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令和２年度西成区区政会議 第２回情報発信部会 会議録 

 

 

１ 開催日時 令和２年 11 月９日（月） 14 時から 14 時 50 分まで 

 

２ 開催場所 西成区役所 ４階 ４－５・７会議室 

 

３ 出席者の氏名 

【区政会議委員】 

    村井 康夫（議長）、河嶌 郁子（副議長）、 

上村 良次（委員）、越村 市二（委員）、白石 俊朗（委員）、 

橋本 敏雄（委員）、古林 達也（委員）、 

【西成区役所】 

横関 稔（区長）、林 浩一（副区長）、 

谷口 正和（保健福祉担当部長）、苅谷 知佐子（市民協働課長）、 

鈴木 和弘（地域支援担当課長）、 

鶴見 真由美（総務課広聴広報担当課長代理） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

（１） 事業の進捗状況について  

 

５ 議事内容  

【鶴見広聴広報担当課長代理】 皆様、こんにちは。では、定刻でございますので、た

だいまから令和２年度西成区区政会議第２回情報発信部会を開催いたします。  

 本日、区政会議に御出席いただきました皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席

賜り誠にありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めます西成区役所総務課の鶴見でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、まず会議に先立ちまして、会議資料の確認からさせていただきます。 

 まず、事前にお送りしたほうなんですけれども、１枚目が第２回情報発信部会のレジュ
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メでございます。２枚目に、情報発信部会の名簿ということで、委員の皆様の名簿。その

後ろに職員名簿ということで、区役所職員の名簿をつけております。その後ろに、横長、

ホッチキス留めで、第１回全体会の、委員の皆様からの「ご意見・質問と区の考え方」の

紙でございます。その後ろに資料２といたしまして、これもホッチキス留めの資料で、

「令和２年度西成区運営方針の中間振り返り」。そして最後に、意見票をつけております。 

 当日配付の資料ということで、本日机の上に資料を置かせていただいております。 

 １枚、ちょっと黄色い紙で、「阿倍野区・西成区合同開催 空き家の管理・活用セミナ

ー＆個別相談会」という資料を置かせていただいております。その後ろに、本日この後、

見学に参りますフィルハーモニー会館で行われます事業のチラシなんですけれども、「に

しなりクラシック～ダンス・ダンス・ダンス！～」という、１月23日のチラシでござい

ます。その後ろに、これももう御参考で見ていただけたらということでお配りさせていた

だいております。特区事業で行っておりますエリアリノベーション促進事業のチラシとい

うことで、まず、青っぽいチラシが11月26、27、28日に行われますエリアリノベーショ

ンフォーラムのチラシでございます。その後ろに、黄色いチラシで、「新今宮フェスティ

バル」。これも毎月21日前後に開催ということで行っておりますフェスティバルのチラ

シでございます。今月につきましては、21、22、23日と３日間開催するようになってお

りますので、また御覧ください。 

 そして最後に、「にしなり我が町」の11月号ということで、資料を置かせていただい

ております。 

 特に何か資料が足りないとかございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、確認事項といたしまして、私のほうから何点か申し上げたいと思います。 

 まず、本日の会議につきましては、条例で定める委員定数の２分の１以上の委員の御出

席をいただいておりまして、区政会議として開催の要件を満たしていることをここに御報

告させていただきます。 

 また、この会議は公開となっておりますので、御了承のほどよろしくお願いいたします。 

 本日は、報道機関の取材はございません。 

 また、会議の模様を動画撮影させていただいております。後日区役所のホームページに

て掲載予定でございます。併せて御了承お願いいたします。 

 また、御発言の際は、なるべくゆっくり、はっきりとマイクを使ってお話しいただきま

すよう御協力をよろしくお願いいたします。 



－3－ 

 

 確認事項は以上でございます。 

 それでは、ここで横関区長から御挨拶申し上げます。区長、よろしくお願いします。 

【横関区長】 皆さん、改めまして、本日お忙しい中、この令和２年度第２回情報発信部

会に御出席賜りまして本当にありがとうございます。また、平素より西成区政の運営に多

大な御貢献いただいておりますことを厚くお礼申し上げます。 

 今日は、令和２年度の運営方針の中間振り返りということで、大体予定としては小一時

間ぐらい、御議論、御意見賜りまして、その後、今日、白石館長さんも御出席でございま

すけれども、皆様の御意見に従いまして、大阪フィルハーモニー会館を視察させていただ

く予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 情報発信部会ということの関連でいいますと、実は昨日、西成区民ハイキングを開催い

たしまして、区役所の職員も９人ぐらい行ったんですが、運営をしているスポーツ推進委

員さんを含めて合計60人ぐらいで参りまして、もともとはちょっと遠くを考えていたん

ですが、新型コロナウイルスの感染ということがあって、あまり電車に長いこと乗るとか、

そういうことを避けたほうがいいねということで、今回、そこの天下茶屋広場を出発しま

して、ずっと徒歩で、落合上の渡し船で大正区に渡りまして、大正区からずっと海辺まで

歩いていって、千本松大橋の下にあります千本松の渡しでまた西成区に戻ってきて、また

こちらまで帰ってくるというコースで、ずっと歩きで、まさにハイキングさせていただき

ました。 

 やはり渡し船も初めて乗るという方もたくさんいらっしゃいまして、なかなかの風情も

ありますし、そういうところをある程度皆さんに知っていただけて、それはそれでよかっ

たのかなというふうに思っております。 

 これからも、西成区のいいところを発信していく、まさにこの部会での一つの大きなテ

ーマでございますけれども、そういったことも努めてまいりたいと考えております。 

 また、西成クラシックもありますし、あと、新今宮フェスティバルとか、いろんな楽し

い催しもございますので、こういったものも、私どもも参加いたしまして、できるだけお

時間ある限り御参加賜ればと思っておるところでございます。 

 最後に、また挨拶だんだん長くなって恐縮なんですが、今日の区の広報紙の裏側の区長

の部屋で、今回はブレーカープロジェクトといいまして、山王地域を拠点にいろんな文化

活動を行っている団体がございまして、昨日は旧今宮小学校でイベントをやってはったん

ですけど、通常毎月やってる作業場は、陶器作ったりが無料でできまして、私もこれ先月
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行きまして、自分で、おちょこのつもりがかなり大きいんで、おちょこかお茶わんか分か

りませんけれども、これ作りまして、今月末にはちょっと行って、そろそろ乾いたものに

釉薬を塗って、来月焼いてもらって仕上げようかなと思っておりまして、こういうものを

見ていただいて、また興味ある方に参加いただけたらなという思いで、ちょっと書かせて

いただきました。 

 こういったことを含めまして、皆様方のお力添えも賜りながら、西成区のイメージアッ

プ、本当によいところを知っていただくという点でのイメージアップに今後とも努めてま

いりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 ありがとうございました。 

 それでは次に、委員の方々と区役所職員の紹介でございます。配布しております委員名

簿及び区役所職員名簿を御覧いただき、割愛させていただきます。 

 なお本日、中井委員におかれましては、所用のため欠席でございます。 

 また、区役所のほうでは、三代課長が公務のため欠席ということになっております。 

 あと、本日市会議員の方につきましては、今のところ御出席ございません。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、村井議長にお任せしたいと存じます。 

 村井議長、よろしくお願いいたします。 

【村井議長】 それでは、僣越でございますけれども議長のほうを務めさせていただきま

す村井でございます。 

 それでは、早速進めさせていただきたいと存じます。 

 お手元の次第に沿って進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、事業の進捗状況につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 ありがとうございます。総務課の鶴見でございます。本

日三代課長が公務のため欠席でございますので、私のほうから代わって御説明をさせてい

ただきます。座って説明させていただきます。 

 それではまず、「事業の進捗状況について」の前に、資料１について、御説明をさせて

いただきます。資料１、ホッチキス留めの横長の資料を御覧ください。 

 先日の９月10日に開催させていただきました第１回全体会では、活発な意見交換を行

っていただき、ありがとうございました。そこにもございますように、13の項目にわた

り、皆様から頂きました御意見、御質問等と区の考え方について、まとめさせていただき
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ました。 

 その中で、「地域防災活動事業」及び「災害対策」に関する項目が５項目となっており、

皆様の防災対策、災害対策への関心の高さを伺うことができます。 

 地域防災活動事業につきましては、１番の項目の「区の考え方」にございますように、

避難者の避難先には指定がないため、収容人員を超過している場合などを除き、どの避難

所に避難していただいても結構ですので、西成区では避難所や一時避難所等を明記した防

災マップを北・中・南版の３ブロックに分けて作成しております。 

 また、連合単位では、地域の状況やニーズ等に勘案した地区防災計画を作成しており、

避難所でのルールや様々な防災に関する情報等が盛り込まれたものとなっております。 

 引き続き、防災マップや地区防災計画を、広く区民の皆様に御周知してまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、災害対策につきまして、ちょっとめくっていただきまして、項目の７番から

10番におきまして、意見や質問など、並びに区の考え方を掲載させていただきました。 

 その中で、８番の項目の「区の考え方」にございますように、現在のコロナ禍の状況等

を踏まえた自宅避難ということについて、広く区民の皆様に周知を図ってまいりたいと考

えております。 

 また、一方で、自宅避難の普及に伴う、物資等の配布方法などの課題につきましては、

区民の皆様が、安心して自宅避難を選択していただけるよう、引き続き検討してまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 資料１につきましては、以上とさせていただきます。 

 続きまして、資料２のほうなんですけれども、「事業の進捗状況について」ということ

で、資料２「令和２年度西成区運営方針の中間振り返り」に沿って説明をさせていただき

ます。 

 これは、今年度の運営方針における８月末現在の進捗状況について、中間振り返りとし

てホームページに掲載させていただいているものであります。 

 １枚めくっていただきまして、それぞれ１ページに２つ分載せてるんですけれども、め

くっていただいたところ、右下に３と書いてあるページに、「重点的に取り組む主な経営

課題」ということで載せさせていただいているんですけれども、その中で、網掛け部分が、

情報発信部会で御議論いただく事業ということですので、この９つの具体的取組につきま

して、進捗状況を御説明させていただきます。 
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 その右下に４と書いてあるページなんですけれども、「西成区魅力発信事業」、またそ

の次のページのページ５、「地域コミュニティ支援事業」、その下にありますページ６、

「緑化推進事業」につきましては、当初の予定どおりに取組が進められており、目標につ

きましても達成の見込みとなっております。 

 また１枚めくっていただきまして、ページ７、「人権尊重のまちづくり」につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響のため、「人権を考える区民のつどい」の開催が難

しく、当初の取組内容を変更せざるを得ない状況となっております。 

 また、それに伴い、当初の目標から「人権を考える区民のつどい」を削除させていただ

くこととしておりますが、目標値につきましては、人権講座のアンケートでの「事業の内

容に満足した」と回答した参加者の割合70％以上を達成できる見込みとさせていただい

ております。 

 次に、ページ数８の「地域防災活動事業―地区防災計画を活用した地域防災力の向上

―」並びに、その下にあります「地域防災活動事業―地域防災の担い手の発掘・育成―」

につきましては、当初の予定どおりに取組が進められており、目標につきましても達成の

見込みとなっているところでございます。 

 続きまして、９ページでございます。「防犯対策事業」につきましては、課題と改善策

にもございますように、新型コロナウイルス感染症の影響のため、予定していた行事が実

施できておりませんでしたが、７月以降、実施方法を工夫し、少しずつではございますが

取組を進めてきたところであり、目標達成に向け、今後も着実に取組を進めてまいりたい

と考えております。 

 次に10ページ。ページ数10の「自転車等安全利用啓発事業」につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の影響のため、交通安全区民大会の開催が難しく、当初の取組内容を

変更せざるを得ない状況となっておりますが、目標につきましては当初の予定どおり達成

できる見込みとさせていただいております。 

 最後に、めくっていただきまして、一番最後のページ、11ページです。「空家等対策

推進事業」につきましては、当初の予定どおりに取組が進められており、目標につきまし

ても達成の見込みとなっているところでございます。 

 以上、簡単でございますが、「令和２年度西成区運営方針の中間振り返り」に沿って、

事業の進捗状況について御説明させていただきました。ありがとうございます。 

【村井議長】 ありがとうございました。 
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 ただいま御報告をいただいたところでございます。この内容につきまして、委員の皆様

方、御意見等ありましたら、御発言をいただきたいと思いますが、いかがでございましょ

うか。 

 どうぞ。 

【上村委員】 コロナの大変な中で、いろんな事業を進められているというので、感心し

て拝見させていただきました。その中で、２点お伺いしたところがあるんですけれども、

「人権尊重のまちづくり」ですけれども、当初の目標というのが、人権を考える区民のつ

どいと人権講座のアンケートで、その事業の内容に満足したと回答する参加者が70％以

上ですね。実際、人権を考える区民のつどいができないということなんで、人権講座のア

ンケートの回答で70％以上の方が満足したと回答すれば達成したという、そういう考え

方になるんでしょうか。 

【村井議長】 どうぞ。 

【苅谷市民協働課長】 いつもお世話になります。市民協働課長の苅谷でございます。今、

委員のおっしゃっていただきましたとおり、人権講座につきましては、場所を広くします

とか、人数を制限する中で、講座のほうは３回開催予定としております。その中でのアン

ケートを実施いたしまして、その中で満足した数字が70％以上ということで判断させて

いただきたいというふうに思っております。そのとおりでございます。 

【上村委員】 これ、何人ぐらい参加される予定ですか。 

【苅谷市民協働課長】 中身によるんですけども、企業さんをお呼びしての分はホールで

開催しますので、一応50から70ぐらいを想定しておりまして、小さい講座につきまして

は大体20から30ぐらいを今想定して計画しておるところでございます。 

【上村委員】 結構たくさん参加されるんですね。 

 それと、もう一点なんですが、地域コミュニティ支援事業の中で、地域活動協議会の関

係ですが、実は私、区役所のホームページを拝見して、フェイスブックから各地域の活動

の状況、出していただいてるんで、それぞれの地域の人はこういう状況でもちゃんといろ

いろされてるんだなというのを見て、参考にさせていただきました。 

 その中で、実はこの区役所のホームページから、その地域活動協議会に関するところは

ちょっと探すのを苦労しまして、これをもう少し何か前のほうに出すことができないかな

というのと、その地域活動協議会のところの、ここのコーナーというんでしょうか、そこ

見ても、時系列的に書いてあるんで、地域活動協議会とはこんなもんですよというのが一
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番下に今なってるんですね。ですから、できれば本来地域活動協議会というのは、こうい

うのがありますというのを前に出していただいたほうがいいのかなという感じがしました。 

 その点だけです。私の思いましたのは。以上です。 

【村井議長】 その点で越村さんご意見は。 

【越村委員】 今言うてはることは、そのホームページに、前載せてもろうたことで分か

りやすいから、いうことですね。後ろに載ってるから前もってきてくれいうことでしょう。

今言うてるのは、それはもうそんでいいと思うんだけど、僕も質問いうたら何かなと思っ

てんねんけど、例えば、地域活動協議てどんなもんかとか、どういうことしてはんのかと

言われてるんやったら、自分も回答できますが。 

【村井議長】 その意味では、そのホームページそのものの入り口が、果たしてどの辺か

ら入っていたほうが分かりやすいのかというふうな意味合いもあるんじゃないかと思うん

ですよね。だから、そこは区の中の活動の中でいうと、地活協というのが一つの一番表に

なるんではないかという御提案やと思うんですけど、どうでしょう。 

【上村委員】 分かりやすく出していただいたほうが、探しに行くのが結構大変でした。 

【越村委員】 その地活協の意味じゃなしに、その前、ホームページの中に出してくれい

うことやね。 

【村井議長】 そこから入っていったほうが多分、分かりやすいんじゃないかということ

というような、そういうことになりますか。 

【苅谷市民協働課長】 ありがとうございます。ちょっと中身検討させてもらいまして、

今、委員おっしゃっていただきましたように、より一層見やすくなりますように、またち

ょっと改善のほうを進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。 

【村井議長】 ここは情報部会ということでございますので、今御質問いただいたように、

やはりどういうふうに情報を出していくか、ということを確認をしていくという意味合い

があると思いますし、なるべく区民に分かりやすい形で。 

 ところで、ホームページというのは本当にいろいろあります。ホームページってほんま

に入り方が分からないと、どこ行っていいのか分からなくなるんですよね。だから、やは

り一つの流れ、体系みたいなものをちゃんと作っていただいて、ここへ入っていったら、

この中で、こういうものが出てきますよということが分かってくれば、見る方にとって非

常にいい形になると思いますので。 

【上村委員】 見やすいですよね。 
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【村井議長】 はい。それが大切なことだと思われますので、よろしくお願いいたしたい。 

 ほか、何か御意見ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

【白石委員】 何点か。一つ目は、西成区の魅力発信事業の４ページのところなんですけ

ど、大フィルの出前授業、御活用いただきましてありがとうございます。もう既に第２サ

イクル目に入ってるという、２年の事業ということで２年目のサイクルに入っているとい

うのを聞いてるんですけども、大フィルとしても、積極的に区役所さんと連携をしながら

前向きに取り組んでいきたいなというふうに考えています。これ、２年の事業ということ

で、今年11月ももうすぐ出前授業、行くと聞いてるんですけども、そうやって子どもた

ちが楽器とか音楽に触れることによって、次、羽ばたいていただけたらすごいうれしいな

ということも思いますので、事業から、次、何か展開できるような取組を検討していただ

けたらうれしいかなと思います。そのためには、大フィルのほうも最大限御協力させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それと２つ目なんですけども、緑化推進事業のところで、中心的には緑化に向けたボラ

ンティアさんをつくっていこう、育成していこうという立て方やと思うんですけども、そ

れはそれで否定はしないんですけども、自分が今年の３月までにおった長居植物園では、

大阪市内に住まれてる65歳以上の方無料で入れるんです。無料で入れる方が大方年間六

十何万人入るんですけど、７割以上の方が無料で入っておられる。春とか秋になれば子ど

もたちが遠足でたくさん来られるということで、ボランティアさん、たくさん育成をしつ

つ、西成の皆さん方、特に高齢者や子どもさん方にお花を見て楽しんでいただけるという

ような、そういう次のステップ踏んでいくべきなんかなというふうに思ってますので。こ

れも、今すぐどうのこうのという問題やないんで、区役所の中で検討をいただけたらええ

かなと思います。 

 ３つ目が、一番最後のところです。空き家のところなんですけど、これも区政会議でき

た頃に、空き家を増やさないとか、もう空き家どないして潰すねんというような立て方で、

ここの項目が立てられたんかなというふうにちょっと振り返って思ってるんですけども。 

 例えば、僕は植物園におったんで、ここは東住吉管内なんで、東住吉区内でも、いろん

なリノベーションを通じた空き家の活用によるまちづくり、こういうのが非常に区内のあ

ちこちで取り組まれてるというふうに感じてました。 

 新今宮のエリアのところで、今日チラシも見せていただいたんですけども、新今宮のと
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ころは非常に前向きに積極的にやられてるんですけども、西成区全体で空き家率が日本で

一番高いだのいわれているようなところで、非常に空き家が多いと。西成区としても多い

ということも踏まえて、その空き家を活用しながらまちづくりの観点から何か取組ができ

ないかなというふうに思っています。 

 これも今すぐやりなさいというつもりも何もありませんし、他区の事例とかもちょっと

今いろいろ研究をしていただいて、地域の皆さんとともに前に転がしていただけたらええ

かなというふうに思いますので、それもちょっと考えていただきたいなというふうに思っ

てます。 

 あと、これしょうもない意見なんですけど、防犯のところで、９ページのところで、警

察とより連携した防犯事業を推進するということで、警察と連携というところで、すごく

いい言葉なんですけども、私が区役所におりました頃に、当時の警察署長さんが、まちの

中を警らしてるお巡りさんに、こんにちはとか、お疲れさまですとか、一声かけてもろう

たら、お巡りさんすごい喜びますねんというような言葉が、今でも耳から離れへんのです

けども、区役所としてもそういうふうな日常的な関係づくりから、こういうふうな事業の

ところにつながっていくんかなというふうに思ってますので、ここはまた区役所の皆さん

にも同じようなことでお願いをしたいなと思います。 

 以上です。 

【村井議長】 ありがとうございます。４点ほどいただきました。どうぞ事務局のほうか

らお願いします。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 総務課、鶴見です。 

 １点目の魅力発信事業、大フィルとの連携ということで御意見いただきまして、ありが

とうございます。この事業につきましては、おととしから始まりました事業で、これは大

阪市、基本的には全体で何か子どもたちに芸術を伝えるような事業をやりましょうという

ようなことから始まりまして、大フィルさんにお願いをしたところ、御協力いただけると

いうことで、おととしと去年で２年間かけて区内の全小学校、中学校。大フィルのほうか

ら楽団員の方と、あと、説明いただける事務の方も一緒に行っていただきまして、交響楽

団ってこんなものだよとか、あと、楽器の種類の御説明ですとかをしていただきながら、

結構本格的な音楽を子どもたち、基本的には各学校全学年の子どもたちに演奏聴かせてい

ただきまして、アンケートなんかも取るんですけど、子どもたちからもすごく好評で、あ

と学校の先生なんかにもすごく喜んでいただいて。 
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 あと、中学校なんかでは、職業ということで、楽団員になったのはこういう経過でなっ

たんだみたいな話もされたら、そういう職業を選ぶときの参考にもなりますというような

御意見もいただいたりとかで、すごく好評な事業で、もともと２年間限りの事業というこ

とでやったんですけれども、ぜひ続けてほしいという声を各学校の先生からいただききま

して。今年度と来年度と、一応また２年間で全学校、小学校、中学校。大フィルさんがす

ごくもう積極的に御協力いただいてさせてもらってる事業です。 

 実は、今日も成南中学校さんでお昼から出前授業をやっております。大フィルさんもす

ごく協力的にしていただいてるので助かってます。来年度も基本的にはやることが決まっ

てますので、またその次はどうなるかというのは、ちょっと予算とかいろんなこととの兼

ね合いもありますけれども、前向きには考えていきたいとは思っておりますので、またよ

ろしくお願いいたします。 

【村井議長】 ほかは。お願いします。 

【苅谷市民協働課長】 緑化担当でございます。緑化推進事業でございます。御意見いた

だききまして、また次への発展ということでございます。今現在、この緑化推進事業とい

いますのが、地域活動に関わっていただくことを目的としました、その入り口に興味があ

るところから地域活動進めていただくことを目的としておりまして、そこを関わった中で、

何らかの地域活動につなげていっていただきたいという思いの中で進めている事業でござ

います。 

 その中で、ちょっとボランティアさん等も昨年まで若干減ってきたということもあった

んですが、今年度、情報発信ということも強化しながら、講座でありますとか、そういっ

たチラシをホームページで上げさせていただいたりというところで、ボランティアさんの

数もまた今増えてきてる状況でございます。 

 また、そのボランティアさんが育てられた花苗を、地域の保育所の皆様のほうにお配り

させていただいたりとかいうところで、地域の方々との連携を深めていってるところでご

ざいます。 

 それをさらに広げて、緑化活動自体を、総体的にまちづくりとして進めていくというこ

とになりますと、次への大きなステップになるかというふうには思ってございますが、ま

たそういうことも念頭に置きまして進めていきたいというふうに思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【村井議長】 ありがとうございます。 
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 はい。 

【鈴木地域支援担当課長】 地域支援担当課長の鈴木でございます。私のほうからは、空

き家のことと、それから防犯のこととお答えさせてもらいたいと思います。 

 空き家のほうに関しましては、リノベーション等、他区、東住吉さんのほうが進んでる

事例があるというようなお話がございまして、おっしゃるとおり、どういうふうに活用し

ていくかというのは非常に大きな課題でございまして、今のところ私どものところでは、

対策というか、どう安全な状況にするかというようなことが、重点を置いてやってるとこ

ろで、活用のところまではなかなかちょっといけてないところで、委員御指摘のとおり、

今後そういった部分にも重点を置きながら進めていきたいと考えておりまして。 

 大阪市としましては、空き家の利活用補助というのがございまして、西成区でも昨年度

にいいところまでいったものがあったり、今年も問合せが幾つかあったり、空き家をまち

づくりに生かしたような、そういったことに対する補助の制度というのがございまして、

そういった広報とかも、今後さらに努めていくように対応していきたいというふうに考え

ております。よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、防犯のほうの日常的な関係づくり。こちらも非常に大事なことと認識しておりま

して、私どものほうも、防犯教室とかで、小学校や保育所等回っておりまして、その行っ

てるメンバーが、青パトでまちを見守る、パトロールするときに、子どもから声かけてい

ただいたりしたりもしているようなところで、青パトを見てもらったら防犯教室のことを

思い出してもらって、気をつけようと思っていただく、そんなことを目指して進めており

ますので、さらにそういったような関係づくりができていけるように、対応のほうを考え

ていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【村井議長】 ありがとうございました。それでは、ほかに御質問等がございましたら、

どうぞ。 

【上村委員】 昨日、西成しごと博物館というのが、そこの区民センターでされてまして、

小学生の方が、いろんな企業さんと、いろんなもの作るという、私もちょっと朝、寄せて

いただいて拝見させていただきました。 

 子どもさんは非常に熱心に取り組んで、非常によい試みだなと思いました。去年の西成

しごと探偵団が、今年は企業訪問できないんで、それに代わるものだということをお伺い

しておりますけれども。 

 ちょっと話は飛ぶかも分からないんですが、ここの区政会議の中で、プレーパーク事業、
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もと津守小学校、そちらのほうで、区外から参加されてる方がそこに来られて、非常によ

かったということで、その方が、西成区は子育て環境が育ってるいいところだということ

で、西成区に引っ越されてきたということを区政会議の場で、そういう発言がありまして。 

 そうすると、やはりこういった昨日のしごと博物館のようなもの、これもやはりそうい

うものにつながるもんじゃないかと思いますんで。区内への情報発信もいいと思うんです

けれども、区外のほうへもそういう発信していただいて、それが新聞なのかテレビなのか

分かりませんけれども、できるだけそういう若い家庭といいますか、入っていただくよう

に。ここへ来られた方は西成という名を、結構敬遠しているというようなこともお伺いす

るんですけども、実際入って来られた方は、いいところだなということをよく聞きますん

で、ぜひ次回、来年になるのか分かりませんけれども、そういうのをやっていただければ

というように思います。 

 以上です。 

【村井議長】 ありがとうございます。ただいまの御意見に対して、何か区として。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 ありがとうございます。「にしなり我が町」の１面にも、

もう終わってますけど、しごと博物館参加者募集ということで載せさせていただいてます。 

 去年は、先ほどちょっと委員もおっしゃっていただきましたけれども、それぞれの企業

さんを訪問して、ということで、事前申込制で、しかも基本的には西成区内の子どもさん

に限るというようなことでさせていただいたんですけれども、今年はコロナで各企業さん

の受入れが難しいということで、ちょっと広い場所でやりましょうということで、昨日、

区民センターのホールでさせていただきました。 

 今回につきましては、広報紙の対象のところにも、小学生とその保護者みたいな書き方

をしていて、基本的にはもう西成区の子どもさんじゃなくても、近くの子どもさんでも来

ていただいて、西成区にこんな企業があったんやということを、西成の子どもたちだけで

なく、いろんな方に見ていただいて、西成区もいろいろ頑張ってるんやなというのを見て

いただいたりとか、将来西成区の企業への就職につながれば、それはそれでいいんですけ

れども、いろんなことを知っていただくということでさせていただきました。 

 確かに、区外の方に、西成区にこんないい企業があるんやということを知っていただく

というのも大切なことだと思いますので、またそういうことも心がけながら、来年度以降

も、これ中小企業家同友会さんと一緒にさせていただいているんですけれども、同友会さ

んのほうでもすごく前向きに取り組んでくださってますので、また来年度以降もさせてい
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ただこうというふうには思っておりますので、また、もしよろしければ、ぜひのぞいてい

ただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

【村井議長】 ありがとうございました。 

 ちょっと僕のほうから。ここ、情報発信部会という形ですので、それで言いますと、一

番最初に報告のあったように、例えばアンケート等に関しては、リアルな企業、実際に人

が参加をした形の中でアンケートをお取りになるということをベースにしておられるみた

いなんですが、俗に言われるように、このコロナ禍からリモートという話がたくさん出て

きて、すなわちネット配信でもっていろんな情報を交換をすると。その辺に関しては、区

としては、ホームページは立てておられると思うんですけど、僕もよく見てないんで申し

訳ないんだけど、例えばＳＮＳであるとか、それから書き込みするやつ。あんなんとかで、

アンケートを取ったりとかというふうな方向性というのは、区としてはやっているのか、

やってないのかという話と、それと、そこでいうと、例えば今、ユーチューブという動画

配信というのが非常にトレンドになってるので、特にそういうことは、若い人たちにとっ

ては非常に関心がある話で、若い人たちがよく見ていただく。 

 話は、どんどん飛んで申し訳ないですけど、西成区の、例えば空き家の話になるわけで

すが、空き家を情報発信してるけれども、我々西成区の住民としては、若い人に入ってき

てもらえれば一番ありがたい。すなわちその情報が、若い人たちに情報として届いてるん

かどうか。もしくは、そういうふうな若い人たち向けの情報に加工されてるかどうかとい

う話が、あるような気がするわけです。ただ単に空き家が、こんなんありますねんという

話だけではなくて、ここのところを、こういうふうな情報を、ちゃんと整理をするという

か、形づくって、若い人たちが魅力を持つような情報に組立てていくということが重要な

感じがするんですけど、いかがでございましょうか。ちょっと話は中途半端だけど。よろ

しく。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 前段の情報発信のところで言いますと、アンケート、い

ろんな行事をするたびにお越しいただいた方にはアンケートを書いていただいたりとか、

あと区民アンケートということで、これも郵送で、無作為抽出の方に、これを郵便でアン

ケートをお送りして、区政全般について御意見をお聞きするというようなことはしており

ます。 

 おっしゃってたように、ホームページだったりとかＳＮＳでアンケートというようなこ

となんですけれども、実は昨年度に確かツイッターだったと思うんですけど、一度やって
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みようということで、ごく簡単なアンケートなんですけれども、すみません、ちょっとそ

の内容とか今日持ってきてないんですけれども、お試しで昨年度一度やってみて、今年度

も何かはアンケートをツイッターでやってみようかという話は、実はちょっと前にしてた

ところで。すみません、区役所、そういうところがなかなか上手ではないんですけれども、

少しずつ進めていこうということでやってはいるところでございます。 

【村井議長】 細かいこと言うて悪いけど、去年のそのツイッターのアンケートは、そこ

そこの反応があったんですか。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 ただ、多分お返事をいただけたのは数十件ぐらいやった

と思います。ツイッター、若い方が主にされるのかな、どうなのかなとは思いますけれど

も、フォローしていただいている方も何人、すみません、今、フォロワーが何人いたとい

うのが分からないですけど、そういうこともいろいろ試して、いろいろやりながら、でき

る限り若い方なんかにも見ていただけるように、工夫はしていきたいと思いますので、ま

た何かいいお知恵とかありましたら、ぜひ教えていただけたらと思います。よろしくお願

いします。 

【鈴木地域支援担当課長】 地域支援担当課長の鈴木でございます。空き家の話といいま

すか、先ほどのお話でもありましたとおり、若い世代とか子育て世帯が、どんなふうに、

どうやって来ていただくか、今のハードルを下げていくかということは、私どもの区にと

っても非常に大きい課題でございまして、議論を少し始めてたり、前からちょっと課題で

あるという話は言われてたところで、それを何とか、どういうふうにしたらそういうハー

ドルが下げることができるか、先ほどもおっしゃったんですけど、どういうふうな情報発

信をしたらいいところが伝わるか。アンケートでは改善してきてるところもたくさんある

んですけれども、そういったことを、住んでもらうという観点とか、仮にいっときでも住

んでもらうとか、そういうふうなところを実現してもらうためにはどうしていったらいい

か、そういったことをちょっと考えていこうとしているところですので、今はこういう対

策をとかということはまだできてないところなんですけど、今後考えていきたいなという

ふうに思っております。 

 空き家等の状況を発信するということに関しまして、私どもも、他都市等では空き家バ

ンクのようなものを連携してやっている企業さん、不動産業者さんと連携しているような

ところもあったりというのも聞くんですけれども、どこまでが入り込んでいいか、どこま

でやったらいいか、その境界等を探りつつというようなところもございまして、大阪市全
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体の空き家の対策会議として連携してる不動産の団体がございまして、そういったところ

で、そういうＳＮＳとか、まちの状況とか含めて発信していくような取組とか、そういっ

たことも検討してるようなところもございますので、そういったところ、私どもも検討結

果を参考にしながら、こちらのほう、今はまだできてはいないんですけれども、取組のほ

うを考えていきたいと思います。 

 貴重な御意見、どうもありがとうございます。 

【村井議長】 ありがとうございます。大変ですけれど、よろしくお願いをいたしたいと

思います。 

 時間も時間なんですが、全体を含めて、別に御意見としても何かございますれば、御発

言をいただきたいと思いますけど、いかがでございましょうか。 

 それでは、事務局からのお知らせがあるようなので、お願いします。 

【鈴木地域支援担当課長】 地域支援担当課長の鈴木でございます。何度かお話も出てま

いりましたので、関連する話ではございますが、空き家の管理・活用セミナー、個別相談

会というのを実施させていただきます。阿倍野区役所と合同開催ということで、空き家を

お持ちの方、空き家を持つ可能性のある方を対象に、12月12日に、午後なんですけれど

も、西成区役所４階会議室で行っております。大阪府不動産コンサルティング協会、大阪

市と連携してるところなんですが、そこが空き家の売却について講演してもらって、また

空き家の活用の前提としての権利関係、生前贈与、相続登記等の方法について、大阪司法

書士会のほうからお話をいただきます。 

 そういったことに取り組んでいこうというふうに考えておりますので、もし興味のある

方等おられましたら、ご案内いただければありがたいなというふうに思っています。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【村井議長】 ありがとうございました。以上で、一応協議内容は全て終了ということで

よろしいですか。ありがとうございました。 

 長時間にわたりまして、貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。 

 次回もまた開催をさせていただきたいと思いますので、よろしく御出席をお願いいたし

まして、本会議の終了させていただきたいと思います。 

 それでは最後、事務局のほうにマイクをお返ししますので、よろしくお願いします。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 村井議長、どうもありがとうございました。委員の皆様

も、御協力いただきありがとうございました。 
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 今回の議事録についてでございますが、おおむね30日後をめどに、区のホームページ

に掲載し、公開したいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 また、次回は本会議を開催させていただきます。12月21日月曜日午後２時からの開催

の予定としておりますので、また後日、御案内をお送りいたします。御予定いただきます

よう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、本日の区政会議情報発信部会を終了いたします。どうも

ありがとうございました。 


