。図で特定健診という

ふうに書いてますのがそのクリアファイルでございます。こういった内容であるとか、健診の見直し充実

を図るというふうなことで取り組んでおります。 

 また、都島区での健診受診に向けた取り組みということで、広く区民に啓発ということで、ホームペー

ジ、フェイスブック、ツイッターを活用。あと広報紙ということで、3月号を毎年特集号ということで入

れていただいてまして、ことしは人生100年時代の健康づくりということで、薄く資料に掲載させていた

だいております。また、がん検診の周知記事というようなことを近い月で、例えば今10月ですので11月、

12月のがん検診の区役所、分館のほうでやってる日程を周知すると、そういうふうなことであるとか、広

報媒体を活用して、いろんなところでパンフレットを配架するというようなことを行っております。 

 次に、さまざまな機会を捉えて健診等の啓発チラシを配布ということで、がん検診とは直接関係がない

んですが、区役所に来られる方、分館でいいますと乳幼児健診に来られる方、また学校での就学前健診と

いうのを行ってますので、そこでチラシを配布したり、また区民まつり、健康づくりのつどいというのを

毎年行ってます。ことしは10月28日区民ホールで予定しております。そういったところで受診啓発チラシ

を配布したり、また新たな生活習慣病予防のチラシということで、後ろのほうに薄く書いてあるんですが、



 

 

これ女性向けのチラシということで、女性が受けられる健診を、先ほどの乳幼児健診であるとか子育て教

室、そういったところで配布させていただいたりというのを行っております。 

 次、3番目ということで、団体などへの健康教育の実施ということで、こちらはまず1つ目、地域との連

携による健康講座ということで、出前講座なんかも行わせていただいております。その1つは、今年行っ

ていただいた地域があるんですが、区役所で骨粗しょう症検診を行っている日に健康講座を実施するとと

もに、集団で健診も受けていただくというようなことで、数十名の方が健診も受けていただいたと。まと

めてですね。こういったことが広がれば関心も広がっていくのではというふうに考えてます。2つ目が、

ここの建物2階、子ども子育てプラザというのがございまして、そこに来ていらっしゃるお母さんに対し

ても健康講座を行ったり、あるいはここの分館のほうでも調理実習というのを行ってまして、その来られ

た方を対象に健康に関する普及啓発をして周知勧奨を行うと、そういうふうな取り組みを行っております。 

 こういった取り組みをずっと行ってきておるんですが、僅かながら増えているところはあるのですが、

なかなか受診率上がらないというのが課題ということになっております。健康寿命を伸ばすという点では、

健診の受診だけではなくて、昨年この会議でも取り上げさせていただいたんですが、百歳体操といった行

動を起こすということも大事です。皆さん健康に関心はあるんですが、体の調子が悪いとかそういうこと

でなければどうしても後回しにされてしまうというようなことになっているというのが現実でございま

して、本日お集まりの委員の皆様方にはそれぞれのお立場から、どのようにすればこういう健康に関心を

持っていただいて、それが具体に行動につながるようになるのかといったような点に関しましてご意見い

ただければ幸いかと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。ただいま内容の説明がございまして、要は健康に関心を持っていただいて、

いかにして健康診断を受けていただくか。一人でも多く受けていただいて皆さん元気に過ごしていけるか

ということで、なかなかいろいろな広報の部分も含めながら、やっぱり受診率は低いなということでござ

います。皆さん委員さんのご意見もお聞きしたいと思いますので、挙手のほうよろしくお願いいたします。 

 阪本委員、何かございませんか。 

【阪本委員】 

 この取り組みについてはすごく参考にさせていただいて、勉強させていただきました。商店街では百歳

体操というのを実施しております。ここでいうたら中央商店街なんですが、井戸端ステーションという地

域のコミュニティみたいなところで、毎週火曜日だったと思うんですが、朝10時と昼から2時ということ

で。そこで商店街でご利用できるポイントを来られた方に押して、ためていただいてお買い物に役立てる

という。健康と商店街とのコラボということで、その百歳体操については人数が増えてるとちょっと聞い

ております。これもいろんな商店街でやればいいんですけれども、なかなかその場所がありませんので、

またいろいろと考えていきたいと思っております。 

【森本議長】 



 

 

 ありがとうございます。 

 ほかご意見ございませんでしょうか。 

 塚田さん、意見何かありましたらお願いします。 

【塚田委員】 

 貴重なお話しありがとうございます。 

 分けると、年代の部分で高齢の方に対しての予防であったり、実際何か障がいがあったりしたときの、

そういった部分での悪化しないための維持であったりそういった部分と、あとは若い方々ですね、まだ未

病という方々に対してのどういう予防的な取り組みをするかみたいなところで、結構取り組みの質として

は違った部分というのが結構あるのかななんていうふうに思うんです。健診というのは結局病気になった

方が早期に発見するというところなので、そこに至る前にどういった生活の部分で気をつけていったらい

いんだろうとか、言うたら健康なときにどう健康に意識を向けてもらうかというところがとても大事にな

ってくるのかなと思うんですね。すごくそれって難しいなというふうに僕も思うんですけれども、やっぱ

り日常生活の中で何か健康なものを食べたりだとか、意外とプチぜいたくというんですか、何かそういっ

たまちの特産の栄養の高いようなお野菜であったり、何か特産のようなお肉であったり、いろんなものの

栄養素というのは意外といろいろ調べられていたりとかすると思うんですね。そういったものをいいよう

にバランスよく食べるというのが、とてもおいしく食べれたりだとか、逆にそれが肥満であったりそうい

ったことにつながるのではなくて、おいしく健康に食べるみたいなところを打ち出していくと、病気を先

に出すと意外と、僕は病気じゃないから関係ないよみたいな関心が向かないところもあるのかなと思うん

ですね。攻め方としては、おいしいものをとてもバランスよく食べるというのがすごく自分にとって生活

の質を上げるよみたいなところの取り組みというのもあると、意外と若い方でも乗ってくるのかなと。そ

ういった意味では、一般的な地域の飲食店であったり販売ですよね、八百屋さんとかそういったところで

あったり、そういったところで、調理実習とかあると思うんですけれども、ちょこちょことした、こんな

特産あって、これとても体にいいんですよ、こんな栄養素あるんですよみたいなところの宣伝みたいなも

のがあると、知らず知らずのうちに生活習慣病につながらないような食材を買っていたりだとか、そうい

ったところにもつながるのかなというふうに思ったりしました。なので、そういった病気というのをまず

出すよりは、意外とおいしく健康に食べましょうというような切り口で取り組むというのも一つのやり方

なのかなというふうには思いました。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。今塚田委員のほうで食という部分で、これ非常に大切な部分だと思います。

やっぱり日々の健康を維持していくのは食生活ということで、いろいろと睡眠時間等もありますけれども、

この内容をちょっと私なりに解釈してみますと、私、毎月、個人的な話をしますけど病院に通わないとい

けない。お薬をもらいに。何らかのあれを持ってるわけですね。それで、病院に検診をしてもらって、問

題ないですよということで、また1カ月薬を飲んでる。その間にいろいろ血液検査があったりとか、ある



 

 

いは尿検査をやったりとかいうことで、大体体の状態がわかってるわけなんですね。ところが、健康であ

る方ですよね。今健康、病気もありませんよ、健康ですよと。こういう人たちがいかにして健康診断に行

ってもらえるかというところ。一番忙しいという部分もあるし、アンケートの中でも、もし何かあったら

病院に行くよと。すぐ検診やってもらえるんだからという部分もあると思うんですね、実際。だから、い

かにして元気な人が事前に健診していただき、また体調のいい人も悪い人も、やっぱりこういった制度が

あるということで皆さん健診に行ってもらうという取り組みについて、ぜひいろんな広報を使ったり、ま

た地域とも協力しながら取り組んでいけばいいんじゃないかなというふうにも感じております。 

 では、日野委員、何かあったらお願いします。 

【日野委員】 

 きょうは少し遅れてしまって申しわけありませんでした。また、貴重なデータのお話しありがとうござ

います。 

 私もやっぱり塚田委員と森本委員と同じように食はとても大事だなと思って、結局さっきのデータは健

診の取り組みを向上させるという結論というか目標だったと思うんですけど、やっぱり未病に防ぐために

食を楽しく。行政でひとり暮らしの方とかをどう取り込めるかが焦点になると思うんですけど、お金をな

るべく負担少なく、食べることの楽しみと食べることの大切さ。病気ってやっぱり食べ物、人間の体を形

成するのは食べ物ですので本当に大事なものだと思うし、あとストレスとか、生活習慣病いろいろあると

思いますけど、食を使って。昔よく料理教室とか、いろいろ区役所とかいろんなところでやってたと思う

んですけど、最近余り料理教室のチラシって見ない気がするんですけど、区民センターに料理教室ができ

るような部屋はありましたっけ。なかったですね、多分。もしどこかで可能なら、数百円でつくることの

楽しみ、こんな簡単にバランスとれたものがつくれるんやとか、みんなでわいわい言って食べることの楽

しみ。町会とふれあい喫茶とか昼食サービス、いろんな町会でやってますけど、例えば私がお手伝いして

るところの福祉センターでやってる昼食サービスは、今まで婦人部長たちがつくった手づくりの料理をつ

くってたんですけど、予算とか負担のいろんな問題でお弁当にかわったんですね。味気ないといえばやっ

ぱり味気ない。弁当やったらコンビニとかスーパーでも買えるわという声もあるんですけど、確かに仕出

屋さんでつくったお弁当なのでクオリティはまあまあいいんですけど、でも味気ないといえば味気ないん

です。でも、いろんなことを踏まえたらこれでもいいのかなと思う面もあるんですけど、それはそれで人

とわいわい言いながら食べる楽しみという目標もあるので、それはそれでいいのかなと思うんですけど、

何かつくって、いつもスーパーで買っても、やっぱり年配の方って特に出来合い物を買う人とかすごく多

いし、若い子らもコンビニの出来合い物を買う人らが多いですし、それが悪いというわけじゃないですけ

ど、毎日そればっかりよりも、できたらちょっとつくってちょっと食べてみんなでわいわい言う楽しみを

行政のほうで提供できたら楽しい生活になる、提供になるんじゃないかなと思うんですけど、その辺の取

り組みが何かできていったらいいなと思います。 

【森本議長】 



 

 

 ありがとうございました。 

【坂下課長】 

 今のご意見に関しまして。貴重なご意見どうもありがとうございます。食べることに関心を持ってひと

つ行動を起こすといいますか、健康になるための行動を起こすという意味ですごく貴重なご意見ありがと

うございます。区役所のほうでも、実は保健福祉センター分館でも調理実習といいますか栄養室というの

はございまして、させていただいたりしてます。その中でも今教えていただいたような取り組みをさらに

していきながら、ちょっとでも健康についての関心が深まる、あるいは広まるような形でしていきたいと

思いますので、どうもありがとうございました。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 じゃ、続きまして次に行きたいと思います。議題2都島区地域福祉ビジョン（素案）について事務局か

らご説明のほうお願いいたします。 

【森本課長】 

 保健福祉課長の森本でございます。 

 それでは、私から議題（2）（仮称）都島区地域福祉ビジョン（素案）についてご説明をさせていただき

ます。資料は資料（2）のほうになります。 

 まず一番初めの目次と書いてるペーパーですが、本ビジョンの構成を示しております。全体で5章立て

になっておりまして、まず第1章につきましては本ビジョンの考え方ということで、地域福祉ビジョン策

定の背景でありますとか推進期間といったものを記載しております。第2章につきましては、ビジョン策

定に当たって現在の都島区の地域福祉を取り巻く現状と課題について若干分析、触れております。そうい

ったことを記載しております。第3章ですが、地域福祉の推進にあたっての基本的な考え方ということで、

福祉を推進していくに当たっての大事な視点、人権尊重、住民主体、以降4つの視点についてまとめてお

ります。第4章ですが、以上を踏まえまして具体的に問題解決に向けた取り組みの方向性ということで、

地域における見守り体制の強化、それから地域における相談支援体制の充実、この2点を中心に具体的な

取り組み例を示しながら考え方を記載しております。最後の5章につきましては、全体を通しての基本的

な考え方、方向性について再度まとめているところです。 

 それでは、具体的な内容につきまして1ページ以降説明をさせていただきます。まず、ビジョンのタイ

トルにもあります地域福祉とはということで、地域福祉とは何なのかということをまず整理しております。

地域には、年齢や性別、障がいの有無や出生地などさまざまな特性や背景を持つ人々が住み、それぞれ異

なった世帯構成や生活環境の中で暮らしています。このような多様な人々が暮らし、地域で誰もが自分ら

しく安心して暮らし続けていただくために、全ての人が力を合わせてともに生き、ともに支え合い、みん

なが生活をともに楽しむ地域をつくり上げていこうという考え方です。よく地域共生社会の実現というよ

うなことを言われますが、そういった考え方でございます。 



 

 

 その下が策定の経過ですが、ちょっとここについては詳しく説明させていただきます。まず、大阪市で

は2004年3月に大阪市地域福祉計画というのをつくっております。それを2009年に改訂しまして、2期計画

という形でその後市全体の方向性を定めて取り組みを進めてきているところです。そうした経過の中で、

2012年のことですが、橋下市長が市長になられたときなのですが、新しい市政改革プランというのが策定

されまして、その中でニア・イズ・ベターという考え方が示されました。ニア・イズ・ベターとは、住民

に近いサービスはより住民に近いところで決定するのが望ましいという考え方でございますが、地域福祉

におきましてもそうした考え方にのっとって、これまでの全市一律の取り組みではなく、それぞれの区が

地域の実情や特性に応じて主体的に取り組んでいくということをされました。こうした流れを受けまして、

2012年ですが、このときは大阪市全体の福祉計画改訂の時期に当たってたんですが、そこで大阪市として

は、もう計画をつくるのはやめて大きな方向性を示す大阪市地域福祉推進指針を策定しました。この指針

に基づいて各区で取り組みの計画をつくって取り組んでいきなさいということにされたところです。 

 一方で、最近少子高齢化とかいろいろ社会経済状況が変化する中で福祉課題が一層複雑多様化、また深

刻化しているという状況を受けまして、やはり大阪市としても一定の計画が必要だろうということで、こ

としの3月に大阪市地域福祉基本計画というのをつくっております。これは今年度から3年間の計画という

ことになっておるんですが、この大阪市全体の基本計画の中で、この市の計画と区の計画、それを2つ車

の両輪みたいな形で運用していこうというようなことが書かれておりますので、こうした状況を受けまし

て、このたび都島区でも地域福祉ビジョンをつくっていこうというように考えております。 

 2ページのほうに移りまして、大阪市地域福祉基本計画との関係ということで、今申し上げたような中

身をちょっと表にしてまとめております。市全体の計画というのは全市的に実施する基礎的な取り組みを

示しているもので、一方、区のビジョンにつきましては区民ニーズや地域特性に応じた地域福祉を推進し

ていくというような計画になっております。 

 （3）のところですが、都島区将来ビジョンとの関係ということで、都島区では、区のめざすべき将来

像とその実現に向けた施策展開の方向性などを都島区将来ビジョンとして取りまとめて、区民の皆さんに

お示ししております。このビジョンにつきましてはことし6月、また区を取り巻くいろんな状況の変化に

応じて改訂したところでして、内容につきましては、前回6月の区政会議全体会でもお示ししているとこ

ろです。この都島区の将来ビジョンと本ビジョンとの関係ですが、本ビジョンは都島区将来ビジョンを補

完する、補う立場のもので、都島区将来ビジョンに掲げている地域福祉に関する施策について、より具体

的な方向性を示すものという形で位置づけしております。 

 （4）の本ビジョンの推進期間につきましては、2019年度からの3年間を予定しているということで、来

年の3月までに本計画を確定してまいりたいと考えてます。 

 なお、策定した後ですが、また3年後、国の制度変更とか、また大阪市全体の計画の改訂状況とか、そ

のときの社会情勢の変化などを踏まえて本ビジョンの改訂を行っていきたいと考えてございます。 

 3ページに移りまして、この3ページ以降の第2章では、都島区の地域福祉を取り巻く現状と課題につき



 

 

まして、人口の動態、高齢者、障がい者、こども、生活困窮者という5つの分野ごとに現状と課題をまと

めております。 

 まず、3ページ（1）の人口推移等の状況についてでございますが、下のほうにグラフでもお示ししてま

すが、都島区の人口は1985年ごろから緩やかに増加しております。また、同時に65歳以上の人口に占める

割合、高齢化率ですが、かつて1965年には3.8％だったのが、2015年には23.6％と大幅に高齢化が進んで

いるという状況にあります。 

 また、下のほうの棒グラフですが、区内でも若干地域特性がございまして、例えばゼロから14歳が占め

る割合について見ますと、友渕地域とか高倉地域は多くなってる。一方で、65歳以上の方の占める割合と

いうのは、大東、淀川地域などでは多いというように、区内でも地域ごとに若干の差が見られるというよ

うな状況になってございます。 

 4ページですが、高齢者を取り巻く状況について触れております。今申しましたように都島区でも高齢

化率というのは進んでるんですが、中でも単身世帯の割合が非常に増えているというような状況になって

ます。まだまだ大阪市全体に比べると若干単身の高齢世帯というのは少ないんですが、それでも38.6％と

いうような状況になってございます。また、高齢化に伴ってですが、要介護の認定者数というのも毎年増

加傾向にありまして、直近のデータ、ことしの3月31日現在ですが、要介護認定を受けておられる区民の

方が5,677名というような状況になってます。また、高齢者虐待の状況ですが、こちらにつきましても年

によってばらつきはあるんですが、毎年数十件の通報があり、十数件から20件程度の虐待認定をしてると

いうような状況になってます。 

 それから、単身高齢者の増加に伴ってということなんですが、2017年に実施しました高齢者実態調査に

よりますと、孤立死について聞いてる部分なんですが、特に高齢者の方でおひとり暮らしの方については、

やはり孤立死についてかなり不安を感じていらっしゃるというようなことがデータ上明らかになってご

ざいます。 

 6ページのほうですが、（3）障がいのある方を取り巻く状況についてです。都島区の障がい者手帳所持

者数ということで書かれていますが、身体障がい者手帳、それと知的障がいのある方に交付してます療育

手帳、精神障がい者保健福祉手帳、このいずれも年々増加してるというような状況でございます。また、

一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため医療機関に通院している方を対象とする自立支援医療（精

神通院医療）制度の認定者数についても年々増加してるということで、心の精神の病気を抱えられた方も

増えてるという状況です。 

 あとまた障がい者の方の虐待なんですが、こちらについても年数件程度の通報が寄せられてるという状

況になってございます。 

 また、大阪市障がい者等基礎調査ということで、障がいのある方に対するアンケート調査の結果ですが、

災害時に必要と思うことにつきましては、安全な場所などへの誘導、介助などの支援というのが最も多く

なっております。今年は災害が非常に多いという年になっておりますので、こういった対策も求められる



 

 

ところだと認識しております。 

 7ページですが、こどもを取り巻く状況についてでございます。真ん中あたりですが、児童虐待の通報

件数ですが、こちらも年々増加しております。認定件数については毎年10件程度で推移しておりますが、

通報件数は増えているという状況です。また、都島区では児童福祉法に基づきまして要保護児童対策協議

会を設置して、虐待やネグレクトなどによる保護や支援が必要な児童を早期に発見して、適切な保護・支

援を行うよう努めております。こちらの要対協への登録件数ですが、年度により増減はありますが、こと

しの4月現在で85件の登録があり、引き続きの保護・支援、フォローが必要になっているという状況にご

ざいます。 

 8ページのほうの棒グラフですけれども、こちらは昨年大阪市が実施しました子どもの生活に関する実

態調査の結果の一部の紹介なんですが、保護者の方に、困ったときに相談する相手がいますかということ

を聞いた回答になっておるんですが、経済的に困窮している家庭の方ほど相談できる相手がいないという

数が多くなっております。なかなか生活するだけで精いっぱいで、相談相手がいないというような状況が

かいま見れまして、生活困窮されてる家庭へのフォローが必要というような実態が明らかになっているの

かなと思います。 

 9ページでございます。生活困窮者を取り巻く状況です。こちらでは生活保護の受給世帯数ということ

で書かせていただいております。2015年を底に、16、17とちょっと増加傾向にあったんですが、去年と今

年、4月現在ですが比べますと、ほぼ横ばいということで、伸びが一旦おさまってるという状況にござい

ます。 

 それから、上の文章の中ほど、「また」以降ですが、近年、生活困窮に関する課題は単に経済的な問題

だけではなくて、社会的な孤立などさまざまな課題が複合的に絡み合ってる場合というのがあります。こ

うした課題に対処するため、国のほうでは2015年に生活困窮者自立支援法というのが制定されてるんです

が、大阪市でもこの法律に基づきまして生活困窮者自立支援事業を実施し、区役所のほうに相談窓口を設

置してございます。相談窓口では、相談支援員が多様で複合的な課題を抱える方に対しまして、他制度、

他施策の窓口や地域のネットワーク、関係機関等と連携し、生活保護に至る前の段階での自立に向けた支

援を行っているという状況にございます。 

 10ページから第3章になります。こちらにつきましては、取り組み方針を定める前に推進にあたっての

基本的な考え方について整理をしております。少子高齢化の進展など社会経済情勢の変化とともに人々の

暮らしや働き方、家族のあり方などが多様化しています。そうした中にあって、都島区では次の基本的な

考え方に基づきまして、誰もが地域で自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくりに取り組んでいき

ますということで、（1）、（2）、（3）、（4）とございます。 

 いずれも当たり前といえば当たり前の観点ですが、人権尊重というところでは、特定の人を排除する社

会というのは弱くもろい社会であるという考えのもとに、一人一人の人権が尊重される仕組みを持った、

全ての人がともに生き、ともに暮らすことができる地域を目指していきますとしております。 



 

 

 また、2つ目の視点としては住民主体というのがあるかと思います。地域福祉で最も大切なことは、住

民の皆さんが主体的に地域づくりに参加していただくというようなことで、そのため住民が主体的に生活

しやすい地域づくりにかかわることができる地域をめざしてまいりたいと考えております。 

 それから、3点目が利用者本位というところで、住民一人一人がよりよい生活を送るためには、サービ

スを提供する側の押し付けではない利用者それぞれの生活の仕方や状況に合わせたサービスの提供が必

要になりますということで、行政側のサービスを一律に押し付けるんではなくて、それぞれ受け手の立場

に立ったサービスの提供が必要になるということで、そういった観点に基づきまして、安心してサービス

を利用できるような仕組みづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

 11ページです。4つ目の基本的な視点としましては、社会的援護を要する人々への支援ということで、

地域には社会的な援護を必要としているにもかかわらず、残念ながら社会的に孤立していたり排除されて

いるような人々がいますと。そうした人々に適切なサービスを提供するとともに、地域とのつながりをつ

くり、地域の一員として生活することが可能となるよう積極的な支援をしていく必要があるという視点に

基づいて取り組んでいきます。 

 以上が4つの視点ということになります。 

 12ページから第4章ですが、こちらのほうで、第2章、第3章で掲げました現状と課題、それから基本的

な考え方を踏まえまして、都島区で重点的に進める取り組みの方向性を大きく2つの柱として取りまとめ

ております。 

 まず、12ページ（1）ですが、地域における見守り体制の強化です。近年、地域におけるコミュニティ

の希薄化が進んでいるというふうに言われております。それに伴いましてひとり暮らしの高齢者や障がい

者のいる世帯、子育てに悩みを抱える世帯など、地域での孤立や災害時における要援護者の把握などが課

題となっており、地域における見守りの必要性が一層増していますということで、簡単にいいますとコミ

ュニティの希薄化によりまして従来地域が持っていた地域の見守り力、そういったものが低下してきてい

るという状況にあるのかなと思います。こうした課題の解決に向けまして、これまで地域とのかかわりが

少なかった若い世代やマンション住民なども含めた幅広い人と人がつながり、身近な地域の中での生活課

題の解決や災害時の支援につながる平時からのつながり、支え合い、そうした仕組みづくりに取り組む地

域コミュニティの実現を目指します。都島区では、見守り相談室を設置するとともに、地域の身近な相談

窓口として地域福祉コーディネーターというのを区内9地域に配置し、地域における見守り活動を推進し

ていきたいと考えております。 

 下のほうの四角の枠囲みのところに具体的な取り組み例ということで幾つか掲げております。一番上に

ありますのが地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業ということで、災害時、平時、支援が

必要な方について、同意を得た上で地域の皆さんに名簿をお渡ししまして、町会さん、あるいは地域福祉

コーディネーター、民生さん、そういった方に見守り活動をお願いしているところでございます。 

 それから、2つ目が地域福祉コーディネーターによる地域福祉活動の推進ということで、この地域福祉



 

 

コーディネーターについては区長の裁量経費として、区の独自事業として取り組んでる事業になります。

9地域の方々にお世話になりながら、見守りとか相談活動、そういった充実に努めているところです。 

 それから、下から2つ目にふれあい型食事サービス、ふれあい喫茶、地域子育てサロン等々掲げており

ますが、日ごろから住民の皆さん同士が交流できる居場所づくりというのが非常に大事かなと思っており

ますので、地域活動協議会の補助金も含めた話になりますが、こういった活動の充実にも取り組んでまい

りたいと考えております。 

 13ページのほうに移りまして、取り組みの方向性の2つ目の柱ですが、地域における相談支援体制の充

実ということで掲げてございます。近年の特徴としまして、こどもの貧困、生活困窮、あるいは児童や高

齢者・障がい者への虐待など福祉課題が一層複雑多様化してます。また、特徴としてそれが深刻化してる

というのも昨今の傾向かなと思います。それから、特に一つの世帯でいろんな問題を複合的に抱えている

というようなケースも増えてきております。こうした複合的な課題を抱えたケースでは、既存の制度や単

独の相談支援機関のみの対応では解決に至らないという場合もありますので、施策分野を横断的かつ包括

的に支援できるような総合的な総合支援体制を充実させまして、支援困難事例に的確に対応できる仕組み

の構築に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。 

 一方では、NPOとか事業者など多様な主体による新しいタイプの地域福祉活動も生まれてきております。

こうした多様な主体が協働して取り組んでいけるようなマルチパートナーシップを実現する仕組みづく

りにも取り組んでまいります。 

 それから、相談支援という部分では、やはりこういった相談窓口があるということを知っていただくと

いうことが一番かなと思いますので、相談窓口の広報周知などにも積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 下の四角の枠囲みでは具体的な取り組み例ということで、地域包括支援センターでありますとか認知症

初期集中支援チーム、それから区障がい者基幹相談支援センター、地域福祉コーディネーター、こうした

さまざまな相談窓口、相談機関が有機的な連携を図れるように区としても取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 14ページは用語説明になっております。 

 15ページをごらんいただきたいんですが、先ほど申し上げました複合的な課題を抱えた世帯への支援と

いうことで、イメージ図を掲げております。上のほうの左のほうに複合的な課題を抱えた要援護者という

ところがあるんですが、そういった方から相談を受けた場合に、主たる相談支援機関だけでは解決できな

いという場合もございますので、その場合は他の分野の関係機関、相談機関、あるいは地域の皆さん、各

種コーディネーターさん、それから区役所の職員もそうですし見守り相談室の職員、そういったものがサ

ークルを組んで、その方の課題解決に向けてどういうプランが立てられるかということを検討していくと

いうことを示すイメージ図になっております。 

 また、下のほうの左のほうで、みずから相談できない要援護者というのがあるんですが、やはり自分か



 

 

ら第一歩を踏み出せない、相談に行けないという方がいらっしゃるのも事実ですので、そういった方への

アプローチとしまして、地域福祉コーディネーターとか民生委員・児童委員さんとか、あるいは住民の皆

さんでそういったことを見守り発見していただいて、上に掲げてるような支援のサークル、輪の中に持っ

てくるというようなことを考えております。こうしたイメージで有機的な連携を図りながら各家庭の支援

をしていきたいというふうに考えております。 

 それから16ページ、最後、5章のところですが、これまでのことをもう一回まとめて書いている部分に

なります。ビジョンの実現、推進に向けてというところですが、3行目以降ですが、取り組みの推進に向

けましては、区民の皆さんによる自律的な地域福祉活動の充実が不可欠ですと。やはり行政だけでは限界

がありますので、地域の方々を中心としたきめ細やかな見守りの目とか支援というのが不可欠になってご

ざいます。 

 都島区の現状ですが、都島区ではこれまでも都島区地域振興会、あるいは各連合振興町会の皆さんを中

心に地域活動協議会や地域社協、あるいは民生委員・児童委員、地域福祉コーディネーターなどさまざま

な主体が連携して地域福祉に関する取り組みを展開していただいておりますが、さらに日常生活に密着し

たコミュニティレベルでの取り組みも必要になるということで、よく言われるのが向こう三軒両隣とかい

うようなことで、大阪市では第1層というような言い方もしてますが、より生活に密着した身近なレベル

での取り組みというのも必要になってくるのかなというふうに認識しているところでございます。 

 一方、区レベルで共通した福祉課題に関する課題につきましては、区としましても区社会福祉協議会な

どと連携協働して取り組みを進めるとともに、各地域の皆さんと連携を図りながら各地域の取り組みを支

援していきたいというふうに考えております。当然のことながらですが、区レベルの取り組みを進めるに

当たりましては、いろんな専門分野別の会議を設置しております。高齢、障がい、こども、それぞれの分

野ごとに有識者の方にも入っていただいて分野別の会議をしてますので、そういったところから出てきた

意見や、あるいは区政会議からいただいた意見とかも勘案しながら積極的に区政への反映に努めていきた

いと考えてございます。 

 最後のページ、17ページですが、先ほど15ページでお示ししましたイメージ図が、特定のAさん、Bさん

をどう支援していくかという図ですが、こちらの17ページについてはそれぞれの機関がどういった連携を

とっていくかというようなことをイメージした図になっております。地域レベルでの支援体ということで、

下のほうに書いてますが、地域福祉コーディネーターと地域で福祉活動を支える団体ということで、地活

協でありますとか地域振興会とかいうところと連携しながら、一番底辺の部分での活動をしていただくと。

そこに区の社会福祉協議会とか地域の支援機関が連携しながら支援をするというようなイメージ図にな

っております。 

 また、区レベルでは、先ほども申し上げた話ですが、区に設置しております分野別の専門会議からさま

ざまなご意見をいただくとともに、区政会議にも報告、また逆にご意見もいただきながら大阪市の施策の

ほうにも提言、反映していくというようなイメージで取り組みを進めていきたいと考えております。 



 

 

 以上、ちょっと駆け足になりましたが、説明のほうにつきましては以上で終わらせていただきます。あ

りがとうございます。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。ただいまの説明の中で皆さんご意見、ご質問等があれば挙手のほうお願いい

たします。 

 日野委員、お願いします。 

【日野委員】 

 すみません、ちょっと幾つか質問とご提案があるんですけど、まず生活困窮者というのは生活保護を受

けてる世帯の方だけを指すんですか。あるいは年収幾ら以下の人も含めた生活困窮者ということになる、

働いてるけれども年収は幾ら以下という人たちも入るんですか。 

【森本課長】 

 特に年収というのはないんですけれども、生活困窮者っていろんな捉え方があると思うんですけれども、

保護を受けてるという方もそうでしょうし、ここにあります生活困窮者自立支援法という中では、保護に

至る前の段階でいろんな家庭のご事情があって生活に困ってるというところかなと思います。区役所の窓

口でも、単に経済的なことだけではなくて、住宅の問題とか、あるいは税の問題とか、そういったことの

対応もしておりますので、単純に経済的なことだけということではないというご理解をお願いしたいと思

います。 

【日野委員】 

 わかりました。あとすみません、11ページの4番の社会的に孤立していたり排除されている人々という

この排除というのはどういう意味の排除なんでしょう。ちょっとすみません、全然わからなくて。 

【森本課長】 

 ここにつきましては大阪市の指針の中で書かれてる文言なんですけれども、具体に何を指してるかとい

うのは、間違った答えをしてしまうといけないので、幾つかイメージはあるんですけれども、できました

らちょっと差し控えさせていただきたいと思います。 

【日野委員】 

 私の周りに排除されてるなと感じる人がどこを見てもいないので、どういう人なのかなと思ってちょっ

とすごく気になって、ワードとしてすごく気になったので、ちょっとこれはもしあれだったら確認してい

ただいて、何かちょっと表現変えるとか、もし具体的なあれがあるんだったら知りたいところで、はっき

りしたこと言えなかったらしようがない。 

【森本課長】 

 確かにちょっときつい言葉かなと思いますので。 

【日野委員】 

 周りにどこを見てもいない気がするんですけど、世の中にはどんな人がいるんだろうと思ったんですけ



 

 

ど。 

【森本課長】 

 ご意見ありがとうございます。 

【林田区長】 

 今課長申しましたように確認もいたしまして、主には社会的に孤立してるというところがウエートが高

いかなと思いますけれども、発言も含めてそれはまた確認させていただきたいと思います。 

【森本議長】 

 今、南副議長とも話したけど、都島区にはそういう方はいないと思うんですけど、排除という部分に対

して大阪市の行政がどの人たちを指して言っているのか、また我々の排除と思っている人たちが一致して

るか非常にわからない部分なので、またここも、この場ですぐ即答はできないと思いますので、また次回

の健康・福祉部会のほうでこの件についてご回答をお願いしたいと思います。 

【森本課長】 

 かしこまりました。 

【南副議長】 

 これこそ区内ごとにしてもらったほうがわかりやすい。大阪市全体で、失礼やけどいろんな区があるで

しょうから。その区の方やったらイメージできるでしょうというようなことで、区版といったらあれやけ

ど、わかりやすくしてもらったほうがいいんでしょうね。 

【日野委員】 

 ちょっと重要なワードになってくると思うんですよね、場合によっては。人権も入ってくるだろうし、

とても重要なワードなので。ましてこんなネットで配信されるわけですし、ちょっと肝心だと思います。 

 あと、ご提案というか、何年も前から私思ってることがあるんですけど、私介護の仕事してるんですけ

ど、お年寄りの方ってとても器用で、実はすごく生産力あるんですよ。例えば96歳のおばあちゃん、車椅

子に乗ってトイレ介助の必要なおばあちゃんとかでも、何か一個貼り絵とかやらせたら2時間でも3時間で

もやって、めちゃくちゃうまくめちゃくちゃ几帳面にできる人たちがすごく多いんですね。高齢の方って

おんぶに抱っこで税金すごくかかるし、大変、大変というイメージも強くあるかもしれないんですけど、

実はすごく生産力が本当にあるんですね。例えば、私が前行ってたデイサービスでは、午前中にちぎり絵

とか何か手芸をやってもらって、毎月壁紙を3枚、4枚飾るんですけど、それをこんな大きい紙をみんなで

折り紙ちぎって、絵はスタッフが考えて、その下絵書いたやつにバーッとちぎって貼って貼って、それが

すごくきれいにできたのを張って、来月になったらまた捨てて、それはまた来月のためのをまたつくって

という繰り返しなんですね。つくっては捨て、つくっては捨て、それはそれでいいんですけど、例えば手

つむぎの糸をずっとやったらすばらしいものがずっとつくれはるんです、あの人たち本当に。例えば織り

とかね。小さな織り機とかでも、織りとかをやったらきっとすごいのができるんですね。もちろん指導の

人も要るしちょっと予算も要るんですけど、でもそれって付加価値すごくて、お年寄りがつくってすごく



 

 

几帳面にできた織りの布とか手つむぎの糸って、例えば都島区の特産物として売ることができる。障がい

の方は施設によっては個展とかやって現金に換えてるところもあると思うんですけど、何か合体で年に一

回でも大きな個展とか行政主体で開いて、例えばこういう社協の方とかボランティア協会とかに話を持ち

かけて、いろんなデイサービスとかでそういう取り組みとか、あるいはデイサービスばっかりじゃなくて

も作業所みたいなのがあってもいいと思うんですよね。フルタイムで働くとかそうじゃなくて、一日数時

間ずつでも長期的にやったらすごくすばらしい作品ってできると思うんですね。それを個展で売って現金

に換えれて、あるいはネット販売もできるわけですし、それでおばあちゃんたち個人個人に何か報酬があ

ってもいいでしょうし、施設に報酬があってみんなで分けてもいいわけですし、それは使い道は自由にし

たらいいと思うんですけど、自分たちがまだまだ世の中の役に立って、誰かの喜びにつながって、いろん

な笑顔をつくることができて、おまけに生産できてお金に換えれる、そういうのってすばらしいと思うん

ですよね。仕方なしにやってるというんじゃなく。徳島であるじゃないですか。徳島のどこかの村のおば

あちゃんたちが年収何百万いくような村も。お刺身についてる草木を摘んで年収何百万の売り上げを上げ

るような人たちがどんどんやる気が出るような。そこまでやらんでも、とにかくちょっとずつの取り組み

でできると思うんですね。それできっと都島区の中にも織りできるよという人とか、手つむぎの糸できる

よとかいう方をシルバー人材で雇ったりとかもできると思いますし、何か募集して、誰もいなかったらプ

ロの人の指導とか要るかもしれないですけど、ちょっと予算要る話かもしれないですけど、そこの生み出

せるものって本当に高い付加価値があると思うので、ちょっと区として取り組んでみたらおもしろいんじ

ゃないかなとずっと思っているんです。もしよかったらご検討お願いします。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 江川委員。 

【江川委員】 

 さっき言えなかったので、議題（1）も一つ意見あるんですけど、先に議題（1）から行きます。議題（1）

のがんのやつなんですけど、骨粗しょう症みたいに簡単に移動してできる、ここに持ってきてできるもの

ってあるんですか。がんの検診が。私自身こども食堂を2カ所やってて、そこにこども来ますし、都島区

で2カ所のラウンドテーブルもやってますし、コミュニティスペースも2カ所運営してるので、そういうと

ころに持ってきたら何ぼでも来た人にやってもらえるので、移動できるものがあれば。 

【坂下課長】 

 簡易な検診と。骨粗しょう症。機械があればできるようなものを、人が集まるようなところといったよ

うなご意見ですかね。 

【江川委員】 

 はい。 

【坂下課長】 



 

 

 今、区の中で、これも委託事業として行ってまして、骨粗しょう症検診自体が、機器自体がございませ

んので、すぐにちょっとできるというのはなかなかあれなんですけど、もしかするとどこかで貸していた

だいたり、医療機関と連携することでできるようなこともあるかもわからない。そこはちょっと検討して

考えてみたいというふうに思います。何らかの機会を活用して検診を広めるということですよね。 

【江川委員】 

 そうですね。ビューの少ないフェイスブックとか広報紙に載せても見てない人が多いので、新しい層に

訴求するにはやっぱり違うところに出していかなあかんと思うので、その形になるかなと思って。それは

提案なんですけど。それはそれで機会があればお願いします。 

【坂下課長】 

 そういう貸し出しというか、どこかと連携をとることによってできるかどうか考えたいというふうに思

います。 

【林田区長】 

 今おっしゃっていただいたのは骨粗しょう症の。 

【江川委員】 

 何かこれ見たら簡単にできそうなやつだったので。それみたいにがん検診もできるやつがあれば。 

【林田区長】 

 がんのほうは多分難しいと思います。骨粗しょう症のはどちらかといったらご高齢の方が中心になるの

かなとは思いますけれども、その辺も含めて。 

【江川委員】 

 コミュニティスペースは、一応やってるやつは老人向けのやつもやってるんです。こども食堂だけじゃ

なくて。 

【林田区長】 

 わかりました。 

【坂下課長】 

 今回、検診ではないんですけれども、健康に関心を持っていただくような取り組みとして、今度健康づ

くりのつどいというのがありまして、血管年齢測定という機械をちょっとほかのところから借りまして、

ちょっとでも健康に関心を持っていただくきっかけづくりをしようというようなことで考えてます。その

ほかにも今いただいた骨粗しょう症検診なんか、そういったつながるものですね、また考えていきたいと

思いますので、どうも貴重なご意見ありがとうございます。 

【江川委員】 

 あと（2）のほうなんですけど、12ページの地域の見守り体制の強化のところに、地域とかかわりが少

なかった若い世代やマンション住民なども含めた幅広い人とのつながりがと書いてあるんですけど、さっ

きの人口比率を見てても、若い人も入ってるように見えるんですけど、具体的な取り組みに書いてあるの



 

 

がふれあい喫茶とか子育てサロンとかで、そういうマンションのオートロックに住んでる人とかひとり暮

らしとかで子育てにも関係ない人とかやったら、ここにやったって何の効果もないんちゃうかなと思うん

ですけど、こういうの毎年毎年見るんですけど、こういうのってどれぐらい増えたとか数字を出したりで

きるんですか。 

【森本課長】 

 参加者ですか。 

【江川委員】 

 こういうので増やしていくとかいうので、これをやったことによって本当に増えてるのかという。 

【森本課長】 

 地域活動にかかわる方がどれぐらい増えてる。 

【江川委員】 

 具体的な取り組み、増加させるのにやってる取り組みが、若い世代に届いてるものがないように見える

ので、それでどうやって増えるのかなって。もしもそれがきいてないんやったらまた違うところでやって

いったほうがいいんちゃうかなというのは。毎年こういう同じ文言みたいに見えるので、これがどれぐら

い効果があったというのが、何％増とかでもあれば意味があるかなと思うんですけど。 

【森本課長】 

 ちょっと数字的なものはあれなんですけど、ふれあい喫茶とか食事サービス書いてるのはあくまで例だ

と思うんです。ここで伝えたいのは、地域のいろんな活動ということで、ここにはないんですけれども、

例えば地域の夏祭りとか盆踊りとかもちつき大会とか、こういったものは若い方も来られると思うんです

けど、そういった活動も極論すれば福祉活動でもあり、あるいは防災活動にもつながっていくと。要する

にそういうところに若い人が出てきて、お互い顔を合わせて言葉を交わす関係をつくるというのが地域の

福祉力の向上にもつながるのかなと思ってますので、ここに書いてるのはあくまで例です。そうした上で、

実際、じゃ、どれぐらい増えてるかというのは今すぐお答えはできないんですけれども、考え方としては

そういう考え方をしております。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 じゃ、塚田委員、お願いします。 

【塚田委員】 

 貴重なお話ありがとうございました。現状というのは、やはりこういった内容のことすごくあると思い

ます。地域における見守り体制のことなんですけれども、ポイントとしたら、やはりつながりが少し少な

くなっていくと。お年をとっていく中で、つながっていた人とも疎遠になったりだとか、その後に新しい

人とつながる機会が少なかったりだとかしながら孤立化していったり、孤立化していく中で、高齢になっ

ていくと、先ほど日野委員のお話もありましたが自分の活躍する場所がどんどんなくなっていくんですよ



 

 

ね。仕事をされてた方が仕事を退職したりとかすると活躍する場所もなくなってきて、社会参加の場所が

少なくなっていくと。社会参加の場所も少なくなっていくと、自分が日常生活の中での役割というのも、

家族の中でひとり暮らしになったりだとか家族が出ていったりすると、どんどん役割がなくなっていくん

ですよね。そういったことというのが相まって、ひとり暮らしであったり家族が孤立していったりだとか

そういったことが起きていくのかなというふうに思っているんです。そういったところに見守りというの

はポイントとしてはすごく大きいことだなというふうには思っていて、やっぱりこういったポイントの部

分をクリアしていくと、その人自身が役割を持つと元気になりますし、健康になっていきますし、収入が

得られるともっといいですよね。生活自体が実質的にアップしていきますし。結局病気にならないとか、

高齢の方でいうと認知症が発症するかしないか。1年ずれたら数百万の社会保障費が削減されたりだとか

というのは当然ある話で、やはりそういうことを思うと、こういった日常生活の中でどう役割を持続させ

るかというのが大事なのかなというふうに思うんです。 

 都島というまちの中で、水の都ですよね。水辺でお花を植えるような、そういった機会もありますよね。

桜宮のあそこのところで。ああいった花を植えたりするとか、花壇をたくさんまちの中に例えばつくって、

花壇の横にあずまやをつくったりしながら、そこの花壇をさわるのはその近くの近隣の人たちがちょっと

花を植えるというのを日常的にちょっとできたりだとか、そこに恐らく誰か介入する人が必要だと思うん

ですが、日常の中でその人が身近な場所で役割を担う、それを継続できるというのがすごくいいのかなと

いうふうに思っているんです。そういった意味では、そういったまちの中にいかにベンチをつくったりあ

ずまやができたりだとか、そのところに座りながらちょっと花をさわってみたり、花を植えかえる中で交

流があったりだとか。その中には世代を超えた交流というのが結構あって、自分も今桜宮のまちの中で畑

をやってるんですけれども、その中で、畑の区画はたくさんあるんですけれども、そこには脊髄損傷の方

もいらっしゃいますし、高齢の方もいらっしゃれば、日本語が乏しいような、ちょっと海外の方かなと思

われる方もいらっしゃったりだとか、いろんな方がその区画をそれぞれ借りてるんですよね。その中で集

まってきて、実はそこには保育所のこどもたちも来たりするんですけれども、そういった中で自分自身が

その人たちと話させてもらったりだとか、その話しする中で何か野菜の育て方を教えてもらったりするこ

とも恐らくは役割なんだと思うんですよね。なので、まちの中にそういった役割というのを意識的に持て

るような場所ですね。僕は畑はすごくいいなと思うところはそういうところで、名前も知らないけど、よ

く顔を見るからよくしゃべってるけど、あの人、何か杖ついてるぞとかなってきたら、恐らくそれがつな

がりだと思うんですよね。そういった地域での人と人とのつながりというのが恐らく地域の財産になりま

すし、何か起きたときの、あの人来てないなという一番最初の発見になると思うんですよね。そういった

ことというのは、恐らく病院が発見するよりももっと早い段階で気づけると思いますし、そういった日常

の場所の中にいかにそういう場所を仕掛けとしてつくっていくか。それが大事なのかななんて思うので、

何かあずまやであったり花壇をたくさんつくって花のまちという売り文句の中で、そこを少しさわってい

るのは地域住民で協力してやってるんだよということであったり、あとは畑というのが、今民家で空き家



 

 

になってるところであったり空きスペースというのがもしあるのであれば、そういったところにちょっと

つくってみんなが集まるような、通過するような場所というのをつくっていくと、もう少し違ったつなが

りというのが生まれてくるんじゃないかななんて思うので。そうすると恐らく病気になる人とか、ちょっ

と重篤化していくような人というのがもしかしたら減っていくかもしれないなと。社会保障費自体が削減

されていく可能性もそこにはあるんじゃないかなと思ったりもするので、そうなってくると先行投資みた

いなものかもしれないんですけれども、それが行く行くは区自体のいい巡りになっていく可能性もあるん

じゃないかななんて思ったりしました。 

 以上です。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

【森本課長】 

 大変貴重なご意見ありがとうございます。幾つかポイントがあったとは思うんですけれども、まずつな

がりづくりにつきましては、それは本当に大切なことだと思います。今、大阪市の市政改革プラン（区政

編）というのがあるんですが、その中でもいわゆる人と人とのつながり、きずなづくりというのが一番最

重要のポイントとして上がってきてます。区としましても、いかにコミュニティが希薄化してる中でつな

がりとかきずなをつくっていくかというのを今重点を置いて取り組んでます。また、地域の人がつながる

ことで、先ほども申しましたけど、こういった福祉の充実にもつながりますし、あるいは地域の防犯、防

災、こういった課題にもすごく意義のあることだと思いますので、積極的に取り組んでいかないといけな

いかなと思ってます。 

 あと、高齢者の方の役割づくりですけれども、これも非常に大事なことで、私の実感ですけれども、地

域振興会、町会の活動されてる方って本当に年齢重ねられてもすごく元気です。生き生きと走り回って活

動されてます。これは何かというと、皆さんそれぞれ地域をよくしたいという使命とともに、役割意識を

すごく高く持って活動されてます。そういったことがやっぱり、それこそ1つ目のテーマじゃないですけ

ど健康にもつながり、地域の活性化にもつながるのかなというふうに思ってます。人と人とのつながりづ

くり、それから一人一人が役割を持って活動していただけるような区政、そういったものを進めていきた

いというふうに思ってます。ありがとうございました。 

【日野委員】 

 すみません、私のさっきのことにもご回答いただきたいんですけど。さっきの例えば手つむぎの糸とか

布とかそういうのをやってみたらどうだろうという。地域のデイサービスとかそういう老人がたくさんい

る施設、デイサービスが一番いいと思うんですけど、そういったところで専門の人を一人派遣して手つむ

ぎの糸とか織りとかそういったことをやることで本人の、さっき全部言ったことなんですけど。それに関

してのご回答を何かいただけますか。 

【森本課長】 



 

 

 ちょっと私もことしの4月に都島区に来まして、余り地域事情には通じてないんですけれども、恐らく

地域によってはそういった技術とか技能ある方を講師役みたいな形で、何かそういったサロンの場とか、

それこそ食事サービスとかふれあい喫茶の場でもいいですけれども、そういったことをされてるというの

はないのでしょうか。あと、先ほどのご提案とちょっと離れるかもしれないんですが、今大阪市としまし

ては、例えばシルバー人材センターへの登録とかもそうですし、あるいは介護保険の制度で介護予防ポイ

ント制度というのがありまして、元気な高齢者の方がお困りの方の家庭に行って介護をしたりとか、ある

いは老健施設とかに行ってそういったいろんな講師的なことをすることで1時間当たり何ポイントか差し

上げますと。そのポイントを換金するような形で使っていただけるような介護予防ポイント制度というの

もあるんです。そんなに大した金額にはならないんですけれども、介護の窓口とかでそういったご相談が

あればそういった情報提供はしているところです。 

【日野委員】 

 講師って、教えに行った側にポイントがつくんですか。 

【森本課長】 

 いろんな活動。それは幅広いんですけれども。 

【日野委員】 

 私がさっき申し上げたのは、デイサービスとかに通ってる80歳、90歳の人の世話になってるおじいちゃ

ん、おばあちゃんが、やることなくて張り紙とかいつもやってるけど、実は手先がすごく器用で、持続的

な生産物として、例えば糸。つむぎの糸って高いんですよ。欲しい人からしたらめちゃくちゃ高価なもの

で、それがたとえB級品やとしても、都島区の特産物として例えばできるんじゃないかという。織りとか

ね。物になるわけです。手つむぎの糸が一束、二束とふえていって、座りながらできることやし、指先使

って、認知症の人でもできるんですね。でもその意識というのがすごく大事で、おんぶに抱っこの存在だ

けじゃなく、税金使う存在としてだけじゃなく、家庭の中でも存在位置がだんだん薄れていく人たちのよ

うな扱いを受ける人も多い中で、すばらしい手づくりのものをつくれて、それを周りの人たちのおかげで

個展とかネットで販売したりとか、それで、それを買った人の喜びにつながって、それは行く行く都島区

の特産物にできるんじゃないかと。あるいは都島区に住んだおじいちゃん、おばあちゃんはそんな楽しい

老後を過ごせるという、すごくその人の活性化にもなるし、付加価値は大きいと思いますという話をさせ

ていただいたんですけど。 

【林田区長】 

 今おっしゃっていただいたようなことについて、先ほどもちょっと課長申し上げたように、一つはいろ

んな生きがいの中でそういう仕組みをどうつくっていくかというのがやっぱり一番重要やと思いますの

で、今もある程度、先ほどもおっしゃっていただいたようにボランティアの方であるとか、また作業所で

あるとか、そういう似通った仕組みみたいなのは、部分的にはある部分はあると思いますので、そういう

のをどう組み合わせていって、今おっしゃっていただいたようなところにつなげることができるか。また



 

 

研究もしたいと思いますけれども、行政のほうで何かつくって派遣して予算つけてというよりは、何かそ

ういういろんな仕組みをつなげることができへんのかなというような観点でまた研究も。 

【日野委員】 

 主体は各施設や各デイサービスとかになります。 

【林田区長】 

 そうですね。ということでちょっとまた研究もして。 

【日野委員】 

 提案として行政のほうから働きかけていただけないかなということです。 

【林田区長】 

 どういうような枠組みが考えられるのか、また逆にお知恵もいただきながら考えていきたいと思います。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 では、大森委員、何かございますか。 

【大森委員】 

 今、ビジョンを説明していただいてありがとうございました。すごくしっかりしたビジョンを立ててい

るんだなということがわかりました。その中で思ったのは、ビジョンは立てているんだけれども、実際に

取り組みにつながってないところも、皆さんもご指摘されたとおりあるなとは思います。それに要介護者

の方が相談に行くのではなくて、結局家族の人が担わされてる部分というのはすごく大きいかと思うんで

す。なので、それを家族の問題にしない仕組みなんかがあればいいなと思いましたし、あとほかの方の質

問への回答で、ボランティアとか意識の高い人に頼ってる感じがちょっと感じました。お金が発生しない

ことというのは行政の仕組みからしたらしようがないのかもしれないけど、経済活動につながる助成とか、

NPOを立ち上げるための助成金とか、そういうのをできたらいいなと思いました。やっぱり公共施設のSNS

とかは見る方もすごく少ないかと思いますので、区内の影響力のある方、社協さんとかもそうですし、区

内で活動されている方にぜひフォローしてもらって、拡散して、たくさんいいことを考えてやってはると

思うので、それをもっと広く広報していってもらいたいなと思いました。特に回答は必要ないので、こう

いう意見ということで受けとめてもらえればと思います。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 では、半野委員、何かございましたらお願いします。 

【半野委員】 

 なかなかやっぱりこういう場に出てこないとこういう仕組みというか、本当に知らなかったなというの

がつくづく思ってまして、日ごろ町会であるとかこども会であるとか地域の活動にも参加してたんですけ

どね。こういういろんな行政が行ってる相談活動であるとか、こういうコーディネーターの方がいらっし



 

 

ゃるとかいうことは本当に知らなかったなというのをつくづく思いまして、そんなに地域に興味がなくて

も、なかなかこういう活動があるというのが浸透できてないんやなと思ってまして、それが感想です。き

ょう本当にこれを説明していただいて。身近なところでいうと、自ら相談できない方というのはこういう

仕組みあるんやなというのがここで見てて思ったんですけどね。やっぱりご近所でも、ひとり暮らしの高

齢者の方でも、お家のほうがごみ屋敷みたいになってて、地域でちょっと困ってるなというのがあるんで

すけど、なかなか近隣の住民同士では言いにくかったりとか、こういうところにつなげていきにくかった

りであるとか、多分心ある方は民生委員さんとかにも声はかかってるとは思うんですけど、なかなかその

状況って解決されていない状況がずっと何年も続いていて、結局は地域から疎まれるというか、そういう

高齢者の方も実際にはいておられるんですけど、なかなかやっぱりたくさんいてはる方の中でこういうこ

とって、なかなか解決するまでにも時間がかかるやろうし、きっと何百件ってそういうのが都島区内にあ

るんだろうなというのが想像できていて、結局何が言いたいのかちょっとわからなくなってきたんですけ

れども、なかなか仕組みがあっても進まないことってたくさんあるんやなというのが実感としてあって、

本当に地域のそこに住んでる一員として、自分自身も含めてそしたらどんなことを具体的にしたらそうい

うのが進むのかなというのを、ちょっとお話聞いてて、なかなか自分からこんなことをしたらいいん違う

んかなと、ほかの方に比べてなかなか意見を持ててなかったりとか、本当に一住民として、これから自分

も年とっていって、どんなふうな役割が地域の中であるのかなとか、いろんなところに組織に入っていな

かったら本当に町会ぐらいしか地域とのつながりはないんですけど、こういうお話をいっぱい聞いてて、

自分自身これから年を重ねていって地域とのかかわりであったりとか、自分も高齢者になったときにどう

いうふうなことを発信できていくのかなと、いろいろそういうことを感じました。すみません、そういう

ことです。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 時間も大分押し迫っておりまして、最後に南委員、何かございましたらよろしくお願いします。 

【南副議長】 

 いろいろと聞かせていただきまして、今、半野さん言われたように、そのような方が、一般住民の方が

そのように知りたいなと思うように、私ら町会の者が何か知らせていかなければ。このビジョン見て、す

ごくしっかりつくっていただいてうれしいんですけれども、さて、これをどのように実行していくか。今

言われたように、誰に言うていったらいいか。果たして一町会長としてもわかっておられない方もいてる

んじゃないか。まずこのビジョンということが皆さんにどこまで知れ渡ってるのか。これまた、森本さん

も一緒やけれども、連合と市、町会と市、地振としてもどのように皆さんにわかってもらうか。また民生、

それから地活というのができたんですから、もっともっとみんなで意見を出し合って、またいろんな方の

意見も聞きながら地活としてみんなに知っていただいて、こういうとき、困ったときにはどの方に相談に

行く、例えばこういうときは民生、こういうときは町会というふうに一般の方にもわかってもらえるよう



 

 

な仕組みを行政もつくってほしいし、我々も住民の方に伝えていかなければいけないんじゃないかなと。

そういうことがふれあっていくこと。言われたように、盆踊りなりいろんなことに来てはくれはります。

ただ、新しい人だなと。我々も見て、あの人、余り見たことないねとか。その見たことない人をいかに取

り込むか。また、余りしつこくつきまとうと、また僕が何かで、あの人初めて見た、若い人やなと思って

近づいていくと、また何かさせられると思って離れていかれても困るし、どのように取り組んでいくかと

いうのが、また皆さんの意見を聞いててどうしていけばいいのかなとますます悩みが多くなりました。そ

れが今日の感想です。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 本当さまざまな意見がありまして、先ほど南委員もおっしゃられましたけれども、仕組みは本当にこの

素案は立派やと思います。これが実現できたら本当にすばらしい都島区、そして大阪市になっていくんじ

ゃないかなと思います。またそういった意味でこれから地域の方、またそこに住んでいる人々、そして役

所がともに連携し、協力し、助け合っていかないとなかなか前に進んでいかないんじゃないかなというふ

うに感じました。 

 時間のほうも大分押し迫っておりまして、ご質問、ご意見等はここで終了させていただきます。これで

意見がございませんでしたら、本日予定しておりました議題につきましては終了いたします。皆様のご協

力で議事が円滑に進みましたことをお礼を申し上げまして、終了といたします。 

 事務局のほうお返しいたします。 

【東岡係長】 

 本日は議長を初め各委員の皆様方におかれましては長時間ご議論いただきまして誠にありがとうござ

いました。 

 最後に保健福祉センター長である嶋村副区長から一言ご挨拶させていただきます。 

【嶋村副区長】 

 本日は本当に長時間にわたりましてご議論いただきまして本当にありがとうございます。 

 1点目の生活習慣病予防の取り組みにつきましてご説明させていただきまして、また食育を中心とした

取り組みをしてはどうかというご意見をいただきました。また、地域福祉ビジョンにつきましては、まさ

しく地域のつながりというのができて初めてこういったビジョンというのが実現するところが非常に大

きいところがございます。今お話しさせていただきました仕組みというのは今既にあるんですけれども、

そのつながりという面でいくとなかなかやっぱりできてない部分があるので、その部分を中心にやっぱり

進めていく部分がございますので、引き続き地域の皆様のご意見をいただきながら地域福祉計画は進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

【東岡係長】 



 

 

 これをもちまして平成30年度第1回健康・福祉部会を終了させていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 


