
 

 

平成30年度 第2回 都島区区政会議 会議録 

 

1 日時 平成30年11月1日（木）午後7時～午後8時50分 

 

2 場所 都島区役所 3階会議室 

 

3 出席者 

（区政会議委員） 

東谷委員・田中委員・南委員・小田切委員・吉川委員・森本委員・江川委員・日野委員・大森委員・

岡委員・半野委員・阪本委員・寺川委員 

（市会議員） 

八尾議員・井戸議員・荒木議員・花谷議員 

（都島区役所） 

林田区長・嶋村副区長・六車総務課長・西岡政策企画担当課長・金森まちづくり推進課長 

松井防災地域活性担当課長・小林窓口サービス課長・森本保健福祉課長・三井こども教育担当課長 

坂下健康推進担当課長・谷川生活支援担当課長 

 

4 議題 

(1) 各専門部会からの報告 

(2) 31 年度事業の方向性について 

(3) その他 

 

5  会議次第 

(1) 開会（林田区長挨拶） 

(2) 議事 

 

【六車課長】 

 それでは、定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。 

 本日は、委員の皆様には大変お忙しい中ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 これより平成30年度第2回区政会議を始めてまいりたいと思います。 

 私、本日の進行を担当させていただきます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、区長の林田よりご挨拶を申し上げます。 

【林田区長】 

 皆様、こんばんは。 

 本日、今年度第2回目の区政会議ということでお集まりいただきましてありがとうございます。 
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 本日につきましては、来年度についての方向性のご議論、そして健康・福祉部会、また教育部会でもいろい

ろご議論いただきましたことをご報告いただきまして、特に健康・福祉部会でいえば地域福祉のビジョンの素

案というのを今回お示しさせていただきますので、それについてのご議論やら、また教育にかかわりましては

来年度に向けて学力向上などに重点的にやはり取り組みたいというふうに考えておりますので、そういったと

ころをご議論いただければというふうに思っております。 

 それと、特に今回この間の災害の関係で、やはり防災ということでは非常に重要な課題ということを改めて

認識をしてるところでございますし、また地域で避難所を開設いただいたということも非常に心強く、課題も

また一方でいろいろ今後議論していく必要があろうかというふうに思いますので、本日委員の皆様方の忌憚の

ないご意見いただきたいというふうに思っております。よろしくお願い申し上げます。 

【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、委員の皆様には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、事務局のほ

うで会議の様子を録音、撮影をさせていただいておりますこと、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。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、資料の確認をいたします。まず、本日の座席表を机上に置かせていただいております。次に、

本日の会議資料でございますが、資料1から4までが一つにまとまっております。資料ごとにご確認をお願いい

たします。まず、表紙が本日の次第となっております。めくっていただきまして1ページ目から2ページ目が右

肩に資料1と振っております「各専門部会からの報告」、資料の3ページから6ページまでが右肩に資料2と振って

おります「31年度事業の方向性について」、資料の7ページから9ページまでが右肩に資料2（参考）と振ってお

ります「30年度予算事業一覧」、10ページ目が右肩に資料3と振っております「前回区政会議の議論から～アッ

プデート」、11ページから12ページ目が右肩に資料4と振っておりますその他の資料となっております。続きま

して、参考資料でございますが、別冊でございます右肩に参考資料1と振っております「（仮称）都島区地域福

祉ビジョン（素案）」の資料となっております。右肩に参考資料2と振っております「数字で見る都島」。次に、

本日の追加資料でございます。右肩に参考資料3と振っております「平成29年度都島区区政運営についての評価」

の資料となっております。 

 最後に、お手元のほうにお配りさせていただいております封筒の中に都島区政会議に関するアンケートが入

っております。会議運営等について委員の皆様よりご意見をいただきたいと存じておりますので、まことにお

手数ではございますが、今月中に封筒に同封の返信用封筒でご返送をよろしくお願いいたします。 

 以上が本日の資料となります。そろっておりますでしょうか。お持ちでない方はお配りいたしますので、挙

手をよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 なお、辻上副議長におかれましては遅れてご出席をされるとの連絡をいただいております。また、玉川委員、

栗田委員、田矢委員、塚田委員におかれましては本日ご欠席をされる旨のご連絡をいただいております。ご報

告させていただきます。 

 続きまして、本日出席の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。 
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 大阪市会より井戸議員でございます。 

 大阪市会より荒木議員でございます。 

 大阪府議会より花谷議員でございます。 

 それでは、以降、森本議長に議事運営をお願いいたします。よろしくお願いします。 

【森本議長】 

 皆さん、こんばんは。お疲れさまです。 

 それでは、議題に入っていきたいと思います。 

 まず、議題（1）各専門部会からの報告ということで、初めに健康・福祉部会からは部会議長の私のほうから

ご報告させていただきます。 

 それでは、健康・福祉部会の議長である私から部会の報告をします。資料1をごらんください。 

 30年度第1回目は10月3日に開催し、生活習慣病予防について、また都島区地域福祉ビジョンの素案について

報告を受け、意見交換を行いました。 

 議題1では、高齢化時代で平均寿命が延びる中、健康寿命を延ばすことが大切であること、生活習慣病が平均

寿命と健康寿命に深く関係し、死因や、介護が必要となる病気となっていること、それらを予防、早期発見す

るがん検診、特定健診の現状と、受診率の向上のための取り組みについて事務局から説明され、意見交換を行

いました。 

 主なご意見としては、制度や取り組みを広く周知し、地域と協力して取り組むこと、健康な方への受診率を

上げるのは難しく、食という観点から楽しく生活習慣病予防に取り組める機会を設けてみてはというご意見も

ございました。移動可能な測定機械で、人の集まる場所で検診を実施してはどうかといったご意見もございま

した。 

 ほか、皆さんいろいろ活発なご意見がございまして、皆さんの意見交流の場として部会がしっかりと活動さ

れたのではないかなというふうに感じております。 

 続きまして、議題2では、都島区地域福祉ビジョンの策定について事務局から説明があり、意見交換を行いま

した。事務局からの説明の概略について報告いたします。まず、本ビジョン策定の背景ですが、近年、少子高

齢化や核家族化の急速な進展、また子どもの貧困や、児童や高齢者、障害者への虐待など福祉課題は一層複雑、

多様、深刻化をしております。また、最近の傾向として世帯で複数の課題を複合的に抱えているケース、例え

ば要介護高齢者と精神障害がある子、知的障害がある孫が同居している世帯などふえており、既存の対応や支

援では解決に至らないという事例も生じております。 

 こうした状況の中、都島区において区民ニーズや地域特性に応じた地域福祉をさらに推進していくための中

心的な計画として本ビジョンを策定するということです。内容につきましては、都島区における高齢者や障害

者、子どもなどを取り巻く現状と課題を示すとともに、これらの課題の解決に向けて地域における見守り体制

の強化や、地域における相談支援体制の充実などに取り組んでいくということが検討されました。 

 委員の皆さんから出された主な意見としては、年齢を重ねるにつれて人とのつながりが疎遠になり、孤立化

していくことを防ぐためには、社会的な役割を持ってもらい、社会参加を促していくような取り組みが重要で

ある。マンション世帯など若い世代にも取り組みが伝わるよう、訴求効果のある取り組みや広報を展開するこ
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とが重要ではないか。困ったときにどこへ相談に行けばよいのかが区民にわかってもらえるような仕組みを行

政にはつくってもらいたいし、地域活動を担う我々も住民に伝えていかなければいけないといったご意見がご

ざいました。 

 私としましても、この素案に書かれた仕組みは立派だと思いますし、これが実現できたら本当にすばらしい

都島区になっていくかと思っています。そういう意味からも、これからの地域、区民、行政が連携協力し合っ

て、いかにこのビジョンを実行していくかが重要だと感じました。 

 また、こういった部分で各9地域がしっかりと横の連携を保ちながら、また都島区と地域が一体となってさま

ざまな問題に取り組んで、また、わからないことも議員の皆さんにも一緒になって考えていただいて、行政の

ほうにも反映していただきたいなと思っております。 

 以上、健康・福祉部会の報告とさせていただきます。 

 続きまして、先ほど私のほうから部会のほうのまとめました意見を報告させていただきました。この内容に

つきましてご質問、ご意見等がございませんでしょうか。ございましたら挙手のほうをよろしくお願いいたし

ます。 

 では、こちらからちょっと当てさせていただきます。岡委員、今の内容で何かございますでしょうか。 

【岡委員】 

 いえ、問題ございません。 

【森本議長】 

 では、南委員、ございませんか。ありませんか。 

 では、引き続き教育部会のほうの説明に入っていきたいと思いますので、田中委員、よろしくお願いいたし

ます。 

【田中委員】 

 それでは、教育部会の議長であります私のほうより部会の報告をさせていただきます。資料1の2ページをご

らんください。 

 第1回教育部会は10月10日に開催いたしました。第1回は、まず平成30年度の区教育関連事業の進捗状況等に

ついて区役所より報告を受け、その後、平成31年度の事業の方向性について議論いたしました。特にグローバ

ル人材育成事業については、事業の魅力向上や周知方法の改善など、参加者増加に向けての課題や解決策につ

いて議論いたしました。また、子どもの貧困対策については、保護者や地域のかかわり方なども含めてさまざ

まなご意見をいただきました。 

 その他としまして、中高連携ということを掲げてる中で、区内の中学校、高等学校との連携に関する報告も

いただきました。学校同士、それから保護者同士もつながり始めてると感じました。 

 私として、教育部会にご参加いただいた皆様には保護者、地域の視点から区の施策に対する現実的なご意見

をいただくことができたと思っております。教育に関しましては長期的な展望のもと中期的に、そして今何が

できるか、何をすべきかを深く思慮した上で、実施前におきましてはより一層の周知に力を入れていただいて、

広く保護者も含め子どもたちが聞いてないよというような環境にならないようさらに進めていただければなと

感じております。 
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 そして、区の教育行政におかれましては、子どもたちの環境が乱れない教育体制、あわせて地域づくりがで

きるよう、そして子どもたち自身が未来に期待できるものにするべく、今後とも我々の意見が区はもとより大

阪市へも生かされますようぜひお願いしたいと思っております。 

 それでは、事務局のほうから補足等ございましたらご説明よろしくお願いします。 

【三井課長】 

 こども教育担当の三井でございます。 

 私から、第1回教育部会でのご説明、いただきましたご意見等について主なものを紹介させていただきたいと

思います。失礼して座らせていただきます。 

 まず、30年度事業の進捗状況についてですけれども、小学生向け英語体験、中学生向けの英対話講座、ウェ

ブ交流を行いますグローバル人材育成事業につきまして、参加人数が小学生向けは定員80名に対し30名、中学

生向けは定員50名に対し12名で、参加者の反応としまして、ゲーム形式などの工夫をして参加者が楽しみなが

ら学んでいる様子などをご説明いたしました。ご意見としては、よい事業だと思うが、参加者が少ない。親が

知らない場合もある。広報の仕方を考えては。また、子どもにとって区役所は行きにくい場所ではといったご

意見をいただきました。今年度、小学生向けの英語体験講座を12月15日に行いますので、これまでもお願いし

ておりました学校経由での児童への配付に加えまして、PTA、子ども食堂などのご協力による配布、SNS配信な

ど広く広報してまいります。 

 31年度事業の方向性につきましては、今年度事業の課題を踏まえての改善策、大阪市の重点取り組みである

子どもの貧困対策等についてご意見をいただきました。部会報告資料にもございますとおり、グローバル人材

育成事業につきましては、子どもたちが参加しやすいよう、場所を学校としては。土曜日ではなく放課後にし

てはどうかなどのご意見をいただきました。ご意見を受けまして、来年度につきましては各学校と調整してま

いりたいと考えております。 

 また、子どもの貧困対策につきまして、資料2の6ページにも掲載しておりますけれども、平成28年度に大阪

府・市で実施いたしました実態調査の結果をもとに都島区の現状をお示しし、対応策として生活や学習状況の

厳しい地域に特化した支援策をご説明いたしました。ご意見といたしましては、子どもの将来に期待していな

い保護者が多いという結果がわびしい。ある点に絞って深く取り組むべきところは深く取り組むべきといった

ご意見をいただきました。 

 以上、教育部会からのご報告の補足とさせていただきます。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。 

 ただいまの教育部会の説明の中でご質問、ご意見等ございませんでしょうか。ただいま教育部会と健康・福

祉部会の報告がございまして、何か感じたこと、活発な意見をいただきたいんですけれども。 

 では、小田切委員、何かございませんでしょうか。 

【小田切委員】 

 ちょっとまとまってないので。 

【森本議長】 
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 じゃ、最後その他の部分もございますので、全体評価ということでご意見いただいても結構です。ありがと

うございました。 

 では、続きまして議題（2）のほうに行きたいと思います。31年度事業の方向性についてということで、事務

局にご説明をお願いいたします。 

【林田区長】 

 それでは、まず3ページのところの31年度事業の方向性について基本的な考え方、この部分を私のほうからご

説明させていただきまして、個々の次ページからの内容につきましてはまた担当課長のほうから詳しくご説明

をさせていただきたいというふうに思っております。 

 まず、3ページの31年度事業の方向性についてということですけれども、基本的には今までの取り組みを進化、

充実させていきたいというふうに考えております。この真ん中の三角印のところですけれども、安心のまち、

人がつながるまち、明日に誇れるまちと、この基本を踏まえていきたいというふうに思っております。安心の

まちにつきましては区政の土台でございまして、防災でありますとか防犯ということが中心になってまいりま

す。そして、真ん中の人がつながるまち、これは区政の中心の取り組みでございまして、地域活動であります

とか、また健康・福祉の取り組みといったことが含まれてまいります。そして、一番上の明日に誇れるまち、

これは区政の目標といいますかそういうところでございまして、まちの活性化、また教育の取り組みといった

ことを示しております。 

 この基本に沿いまして、一番上の基本的な考え方の3つのチョボがございますけれども、一つ目が区民の安

全・安心、これを守ります防災・防犯を礎に取り組んでまいります。そして、地域活動協議会、まちづくり協

議会を中心としたコミュニティ活性化。もちろん地域活動協議会の中心として町会があるということで、その

取り組みを強化していきたいというふうに思っております。 

 そして、2つ目が地域の見守りなど健康・福祉の充実、また子育て・教育環境の充実など、現役世代の活力を

生み出すということも重点的に進めてまいりたいと思います。 

 3つ目が、水と緑の豊かな都島区の魅力の発信、また質の高い行財政運営ということも取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 後半の下の3つ並んでおりますところの一番左の安全・安心のまちづくりですけれども、地域が実施いただい

ております防災訓練など自主防災活動の支援や、事業所、また施設との連携を初めとした地域全体の防災力向

上に取り組んでまいります。特に冒頭申し上げましたように今回の地震、また台風といった中でこの防災訓練

の重要性を改めて感じましたし、また避難所の開設運営についても非常に重要であるということを再認識した

ところでございます。また、日常的な子どもの見守りということでの防犯カメラの設置でありますとか、また

喫煙、自転車マナーの向上などの取り組みも継続してまいります。 

 真ん中の人と人がつながり助け合うまちづくりということにつきましては、地域活動協議会を軸とするコミ

ュニティの活性化ということで、地域のつながりづくり、また幅広い区民のまちづくり参加に取り組んでまい

ります。また後でご説明をさせていただきますけれども、町会加入ということでの紹介チラシなど、これもつ

くってきております。さらに活用を進めたいというふうに考えております。また、区地域福祉ビジョンという

ことを今回お示ししております。地域福祉の推進を進めてまいりたいと考えております。 
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 それと、右側の明日に誇れるまちづくりということでは、子どものスポーツ・遊び場などの環境づくり、ま

た蕪村などの歴史・文化資源を生かした魅力発信を進めてまいりたいというふうに考えております。また、教

育部分でいいますと小学生の放課後学習支援といった学力向上の取り組み、またグローバル化時代に必要なコ

ミュニケーション能力の育成などの人材育成の取り組み、これも引き続き進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

 それと、一番下にあります区役所力の強化ということで、窓口サービスの向上でありますとか、人に優しい

庁舎づくり、情報発信の強化を進めてまいるとともに、市政改革プラン2.0に基づきまして、さまざまな取り組

みについてPDCAサイクルの徹底に取り組みたいというふうに考えております。 

 今申し上げました基本的な方向性に基づきまして、具体の取り組みについて引き続き担当のほうからご説明

をさせていただきたいと思います。 

【西岡課長】 

 政策企画担当課長の西岡です。失礼ですが、座って説明をさせていただきます。 

 それでは、資料の4ページをごらんください。 

 ここでは先ほど区長からご説明させていただきました31年度事業の大きな方向性のもとに、3つの柱ごとに来

年度、区役所が特に力を入れたいと考えておりますものを絞ってご説明をさせていただきます。 

 まず、安全・安心のまちづくりですが、防災のまちづくりの取り組みについて、左側の現状・課題ですが、

これまで区民等の防災意識の向上や自主防災活動を支援する取り組みとして、地域との合同防災訓練、避難所

開設訓練などを毎年積み重ねてきました。また、30年度には区内医療機関と連携し、応急的な治療に必要な医

薬品を整備するなど、災害時における医療救護体制の強化に取り組んでおります。 

 一方、30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震や、9月4日の台風21号等の被災により生じた職員の初動体

制や、高齢者など要支援者の安否確認等の課題について、現在、市全体でその対応策の検討を進めております。

当区においても、今後の市の対応方針を踏まえた取り組みを進めるとともに、区民、事業者が自助・共助の役

割を理解し、災害時の避難行動や日ごろの備えができるよう、防災・減災意識の向上を図っていく必要があり

ます。 

 そこで、右側の31年度の取り組み案でございますが、地域防災力の向上を推進するため、区民等の自助・共

助の役割意識の向上を図っていくとともに、防災訓練の支援など、自主防災組織の機能強化に取り組んでまい

ります。事業の方向性としましては、1つは、今回の地震や台風による災害を踏まえ、区民等が日ごろから防災

意識を持ち、災害時に避難行動ができるよう効果的な啓発活動を実施するとともに、避難所の受け入れ時に必

要となる救助資機材を各避難所へ配備していきます。もう一つは、昨年度に引き続き地域主体の防災訓練など

自主防災活動への支援や、津波避難ビルや防災協定の締結など、民間企業等との協力体制を推進してまいりま

す。 

 なお、資料の左下には大阪府北部地震、台風21号による主な被害を掲載しております。幸いにも区内では人

的被害はなかったもの、写真のとおり壁の崩落や倒木など物的被害のほうはかなりあったと聞いております。

右下には、自助・共助・公助の三位一体の取り組みを進めることで防災・減災につながることをお示ししてお

ります。 
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 次に、人と人がつながり助け合うまちづくりですが、資料の5ページをごらんください。 

 コミュニティ豊かなまちづくりの取り組みについて、左側の現状・課題ですが、住民に身近な校区単位で活

動する地域活動協議会の活動を支援するとともに、人と人が出会う機会の創出に取り組むなど、地域コミュニ

ティの活性化に取り組んできました。一方、各地域では防災訓練や見守り活動など幅広い活動に取り組まれて

いるが、担い手、参加者が固定化の傾向にあるなど、活動の土壌となる人のつながりの意識が若干低い状況に

あります。また、地域活動への関心は低く、地域活動への理解を広げていく必要がございます。 

 そこで、右側の31年度の取り組み案でございますが、人のつながりづくり、豊かなコミュニティづくりに向

けた取り組みを進めてまいります。事業の方向性としましては、1つは、人のつながりづくりとして、区民まつ

りなど交流の場の提供、イベントや地域活動などの情報発信を。もう一つは、地域活動協議会への支援として、

まちづくりセンターと連携した活動への支援と財政的支援を行ってまいります。さらに、地域活動の啓発とし

て、地域活動協議会の紹介チラシを作成し、区内転入者への配付や、不動産事業者の店舗での配布を行ってま

いります。 

 なお、資料の左下には、身近な地域でのつながりに関して肯定的に感じている区民の割合、また地域活動協

議会を知っている区民の割合の推移をグラフで、また右下には地域活動情報の紹介チラシをお示ししておりま

す。 

 次に、明日に誇れるまちづくりですが、資料の6ページをごらんください。 

 未来の都島を担う人材育成、小学生の放課後学習支援の取り組みについて、左側の現状・課題ですが、調査

結果からは、区全体では市平均よりおおむね良好、地域（小学校区）による差が大きいということが明らかで

あり、生活や学習状況の厳しい地域に特化した支援策が必要。特に学習面での機会に差があると感じている保

護者が多いというふうに認識をしております。 

 そこで、右側の31年度の取り組み案ですが、都島区内では地域（小学校区）によって差が大きいことから、

生活や学習状況の厳しい地域に特化した支援策を実施してまいります。具体的には、学習習慣の定着していな

い児童等を対象に、小学校の放課後に民間事業者による学習支援を行ってまいります。事業の方向性としまし

ては、1つは、小学生学習支援事業との補完・相乗効果を見込み、従来からの都島区学力向上支援サポート事業

も拡充してまいります。もう一つは、グローバル化時代に必要なコミュニケーション能力の育成を図るため、

グローバル人材育成事業を、また学校、保護者、関係機関が強力に連携協力して不登校等の子ども問題を解決

するため、スクールソーシャルワーカーによる子ども相談事業を継続実施してまいります。 

 なお、資料の下のほうには小学生の放課後学習支援事業イメージ図をお示ししております。 

 以上、3つの柱ごとに、来年度、区役所が特に力を入れたいと考えておりますものに絞ってご説明をさせてい

ただきました。 

 なお、現在の区役所の施策の全体像につきましては、資料の7ページから9ページにかけて、30年度予算事業

一覧をご用意しております。本日は時間の関係上ご説明は省略をさせていただきますが、委員の皆様方におか

れましては、先ほど区長のほうからご説明さしあげました31年度の事業の方向性、そして3つの取り組みに対す

るご意見、あるいはこれ以外の施策全般につきましてもご意見をいただけましたらと存じます。どうぞよろし

くお願いします。 
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【森本議長】 

 ありがとうございました。議題（2）の31年度事業の方向性についてということで今説明がございまして、こ

れに対してご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 じゃ、日野さん、よろしくお願いします。 

【日野委員】 

 こんばんは。 

 防災のことなんですけど、この間、避難所、全ての小学校を避難所にしたというのはすごくよかったと思う

んですけど、地域の人からちょっとご意見がありまして、いつもパトロールの小さいパトカーみたいなので、

ひったくりに気をつけようみたいな車がよく走ってるんですけど、青パト、あれはどこから出てる車かちょっ

と私存じ上げないんですけど、あの車で地域の小学校とかで避難所やってるから不安な人は来てくださいと回

ってくれたらもっとわかりやすいのにというお声があったので、ちょっとお伝えしようかなと思って。もし可

能ならそうしていただければ。 

【松井課長】 

 防災を担当してます松井です。 

 今、日野委員からのご意見ですけれども、基本的に青色防犯パトロールということで警察車の、上が青色で

チカチカ光ってるようなものなんですけど、それは区役所で今所有をしております。ふだんは地域の見守りと

いうことで、午前、午後に分けてそれぞれ南北地域を、区内一円を基本的には防犯の観点で巡回をさせていた

だいてます。今おっしゃっていただいたようにこの前の台風24号のときの避難所開設のときなんですけれども、

その方には届いてなかったかもしれないですが、うちで所有する青パトで避難所を開設するという、広報を実

は回らせていただいてたんです。できるだけ避難所を開設されてるということが、普通のスマートフォンとか

ホームページを見れる方なんかは情報をとりに行けるんですけど、そういったものを知らない方についてはや

はり広報でということで、うちで所有してる青パト防犯パトロールであったりとか、近隣でいいますと消防署

さんとのご協力なんかもいただきまして避難所を開設してるというのは実は回らせていただいてたんです。な

ので、きょうちょっといただいたご意見踏まえまして、そこが届いてなかったということに対して、また我々

もいろんな形で発信できるような形でまた努めてまいりたいと思いますので、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。 

 ほかございませんでしょうか。 

 寺川委員、何かございませんでしょうか。 

【寺川委員】 

 メーンになります31年度の事業ということなんですけれども、例えば明日に誇れるまちづくりの中の子ども

のグローバル人材育成事業というのは目玉の1つなんだというふうに僕なんかは思うんですけれども、この間の

議論の中では、かなり進めてるんだけれども、きょうの報告もありましたが、なかなか参加率もよくないとい

う状況の中で、目玉をどううまく機能させるかということだと思うんですね。総じて、これビジョンなので余
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り深くは書かない部分かもしれないんですが、そこに見える化していくというか、こうするんだなということ

をイメージしやすいメッセージというのを出していったほうがより区民の皆さんもわかりやすくなるかなと。

方向性がもう一歩先に踏み込めるようなメッセージ性があったほうがいいんじゃないかなと思いました。 

 と同時に、例えばですが外国人のインバウンドとか、今どういう状況になってるかということがちょっとこ

の中では示されていないんですが、大阪市の中でもそういう観光の問題、都島区はどういうふうになっていく

のかということも当然出てきますし、これはちょっと逆に伺いたいんですけれども、今どれぐらいのインバウ

ンドの状況が都島区の中では必要とされてるのか、もしくはそんなに問題じゃないのか、どうしていきたいの

かということは当然必要になってくるんだろうなと思うんですが、例えばそういうときに外国の方と接する場

面もあるわけですから、例えばそういうところで教育の中の1つのアクティブラーニングの1つとしてかかわっ

ていくとか、もう少し、これがいいという話じゃなくて、わかりやすいメッセージというものがあったほうが

いいのかなというふうに感じました。例えば、その意味で学校に関しても、地域によって格差があるというこ

とも1つ出てますので、そこで目標となる人とかスポーツとか、それから文化であるとか、どこかの企業の社長

さんであるとか、そういうところにつなげていくようなシステムをつくりますとか、何かそういう目指すもの

があったほうがいいのではないかなと思いました。 

 それともう一つは、コミュニティづくりに関しても、一定書かれてることは正しいし、こういうことが進め

ばいいなと思うんですが、ここも今言った話と一緒で、やはり地活協に関してもこの間この会議でもかなり出

てたと思うんですけど、なかなか機能しにくいといいますか、どうしてもどうなっていくのかということに不

安になられてる地活協の方々も多いという中で、じゃ、もう一歩進んで何をするか、区民の方々にもどうやっ

て知っていただくかということも当然出てきますので、その点も見える化していくわかりやすいメッセージ性

というものがあったほうがいいのかな。同時にNPOのインキュベートとかそういう支援をする、地活協の方々の

負担を軽減したりとか、もっと地域に暮らす人とか、区民だけではなくてここに訪れる方も含めていろんな多

様な方々が参加できる仕組みということでコミュニティというものをもう少し幅広く見ていくということも今

後必要じゃないかなというふうに感じた次第です。おおむねはこういう形でビジョンとしてはいいのかなと思

いました。 

 以上です。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 先ほどご意見がございましたとおり、地域活動協議会という部分で広報の新聞等でもいろいろ宣伝を行って

いただいておりますけれども、やはり地域活動協議会とは一体何ぞやと。また、地域振興会、町会とは一体何

ぞやと。そういった部分を本当に今各9地域そろって宣伝をやっております。また、その活動の内容も、そろそ

ろ町会に入っている方も、また町会に入られてない方も、そういった地域活動協議会は地域住民皆対象でござ

いますので、地域地域における行事にどんどん参加をしていっていただいて、これから地域コミュニティの形

成というものをつくっていくということも本当にこれからは必要ではないかなと。宣伝という部分じゃなしに

活動という部分にこれから移行していけたらいいんじゃないかなというふうに。我々地域としても非常に悩み

の種の部分でございますけれども、これからは活動ということをテーマに皆さんにどんどん参加していただく
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という方向性に持っていけたらいいんじゃないかなというふうに考えております。 

 では、ほかご意見ございませんでしょうか。地域のこと今出たので、吉川さん、何かございませんか。何か

一言お願いします。よろしいですか。 

 では、江川さん、よろしくお願いします。 

【江川委員】 

 私、子ども食堂を3カ所やってるんですけど、それとあと無料のコミュニティスペースもやってるんですけど、

そこで今中学生とかクラブできないとかもあるので、これ小学生と書いてるんですけど、宿題カフェみたいな

ことをやってくれという要望すごくあるので、そういうのをまたこれから校外学習というか、毎日の勉強の習

慣をつけるためにやっていこうかなと思ってるんですけど、この学習支援事業というのは今までやってたよう

な学校でやるやつの延長なので、そこにしか今お金がおりないという形の話。それが入札か何かはわからない

ですけど。民間事業者というか、地区ごとに今リタイアして、もともと先生やったとかで勉強見れる人とかが

おって、そういうので例えば宿題を見るようなところをやるというのにそういうお金を落とすというのは難し

い話になるんですかね。 

【三井課長】 

 こども教育担当の三井でございます。 

 今ここで書いておりますのは、小学校の放課後で民間事業者を入れてというふうな想定ではございますけれ

ども、例えば子ども食堂、今3カ所とかコミュニティスペースでやっていただいてますけれども、ほかの地域で

も子ども食堂だったり寺子屋的な学習支援、それが地域の方だったりそういった方にサポートしていただくと

いう形ももちろん大事かなというふうには認識しております。その点につきましては、来年度に向けて具体は

まだ設計できてないんですけれども、今後そういった取り組み、ほかの区でも取り組んでおりますけれども、

そういったことも研究しながら進めていければなというふうに考えておりますので、またいろいろとアドバイ

スいただければというふうに思います。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す。 

 では、田中委員、何かございますでしょうか。お願いします。 

【田中委員】 

 今、教育部会でも申したことですけれども、今言う例えば地域の方が学校に絡めないかといった場合に、今

各学校には学校協議会という形で、どちらかといえば学校を評価するような組織が大阪市では進んでるような

形だと思ってます。文科省が推奨するようなコミュニティスクール、こういった形の学校運営協議会という形

で、各地域の長であったりとか学校長だけが協議会に参加するんではなくて、一職員であったり地域の人が子

どもらのために来年度どういったイベント事、事業を起こしていけるかといったような話し合いのできる場を、

学校協議会をなくせというのではないですけれども、そういった場を生かして、より多くの人が絡めるような

形をとることによって地域とのコミュニティも深まっていくんじゃないかなというふうに最近、ものすごく感

じております。あくまでも学校協議会、私も何度か参加はさせてもらいましたが、学校自身が目標を持って、

それに対しての学校側での評価に対してどうですかと言ってるようなことがメーンとなって、本来、子どもら
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が学校に行ってる以上は、子どもらにとってどういう教育の場として成り立ってるのか、地域も含めてかかわ

れる人をより多くしていくことが非常に大事なことではないかなというふうに思っております。ぜひそういっ

た事業に対しても、市の動きという部分もありますのでなかなか難しいかもしれませんが、大阪府はその辺、

コミュニティスクール、大阪市以外で数校、2校か3校ぐらいしかないかと思ってます。大阪市の資料でも学校

協議会と運営委員会の違いという資料も出していただいてるのも見させていただきましたが、大きくどこを中

心に考えてるかという部分を、学校じゃなくて子どもという目線で進めていっていただけると、コミュニティ

のつながりという部分も含めて今後は広がっていくんじゃないかなと思ってますので、ぜひそういった部分を

考えていただければなと思います。 

【林田区長】 

 ありがとうございます。コミュニティスクールについては学校協議会と違う、いわゆる学校運営協議会の権

限の部分ですね、予算でありますとか人事権でありますとかそういったものがあるということで、制度的な枠

組みというのは、田中委員もおっしゃられたようにちょっとまだ大阪市でその枠組みというところにはなって

おりませんけれども、学校運営について子どもたちが中心であるというのはまさにそのとおりでございますの

で、例えば今も学校協議会の中でいろいろPTAの方とか参加いただいてる中でいろいろご議論もいただいており

ますけれども、より子どもたちの声を反映させるような工夫とか、委員をちょっとふやすとか、また別途のア

ンケートとか議論の集約をまたその場で議論するとか、いろいろ工夫あろうかと思いますので、そういった視

点を踏まえながら、学校協議会に我々も参加しておりますので、進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 それと、寺川委員のほうからも多くアドバイスいただきました。確かにグローバル人材についてメッセージ

性というところでは十分でない点ございました。実際に参加者が多くなかったということもそういった周知で

ありますとか内容でありますとか、もっと工夫する部分があったかなというふうに思っておりますので、そう

いったところも今後改善してまいりたいというふうに思っております。 

 また、インバウンドの問題。これは当然都島は大阪城が近くにございますので、また大川とかいろんな観光

資源もございますので、京橋などを中心に多くの外国人の方が来られているという状況ございます。そういっ

た意味でも民泊などもふえてきている。また一方でその課題というのもございますので、そういったところを

ちょっと研究していく必要あるかなというふうに考えております。大阪に、また都島に来られる方がよりスム

ーズに移動できるように、また観光拠点として行けるような取り組み、これは今も京橋駅、いろんな路線の駅

の中で工夫も表示とかを含めて行っておりますけれども、さらに区としてもかかわりを進めたいというふうに

思っております。 

 あと、コミュニティの問題につきましては、今後いろいろと地活協でありますとかの中でCB・SB、そういっ

た財源の確保といったことでのコミュニティ回収などの拡大といったことも進めてきております。そういった

ことも含めて、また森本議長からもいろいろアドバイスいただいたような取り組みを進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

【森本議長】 
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 ありがとうございます。 

 1点、先ほど田中委員のほうからもありました学校協議会という部分で、ちょうどこの時期各小中学校で学校

協議会が行われてると思いますけれども、もともとは学校協議会の前は学校評議委員会という名称で行われて

おったと思うんですけれども、そういった部分で、やはり小学校の学校協議会、中学校の学校協議会というあ

り方が小中によってちょっと違う部分もありまして、また規約の内容も違ってるという部分もございます。中

学校では本当にPTAの会長さん、地域の会長さん、あとOBさん、いつも顔を合わせてるメンバーと校長先生と、

あと役所の方ということでね。それで学校協議会という部分で果たして成り立っていってるのかどうかという

部分の疑問は私も今感じております。やはりいろいろな方の地域団体、民生さんが入っていただいたりとか、

ほかの青少年指導委員会の方も入ってもらって。入ってもらってる学校組織の人事の名簿もあると思うんです

けれども、やはりよりたくさんの方に入ってもらって、またそういった意見をもっと活発に意見交換できると

いう。いつものおなじみの顔だけで学校協議会をするのではなくて、いろいろな地域の団体の方に入ってもら

って、また子どもたちの考えもどんどんそういった場に広めていくということは、これからもぜひちょっと行

政のほうと大阪市、そして教育委員会のほう、そういった部分でまた一度検討していただきたいなというふう

に思います。 

【林田区長】 

 今おっしゃっていただいたように、まさに学校協議会ができる前は学校運営は非常に閉ざされたというか、

学校長が運営していく、そしてPTAの方と若干の調整をし、そして地域とは個別に町会長さんと話しするという

ようなことでことであったものが、今の学校協議会という枠組みの中で民生の方であるとかOBの方であるとか、

そういったちょっと幅広に参加いただいてご議論させていただくと。なおかつ学校長が運営に関する計画とい

うことでこういう取り組みしていきますと。目標はこうですと。達成できました、できてませんという、ああ

いう議論ができる場ができたということでも半歩なり一歩なり進んだかなというふうには思っておりますけど、

まだまだ十分な議論、幅広な議論ということでいえば、ご指摘のようなことはあろうかと思いますので、今後

さらに広げるように努めてまいりたいというふうに考えております。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 ほかございませんでしょうか。 

 はい、大森委員。 

【大森委員】 

 3ページの明日に誇れるまちづくりのところに子どもの環境づくりや蕪村などの歴史・文化資源を生かした魅

力発信に取り組むと書いてあるんですが、6ページのほうの取り組み案には具体的なところは書かれてないんで

すが、何か案みたいなのがあるのなら聞きたいんですが。 

【西岡課長】 

 政策企画担当課長西岡でございます。 

 今回のこの事業の方向性というものは区役所のビジョンに出ております3つの柱の中で、その中でも特に重点

的にやっていくというものを絞らせていただきました。今回は教育に特化した説明というふうになっておるん
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でございますが、明日に誇れるまちづくりということで、区役所の貴重な歴史資源を活用した魅力発信という

部分についてはまた引き続いて取り組んでいくということでございますので、よろしくお願いいたします。 

【林田区長】 

 ここの項目については具体にこれが実現しますというところまでは至ってない部分もございます。例えば、

また後ご説明することになろうかと思いますけれども、12ページのところにあります淀川連絡線跡地の利活用、

これまだ検討という段階でございます。この中でも緑を軸にしたまちづくりということでの子どものスポー

ツ・遊び場などの確保ということも検討はしているところでございますので、そういったことでありますとか、

また蕪村にかかわりましても、いろんな冊子でありますとか、こういう取り組みありますと。また毛馬キュウ

リでありますとかそういった都島の特産のものを発信しているということがございます。そういったことをま

た引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

【大森委員】 

 ありがとうございます。わかりました。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして議題（3）その他についてということで事務局よりご説明をお願いいたします。 

【西岡課長】 

 政策企画担当課長西岡でございます。 

 それでは、ご説明させていただきます。資料の10ページをごらんください。 

 前回区政会議の議論から～アップデートということで、前回の区政会議でいただいたご意見の中で動きがあ

ったものをお示しをさせていただきました。本日は地域活動協議会の活動情報を発信についてご説明をいたし

ます。 

 前回の会議では、区民アンケートで地域活動協議会の認知度が低い、地域の活動が見やすくわかりやすい発

信、広報を考えていただきたいというご意見をいただきました。地域活動協議会の活動情報につきましては、

区役所のフェイスブックによる発信を随時行うとともに、資料の下のほうにお示ししておりますが、区広報誌

の10月号でも特集ページで大きく取り上げております。地域活動協議会を区民の皆様により身近なものと感じ

ていただくための取り組みを進めております。 

 また、先ほどの説明の中でも触れさせていただきましたが、地域活動の紹介チラシを区内転入者に配付する

ほか、不動産事業者の店舗で配布を行うなど、積極的な情報発信に取り組んでおります。 

 続きまして、資料の11ページ、12ページにかけて、これはその他の取り組みということでご報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、11ページ上のオリジナル婚姻届ですが、大阪市ではご結婚される方を祝福するとともに、お住まいの

区に一層の愛着を持っていただけるよう、オリジナル婚姻届のデザインを募集することとなりました。資料に

記載のとおり、都島区では総数68の応募があったところですが、今後、区役所に設ける選考委員会を通じてふ

さわしいデザインの選考を進めてまいります。 

 なお、来年1月には選考結果が発表され、3月には選考されたデザインによる届出用紙が新たに配付される予
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定でございます。 

 その下の区庁舎記念撮影コーナーですが、本日こちらの会場のほうにも展示をさせていただいておりますが、

これと同じ大きさのものを区役所の正面玄関ロビーに設置をしております。結婚や出産、引っ越しなどのさま

ざまな手続で区役所にお越しいただいた際に、また訪れた記念にその思い出を残していただけますよう、区内

のスポットを散りばめた記念撮影コーナーとなってございます。 

 次に、12ページ、先ほど区長のほうからも触れさせていただきましたが淀川連絡線跡地の利活用検討でござ

います。これまで駐車場として暫定活用してきました一部の区画、上の右側の地図の丸の部分になりますけれ

ども、この部分が跡地全体に先行して認可保育所を公募し、整備を進める予定であるということを3月の区政会

議でご報告をさせていただいておりましたが、その後の公募の結果、保育所の設置運営予定者が記載のとおり

株式会社ニチイ学館に決定となりまして、現在、31年4月の開設に向けて整備が進められております。 

 跡地の利活用に関する検討状況について申し上げますと、真ん中の右側の図にございますように都島区将来

ビジョンの実現、また統計データから見た地域の現状と課題、意見募集からの地域ニーズ、これらを踏まえて

緑を軸にしたまちづくりをコンセプトとする活用方針を既に策定しております。このコンセプトに含まれる子

どものスポーツ・遊び場の創出につきましては、本年改訂しました都島区将来ビジョンの中でも地域で子ども

が健やかに育つ環境づくりを取り組みの方向に位置づけておりまして、跡地の一部に民間活用も視野に入れて

検討を進めているところでございます。また、広域的な緑のネットワークの創出については、子どものスポー

ツ・遊び場などを含めて、本跡地全体にわたって連続的な歩行空間の創出を検討しております。一番下の図で

お示ししておりますとおり、本跡地の南東側には緑道約0.8キロメートルが、北西側には街路樹のある歩道約0.8

キロメートルが整備済みでございまして、本跡地に連続的な歩行空間を確保することで広域的な緑のネットワ

ーク形成が期待できるというふうに考えております。 

 説明については以上でございます。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 ただいまの説明の中でご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 では、寺川さん、こちらのほうで訴えていたので一言お願いします。 

【寺川委員】 

 訴えはないんですけれども。 

 最後の淀川連絡線跡地の利活用というのは非常にある意味この区の目玉になるといいますか、ここの活用が

今後の1つのメッセージ性が高まるものなのかなというふうに思うんですけれども、特に緑という軸がつながっ

ていって、いわゆるまちをつなげていく軸になると、循環する軸になるということと、防災性能も高まります

し、子どもの遊び場、教育の視点にもなるという意味でも非常に期待したいなと思うんですが、今回の予算の

中で例えばどこを見ればこの話がリンクしてるのかなと。ちょっと教えていただければというふうに思います。 

 それと、あとちょっと補足的なんですが、地域活動協議会の話ちょっと先ほどお話ししたんですが、これも

ちょっと教えていただきたいんですが、地域の自治会さんとか社協さんが中心になってることが多いと思うん

ですね。協議会そのものは。そういう意味では、今回こういう形で見せていただいて、やはりかなり情報発信
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といいますか、やってることをつないでいこうということでかなり動いておられるんだなということを感じま

した。やはり今後はこれに加えて、やっぱり限界もあると思うんです。町会の方々が中心になるだけではしん

どいことも当然出てくるので、そういう意味では地域の企業でありますとか、それから病院でありますとか学

校であるとか、そういう新たな関連主体という人たちがこのまちづくりに参画できるような仕組みをバックア

ップとしてつないでいかれたほうがいいのではないかなというふうに感じました。 

 以上です。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 区長、説明お願いします。 

【林田区長】 

 淀川連絡線跡地の関係につきましては、これは用地が区でなく建設局というところの局の所管の用地でして、

それをどう活用していくのかと。なおかつ、ここにも書かせていただいておりますように、基本的には行政で

直接つくるというよりも、今やはり民間の活用と。民間活力を導入しながらといったことで関係局と検討して

いるところでございます。そういった意味では、これにかかわる予算というのは今ここにはないという状況で

ございます。検討を局のほうと続けているという状況でございます。早くそのあたりの枠組みというのを整理

していきたいというふうに考えております。 

 それと、もう1点のまちづくりにかかわって、また地域の活動に企業であるとか病院であるということについ

てはそのとおりでございまして、そういったいろんな特に企業の方が参加できるような枠組み、また働きかけ

というのは、まちづくりセンターというのが区と地域とつなぐような役割をしておりますので、そことも連携

しながら。ただ、なかなか待ってても企業さんも参加してくれませんので、いろいろ地域ともご相談しながら

進めてまいりたいというふうに考えております。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 地域としまして、今いろいろな活動の内容に応じて、一つわかりやすく言えば福祉のケア会議という、社会

福祉のケア会議というものがあるんですけれども、そういったときに今非常に問題になってる認知症の問題と

か、そういうときは地域の中の病院の先生を呼んで、一緒に会議に出てもらって意見を言っていただいたり、

そういった部分の活動を、随時会議の内容、行事の内容に応じて声をかけさせていただいて来ていただいてる

という状況はございます。これは地域によってさまざまな活動対応されてると思うんですけれども、運動会を

やるとなれば、その地域の中の病院のお医者さんを呼んで、一緒になって、来て待機していただいたり、そう

いった部分の細かい部分から少しずつまた広げていろんな意見を聞いていけるような、そういった場をどんど

んつくっていかないといけないんじゃないかなというふうにも感じております。 

 あと、阪本委員、何かございませんでしょうか。 

【阪本委員】 

 淀川連絡線跡地というのはたまたま新京橋商店街の間近でありまして、今は1の緑道の先に駐輪場がございま

す。大変活動をたくさんしておられるんですが、できましたら余り駐輪場をつくらないでいただきたい。緑地
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帯とか子どもが遊べるスペースというのはとても大事だと思います。駐輪場をつくればつくるほど自転車はそ

こへ集まりますが、他の地域へのご迷惑もありますので、なるべくでしたらこの今ご計画のあるとおりにして

いただきたいと思います。 

 それともう一つ、議長が言われた地活もそうですけれども、商店街も同じことで、いろんな企業に加わって

いただいて活動するということがとてもグローバルなことになっております。たまたま夏祭りなどコムズガー

デンで夏祭りをやる場合、商店街から地域にお声をかけましたところ、女性部の皆さんが盆踊りに参加いたし

ましたり、それから和太鼓の活動をしてる、小学校での活動してあるグループが和太鼓で参加するという、と

てもいい夏祭りになってきたと思います。それまではコムズガーデンというのは大阪市の地下の商店街連盟の

団体だったんですが、そういうところは市の行事ばっかりを推進されてきましたけれども、数年前からそうい

うふうに地域とコラボするようになってから、私たちも気になって見に参りますし、参加してる子どもたちの

父兄の皆さんもコムズガーデンに出向くというとてもいい流れになっておりますので、本当に1つの、私どもで

したら商店街だけで孤立するのではなく、地域の皆さん、企業、それから区役所の皆さん、行政とも広く意見

交換するということがとてもいいことだと思いますので、今後とも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す。 

 では、半野委員、何かございませんでしょうか。 

【半野委員】 

 大したことではないんですけど、きょう玄関入ってくるときに、この写真がどんと置いてあるなというのが

気がついて、こういうのが区役所の前に置いてあるんやなと思ったんですけど、今ここに来て、あ、こういう

意味で置いてあったのかなというのが感じたことです。この中にいろいろ読ませていただいて、民間事業者と

か企業とかいう言葉がやっぱりたくさん出てくるんですけど、いろんな方もお話しされてるみたいに、民間企

業をどうやって決めるんかなとか、どういうところが具体的に一緒に協力してやっていただけるのかなみたい

な、民間、NPOとかそんなのも含まれるのかなとか、やっぱり行政だけではなかなかできない部分での民間の力

というのはどういうところを対象にして、どういうところと協力できてというのがちょっと具体的に余り知ら

ないので、どういうところと協力してやっていくのかなというのはちょっと思いました。 

 以上です。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 岡委員、何かございますでしょうか。 

【岡委員】 

 一緒ですね。僕も玄関入ってパネル見て、実際こんなんあるんやって思いながらパネルをすっと斜めに見る

といろんな観光地があって、行ったことないわというのが、来て初めて知る。お恥ずかしい話ですけど、都島

に住みながら本当に知ってるところが本当に少ないんだなというのを感じることがありました。大阪城が近い

ので、実際大阪城にすぐ観光地の目が行きがちではあるんですけれども、やっぱり住んでる地域以外のところ

も広く区民に知っていただく。僕自身が区民でありながら知っていないということは、やっぱりそういう方は
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本当にいると思うので、そういうことを知っていただくことでもうちょっと都島のいいところを住んでる人た

ち、ここへ本当に喜んで住んでるという環境になってもらえるように、広く広めていっていただきたいと思い

ます。ぜひ広報活動を重点にまた活動していただければと思いました。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 では、日野委員、お願いします。 

【日野委員】 

 企業の取り組み方とかなんですけど、緑化ってすごく大事だと思うので、例えばですけど、前例があったら

ちょっとすみませんけど、例えば緑化に協力してくれた地域の企業とかには区民まつりで企業の名前とかを宣

伝させてもらいますよとか、広報誌でちょっと小さく幾つかの企業を取材して、ちょっと広報的なこと、企業

を紹介することで地域の経済の活性化にもつながると思いますし、何かしらそういう行政の進めることとか地

域に協力してくれた企業をそういう形でちょっと紹介していくということはいいんじゃないかなと思ったり、

あるいは既にそういう祭りとかいろんなことで陰に日向に協力してくれてる大小含めた企業っていろいろある

と思うんですけど、例えばジュース提供してくれてるところとか、町会の人たちは、いつもここの会社ジュー

ス提供してくれてんねんとかいろいろあると思うんですけど、そういったところを改めて紹介してみたりする

のもおもしろいんじゃないかなと思ったり、いろいろな面でプラスになるんじゃないかなと思いました。 

 あと、緑化のことなんですけど、マンションつくるときに、例えばとても緑化に力を入れてくれてるマンシ

ョンの計画とか、あいてる小さな土地を、例えば小さく割った畑に提供しますとかいうふうにしてくれた不動

産屋とかも紹介してくれるようなシステムができたらおもしろいんじゃないかなと思います。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 寺川委員。 

【寺川委員】 

 今企業の話が幾つか出てきたので、ちょっとだけ。僕もそういうまちづくりの中で企業とかかわることが多

いんですが、どうしても企業に何かしてもらうというふうに考えがちなんですけど、企業は企業でやってほし

いことがあったりとか、お互いさまの関係というのは多分できると思うんですよね。企業は社会貢献もしない

といけないことがあったりとか、企業が持ってる技術をアピールしたいということもありますので、お願いし

ますというよりは、むしろ一緒にやる環境をつくるとかいう形も結構これから大事になってくるのかな。特に

防災なんかは企業にとっても大事なテーマなので、地域とどうつながるかということは非常に企業の存在意義

にもつながるということもあるので、ぜひそのあたりも考えられたらいいかなというふうに思いました。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 では、その他事項の中で参考資料1の都島区地域福祉ビジョンの素案、数字で見る都島ということで、参考資

料の説明のほうをよろしくお願いいたします。よろしいですか。一応参考資料がついておりますので、そちら

のほうの説明のほうをお願いします。 
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【西岡課長】 

 すみません、ちょっと説明不足で申し訳ございません。参考資料1、参考資料2とおつけをさせていただいて

おりますけれども、これにつきましては皆様の議論のご参考にということでつけさせていただいておりますの

で、本日はこちらの中身については説明のほうは省略させていただいております。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す。 

 では、今までいろいろ議案の中で皆さんの意見交換をさせていただきまして、最後に、まだちょっとご意見

のほうをお聞きしておらない方でちょっと意見をいただきたいんですけれども、東谷委員、何かございません

でしょうか。 

【東谷委員】 

 けさちょっとテレビでニュース見てまして、災害時で、家でも備蓄を備えているんですけれども、アレルギ

ー食の備蓄、家にたくさんあったんですけれども、やっぱり交通機関がストップしてしまって運搬されてこな

いということで、アレルギー食とか、子どもが小麦、お米、大豆、そういうものがだめなときのアレルギー食、

区、市に問い合わせても備蓄がないということで大変困ったというニュースを見たんです。家でも多分備蓄し

てると思うんですけれども、そういう家庭って。お水も使えない、火も使えないとなると、やっぱりどこに頼

らざるを得ないんだなということで、備蓄が尽きてしまったら、食べるものがないと、アレルギー、子どもだ

けではなく大人も持っているので、そういう場合ってどうするのかなってちょっとけさ思いました。このこと

についてもし今後進めていくことがあるならばちょっとお考えいただきたいなと思いました。 

【松井課長】 

 防災担当の松井です。 

 今おっしゃっていただいたように災害が起こったときに、今回の地震のときもそうだったんですけど、やっ

ぱり皆さん食料がなくなるということで買いだめしたりとか、なかなか食料が手に入らなかったりとかという

お声も聞いたりしてるんです。そういった災害が起こったときに行政としても一定数は確保はさせてはいただ

いてるんですけれども、ただ、全区民の皆様の分の食料を確保できるかというと、それだけの予算ももちろん

ないですし、スペースもそういったところがないという現状もありますので、極力区のほうの方針としまして

は、皆様のほうに備蓄を、基本は7日間備蓄をお願いする、最低でも3日間は備蓄をお願いしたいということで、

我々はそういったお願いというか取り組みを進めてるところでございます。今おっしゃっていただいたように

その中でもやはりアレルギーを持っておられる方々ももちろんいらっしゃいますので、保存食なんかで最近は

アレルギー対応の保存食も数多く出回ってますので、そういった方々につきましてはできるだけそういう食品

のアレルギー対応になるような食品の備蓄、あと薬なんかもそうなんですけど、やっぱり常備薬というのもな

かなか手に入らないということもなってきますので、そういった薬品なんかも必ずストックをしといていただ

けるようにということで取り組みを進めさせていただいてます。なので、行政として何かあったときに全てが

賄えるかといいますと、そこはなかなか難しい状況でございますので、皆様方で、行政がそうなので、しっか

り備蓄をしていくというふうな取り組みをしていただきたいということでお願いしたいと思っております。 

 以上です。 
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【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 南委員、何かございませんか。お願いします。 

【南委員】 

 今、学校選択制ですか、小学校の。何年になるんでしたかね。10年になるんですかね。まだ10年はたってな

いんですか。というのは、たまたま言わせてもらったのは、うち高倉小学校が非常に、1クラスほど他のところ

から来られるということで、学校としても、例えば子ども会にしてもいろんなことで行事するときにも、また

避難のときにもどのようにしていくかということで非常に悩んでるんですね。この間のときの地震とかのとき

にもどのように子どもを迎えに来てもらったり連れて帰るなりそういうことで、今後ちょっと区切りとして学

校とか皆さんからどのような意見が上がってるのかをまとめてというか、ちょっと聞きたいなと。まとめても

らえるならどのような弊害があってどのようなメリットがあるのとか、そういうことをちょっとまとめていた

だきたいなという思いなんですけどね。非常に子ども会のほうも、参加はしてほしいんですけれども、ただ、

ぶっちゃけ連合のほうからいろんなことを費用出してます。それのときに、その子どもらが来たときにどうい

う、クラブ活動とか、ケアの問題とか、そういうことをどのようにしていけば。費用もかかりますからね。そ

ういうことをどうしていくかということを地域としても悩んでるし、例えばよその区でそういう事例があるな

ら、真似できることがあればまた事例として参考にしたいし、そういうことでちょっと地域としても悩んでる

ところがあるので、もし教えていただけるなら何かまとめてほしいなということなんですけれども。 

【林田区長】 

 選択制については教育委員会のほうで保護者の方のアンケートというような形はとっております。その中で

いえば、基本的には選択できるということで肯定的な回答が多いという状況ではございますけれども、自由意

見などもお聞きもしておりますので、その中で今、南委員が言われたような、やはり課題が全くないというわ

けではございませんので、そういったものについてちょっと整理もして考えたいと思います。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 小田切委員、意見ございませんでしょうか。 

【小田切委員】 

 防災の件で、いつも地域の防災訓練ではまちづくりの方々に大変お世話になってましてありがとうございま

す。 

 ちょっと1つお聞きしたいんですが、防災強化マンションですか、マンションの中に備蓄倉庫などを備えて、

各フロアに備えてるようなマンションができつつあると思うんですけど、これは区としてもそういう住宅を推

奨するようなことはされてるんでしょうか。今災害時に必ずしも避難所に避難せずに自宅で過ごせればそのほ

うがいいと思ってるんですけれども、そういった防災強化マンションの建設を推進するようなことはされてる

んでしょうか。 

【松井課長】 

 防災担当の松井です。 
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 今小田切委員からご質問いただいたことにつきましては、市としてそういった防災に強いマンションについ

ては認定といいますか、そういうことになってますよということでご登録をいただいて、市のホームページの

ほうに掲載はされております。都島区にも戸数まで何戸あるかまでは、ちょっと今資料が手元にないのであれ

なんですけど、幾つかのマンションは登録は既にいただいております。そういうことを広報することによって

そこに住む方はもちろん安心ですし、企業側としてもそういうマンションがそこに建つということでいろんな

メリットが出てくるというふうなことで、市としての取り組みは当時からされております。区として推奨する

のかというと、それはもちろんそういうマンションがいろんなところで建てば我々もありがたいんですけど、

積極的にここに来てくださいとか、そこまではまだ区としてはできてないのは実態でございます。 

【森本議長】 

 江川委員、お願いします。 

【江川委員】 

 すみません、ちょっと戻るんですけど、緑のネットワークのところに戻るんですけど、毛馬桜之宮公園もこ

れ一緒に入ってるんですけど、都島区民まつりが中止になりそうなぐらい桜が倒れたと思うんですけど、それ

で今建設局さんと桜の植樹でことし中にはクラウドファンディング始めるんですけど、それで聞いたら根っこ

とかがいっぱい埋まってて、それをとるのにお金がかかると言ってるんですけど、今回この魅力あるまちづく

りで水辺のまちづくりというのは、これはそういうハードの部分でなくてソフトの部分で、そういう整備とか

は建設局の予算でやっていく形になるんですかね。都島区の大川の部分でも。 

【林田区長】 

 江川委員言われたとおりでして、当然建設局のほうでの予算になってきますので、区として建設局のほうに

ここを重点的にやってほしいとか、優先してほしいとか、そういう要望をすることは可能なんですけど、予算

的にはそちらのほうでして、今おっしゃっていただいたように市としてもうちの区だけでなく全市的な課題で、

当然議会のほうでもいろいろご議論いただいて、建設局的にも通常の枠組みだけでなくさらに強化した取り組

みでしてはおりますけれども、まだやはり残念ながら、今年度中ぐらいはその根っこでありますとかをとるの

にかかるというような状況でございます。まだまだ残ってるというのは当然区としても市全体としても認識し

てますので、早くできるように努力したいというふうに思っております。 

【江川委員】 

 一応植樹をずっと年々続けていくというのは決めてるので、いろんな方からお金を集めて寄附という形で、

できれば早くやってもらえたら毎年毎年大川のほうに桜を植えていけますので、ちょっと早く進めてもらえた

らなと思います。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 吉川委員、何かございますでしょうか。 

【吉川委員】 

 私のほうからは防災のほうになるんですけれども、大東というところは14町会があって大東が成り立ってる

んですけどね。そのうちの8町会の私は女性部長なんですけれども、防災訓練のときに、あれだけの8町会とい
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ったらすごく大きな団地なんですよね。1,000世帯以上になるんですけれども、防災訓練のときにやはり一番多

くて20人ぐらいの方が参加される程度で、意識が本当にないんですよね。地震のときも、地震が起きた後、家

具の支える棒が急に売れ出したりするというのも同じように、皆慌てて買いに行くんです。そして台風とか豪

雨の後もブルーシートが店屋さんから急になくなったというぐらい。備えあれば憂いなしの備えのところを幾

ら言っても、これから先備えるようにするわというふうに言われるんですけれども、年いった方がどんどんふ

えてきまして、班長さんが30人程度なんですね。その30人程度でいざ何かあったときに手を伸ばして助けると

いうのがすごく大変な状況で、すごく危機を感じてるわけなんです。こうなったときに、じゃ、もう私たちの

ほうから与えていこうということになりまして、毎年防災グッズ、最初は防火袋から防災グッズを1つずつふや

していくという取り組みを今したんですね。玄関先にその防災グッズの袋を置いていただいて、いざ何かあっ

たときには必ずこの袋を持って逃げる、またこの袋はどこかへしまっておくんじゃなくて役に立てるように玄

関先に置いておくという取り組みをしました。そしたら、その話を聞かれた違う町会の方たちも、うちもこれ

からことしからするという話もされたんですけどね。防災グッズの中に入ってる分といったら、水が出なくな

ったときは手の消毒剤、それで当然私たちも2日や3日になってきたら歯も磨きたいですし、その歯を磨くため

に水がなかったら絶対だめなので、うがいするようなガムというようなやつを全世帯に配ったりとか、本当に

いろいろ考えて配ってるんですけれども、私たちのほうからの発信ではなくて、行政からも備えのほうでの、

避難訓練なんかも毎年しますが、来る方って本当に同じような顔ぶればっかりで、避難訓練の重要性ももちろ

んそうですけれども、備えのほうの大切さもちょっとしっかり行政のほうで訴えていただけたら安心かなと思

うんですけれども、どうでしょうか。これは私だけの意見なんですけど。 

【松井課長】 

 防災担当の松井です。 

 今吉川委員がおっしゃっていただいたように、区としても今後南海トラフ地震は7割、8割で絶対大阪に来る

というふうなことをずっと言い続けてますし、なおかつ今回の6月の地震、台風ということで、本当に災害が続

いてる現状の中で、これを機にといったらあれなんですけど、皆さんの関心が高まってるときこそ、そういっ

た意識づけというのをやっていくということが非常に重要なことだというふうに認識をさせていただいており

ますので、来年度の事業の方向性についてもそういったことを一生懸命啓発していくというふうなことが大事

だと考えております。今おっしゃっていただいたように、確かに関心のある方とそうでない方がいらっしゃる

という認識は持っておりますので、まだ関心がないような方々をどう底上げして皆さんに啓発していくのかと

いうのは、これは行政だけじゃなくて地域の皆様方と一緒になってそこはこれからも続けさせていただきたい

と思っておりますし、あと今おっしゃっていただいてたような発信の仕方の部分につきましてもいろんな手法

を、何が効果的やというところはなかなか難しいんですけれども、例えばそういう方々の集まりがあるところ

に我々が出向いていって、出前講座というふうな形で発信をさせていただくというふうなことも可能ですし、

あるいは今おっしゃっていただいてたような地域の防災訓練の中でそういったことの備えの必要性というふう

なことの発信も今後より強固にやっていかないといけないというふうには考えてるところでございます。 

 ちょっときょうご紹介してなかったんですけど、今おっしゃっていただいてたような、数字的に区民アンケ

ートで大体8割の方が備えの意識の重要性というのは認識はしていただいてるんですけど、そのうち約半分の方



22 

 

は何らかの備えをしてるというふうなデータはあるんですが、残りの3割の方は、必要性は思ってるんやけど、

まだ備えができてないというふうな方々をどう掘り起こして備えをするほうに持っていくというふうなことも、

データ上の分析の中ではそういう取り組みも必要やというふうに我々は認識してございます。なので、今大東

のほうでは防災グッズを配っていただきながらいろんな地域の方々にその大切さというのを認識していただく

ような取り組みも進めていただいてるということですので、また区役所のほうといろんな形で協働させていた

だきながら、そういうことで一緒になってまた取り組みも進めてまいりたいと思いますので、ぜひともまたお

力添えもいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 では、最後に本日ご出席の議員の皆様からコメントのほうお願いしたいと思います。 

 まず、八尾議員からよろしくお願いいたします。 

【八尾議員】 

 八尾です。 

 これまでお話さまざまな観点からお聞きいたしました。いっぱい言いたいことあるんですけど、時間もない

ので簡単にしたいなと思うんですけど、まずやはり防災の観点は非常に重要かなと思います。吉川委員からも

ありましたように、意識はあっても実際にはできていないというところは非常に多いのではないかなと思いま

す。区民、市民の皆様は公助という部分で頼られる部分、多分多いかなと思うんですけれども、さまざまな意

見をお聞きしてて、いっそのこと行政が何ができないのかを言ってしまったほうがいいんじゃないかなと。あ

れもやります、これもやりますというような言い方よりも、これができていません、これが課題です。例えば

先ほどの備蓄にしても、行政として備蓄はしてますけれども、全員分はありませんと。何人分しかありません

という、そういう言い方をしたほうが逆に必要に迫られていくのではないかなと、そんな感じもいたしました。

なかなか行政がこれができませんとか課題ですとか言いにくいかもわかりませんけれども、こと防災に関して

は正直に何ができて何ができてないのかということをはっきり言ったほうが意識はもっともっと高まるのでは

ないかなと思った次第です。 

 以上です。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 井戸議員、よろしくお願いします。 

【井戸議員】 

 皆様、遅くまでご苦労さまでした。 

 今ちょうど定例会がやっておりまして、決算市会などでいろんな、特に防災、今回の台風とか地震の話がた

くさんありまして、皆様方からいただいたご意見を反映させていただければと思います。また、行政でしか絶

対できない、例えば崩れた空き家とかの行政代執行とか、こういったのがなかなかすぐやってもらえないとか

いうこともあると思いますので、これも、今のところは区に権限がないということでなかなかすぐに進まない

というところもあるんですけれども、これからどんどんと安全なまちづくりが早く進むように頑張ってまいり
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たいと思います。 

 ありがとうございます。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 荒木議員、よろしくお願いします。 

【荒木議員】 

 委員の皆様、ご苦労さまです。荒木でございます。 

 お二人の先生が防災の話しされてますので、あわせてもう一回防災の話。 

 本当にことしは地震、そして台風ということで、大阪が今まで余り経験したことのないような災害が大阪で

起こったわけでございます。これまでの議論も今お聞きしておりました。その中で、やはり今防災の関係で別

の観点から申し上げますと、ご意見として出てましたアレルギー対応の関係であったり、あるいはペットの問

題というのが、やはり避難所での問題があるのかなと。そして、障害をお持ちの子どもさんたち、特に発達障

害の子どもさんたちが避難所での日常生活というか、いろいろと課題があるというふうに聞いております。各

地域で災害が起こっていろんな経験を積み重ねていっておりますので、そういう経験を踏まえてこの大阪でど

ういう形がいいのかというのを考えていきたいなというふうに考えておるところでございます。 

 あと、非常に気にしておりますのはやはり地域の皆様の担い手が高齢化していってるという問題があると思

いますので、これは行政としてやはり地域がどうあるべきかということを考えていただいて、今後のあり方と

いうのを考えるべきだというふうに考えております。 

 以上でございます。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 花谷議員、よろしくお願いします。 

【花谷議員】 

 皆さん、お疲れさまです。防災の話ばっかりですけれども、僕もそうです。 

 大阪にはないだろうと皆さん思ってたわけですけれども、目の前に来て、そしてこの都島で被害を受けてな

くてもお知り合いが大阪府内でひどい目にお遭いになられてる方がたくさんいらっしゃると思います。停電な

んかすると大変なことになって、それが1週間ぐらい続いてるというのが、我々も今府議会やってますので、議

会で報告をされたりして、そういうイメージしやすくなってると思うんですね。つい最近のことですし、知り

合いがどういった苦労されたかというのをイメージしやすい。その中で、ずっと3人の議員さんがおっしゃって

るように非常に重要なのは、役所のできること、地域ができること、一人一人ができること、家族含めてです

ね。資料にも書いてありますけど役割分担を認識していただくという作業を、今非常にイメージしやすいとき

にすべきやないかなと。企業の話も出てますね。企業を地域にどう取り込んでいくのか。防災の中でどういう

役割をしていただくのか。目の前にあったことをイメージする今一番いいチャンスだと思いますので、皆さん

のお力をかりて、我々も一生懸命お手伝いをさせていただきますので、より深い認識をしていただけたらなと

思っております。 
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 きょうは本当にお疲れさまでした。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。 

 時間のほうも大分進んでおりまして、本日予定しておりました議題は全て終了しました。皆様のご協力によ

り議事が円満に進みましたことにお礼を申し上げます。 

 事務局にお返しいたします。 

【六車課長】 

 本日は、議長をはじめ各委員の皆様方におかれましても熱心にご議論いただきまして本当にありがとうござ

いました。 

 ここで、本日の追加資料につきまして、政策企画担当課長の西岡より簡単にご説明をさせていただきます。 

【西岡課長】 

 それでは、ご説明をいたします。 

 本日の追加資料、右肩に参考資料3と書いてある資料をごらんください。 

 前回の区政会議で皆様にお願いしまして、平成29年度都島区区政運営についての評価をいただきました。本

日はその集計結果についてご報告をさせていただきます。 

 まず、各経営課題についての設問ですが、取り組んだ内容が総合的に見て目指すべき将来像の実現に有効で

あったと思うかという内容で、経営課題1、安全・安心のまちづくりでは、「思う」、「やや思う」が94％で、「思

わない」、「あまり思わない」が6％、続く経営課題2、人と人がつながり助け合うまちづくりでは、「思う」、「や

や思う」が88％、「思わない」、「あまり思わない」が12％。裏面でございます。経営課題3、明日に誇れるまち

づくりでは、「思う」、「やや思う」が71％、「思わない」、「あまり思わない」が29％。経営課題4、区役所力の強

化では、「思う」、「やや思う」が94％、「思わない」、「あまり思わない」が6％となっております。区の経営課題

は、区の目標の実現に有効であったかと思うかとの設問につきましては、「思う」、「やや思う」が88％、「思わ

ない」、「あまり思わない」が12％となっております。 

 なお、それぞれの円グラフの右横にコメントをつけさせていただいておりますが、これは委員の皆様の評価

理由を抜粋したものでありまして、ご参照をいただければと思います。全体としまして経営課題ごとに差はあ

るものの、おおむね良好な評価をいただいているという一方で、経営課題3などの結果に見られますように厳し

い評価、あるいは意見も一定あったというふうに受けとめておりまして、これらは今後の区政運営の参考にさ

せていただきたいと思います。 

 説明については以上でございます。 

【六車課長】 

 それでは最後に、区長の林田より一言ご挨拶を申し上げます。 

【林田区長】 

 本日皆様方本当に熱心にご議論、またご意見いただきましてありがとうございます。このご意見、区政のほ

うに生かしてまいりたいというふうに考えております。防災のこと特にいろいろご議論いただきました。また、

緑を軸にしたまちづくりについても期待ということもご議論いただきました。また、情報の発信ということに
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もご指摘いただきまして、確かにここに張っておりますような都島区の魅力についての発信、またいろいろと

画像的にもユーチューブでありますとかそういったものにも都島区のPR動画というのも発信しておりますので、

またそういったものもごらんいただけたらというふうに思っております。 

 それと最後に、この後ろに大阪万博のロゴなり張らせていただいておりますけれども、ご存じのように今月

23日に決定いたしますので、引き続き皆様のご協力いただきながら、決定に向けて取り組みということをお願

い申し上げまして、最後のご挨拶とさせていただきます。 

 本日ありがとうございました。 

【六車課長】 

 それでは、以上で区政会議を終了いたします。どうもありがとうございました。 


