
平成２５年度 第1回住之江区区政会議全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２５年７月２日（火）１９時００分から２１時１０分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ３階 第３－１・３－２会議室 

 

３ 出 席 者 〔区政会議委員〕 

大木 保宏 議長、 坂下 純一郎 副議長、 

安達 泰弘 委員、 井上 政司 委員、 大磯 芳美 委員、大津 隼男 委員、 

門   晶子 委員、 小髙 秀昭 委員、佐藤 香聲 委員、 佐野 悦子 委員、  

下道 秀美 委員、杉村 和朗 委員、 鷹野 麗子 委員、 田村   直 委員、 

伊達 美寿保 委員、栃村 結貴子 委員、中村 和久 委員、永川 善雄 委員、  

長田 幹雄 委員 、羽川 眞砂江 委員、林   宏匡 委員、 広瀬   満 委員 

〔市会議員〕 

石原 信幸 議員 、片山 一歩 議員、髙野 伸生 議員、 松崎   孔 議員 

〔府議会議員〕 

半田  實 議員 

〔住之江区役所〕 

髙橋 英樹 区長、 森田 俊介 副区長、 

西川 康宏 経営課長、 世古口 隆志 活力創出課長、 小田眞智郎 総合企画課長、  

小藤 一吉 市民協働課長、 坂田 育子 地域再生課長、 藤井 幸太郎 市民生活課長、   

森   忠彦 窓口サービス課長、 谷上   武 生活支援課長、  

長船 設哉 未来づくりマネージャー、 杉本 栄美子 ブランディングマネージャー、  

森浦   進 危機管理マネージャー、 政木 孝次 窓口サービス課長代理、 

的場 光則 保健福祉課長代理、 樫本 栄治 保健福祉課長代理、  

川人 礼子 保健副主幹 



４ 議  事 

（１） 区政会議について 

（２） 住之江区将来ビジョンについて 

（３） 平成２５年度 区運営方針・予算について 

（４） 平成２４年度 区運営方針自己評価について 

 

５ 発言内容 

〇小田総合企画課長 

どうも皆さん、こんばんは。 

お仕事などでお疲れのところ、また夜分にもかかわらずたくさんご参加いただきましてありがとうございま

す。 

それでは、平成２５年度の第１回住之江区区政会議の全体会を開催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、住之江区役所政策推進室総合企画課長の小田でございます。どうかよろしくお願

いいたします。非常に会場が狭くて、非常に申し訳なく思います。申し訳ございません。 

それでは、開会にあたりまして、髙橋住之江区長よりご挨拶をさせていただきます。 

〇髙橋区長 

みなさん、こんばんは。 

区長の髙橋でございます。本当に皆様お仕事でお疲れのところ、またお家のね用事でお疲れのところ区役所

まで来ていただきまして、本当にありがとうございます。 

この会議はですね、「ええ住之江区を作っていこうやないか」という会議でございます。今までの区役所とい

うのはね、基本的に僕ら職員がいろいろな事業を考えて、もちろんいろいろ意見をお伺いしたりすることはス

ポットスポットではあったんですけれども、こういうふうにトータルでね意見をお伺いしようという会議は、

住之江区ではこれが初めてです。今日はですね、住之江区の歴史の新しい１ページが開いた日だと思っており

ます。少し流れをご説明をいたしますとね、実は前の市長の頃からなんですけれども、区政会議というものを

区役所でやって、区役所がもっと意見を吸い上げるように、区民の皆様の意見をいただくようにしていこうや

という動きが始まっておりました。各区でですね今の市長になられる前から、私も前の区役所でやってました



けれども、区政会議が始まっております。 

うちの区ではですね、こういう全体的な区政会議ではなくて、学校選択制のことだけを議論しようやとか、

項目を決めた区政会議をやっておりました。それでですね今の市長になられまして、３月に条例この区政会議

で区民の皆様の意見を聞きながら区役所の運営をしよう、区政の運営をしよう、さらに強めていこうというこ

とで、この区政会議というものが条例化されまして、本日はですね、その条例化された区政会議の第１回目と

いうことであります。 

今のですね、市政の合言葉が「ニア・イズ・ベター」でございます。英語でね「ＮＥＡＲ・ＩＳ・ＢＥＴＴ

ＥＲ」でございます。近くのこと、まちのことは出来るだけ近くで決めていこうと、そういう意味でございま

す。遠くの人が決めるよりも近くの人が決めたほうが力も入るし、知恵も出る、地域のこともよく知っている、

そういう意味であります。ですので、出来るだけ小学校単位の地域のことは、その地域活動協議会で決めてい

って、そして区のことは区で決める。ここでどうしても手の出ないことについては、市あるいは府、そっちの

方で扱っていく。そういう「ニア・イズ・ベター」という考え方を今の市政は出来るだけ推し進めて行くとい

うふうに考えております。 

この区のことは出来るだけ区で決めて、そしてここで決まったことはいろいろな局に私の方から伝えます。

伝えたことが実現することもありますし、もちろんいろいろお金とか法律上の制約の都合で、なかなか実現し

ないこともあるかもしれませんが、その場合は他の手を考えられないか、いろいろなことを工夫をしていきた

いと思います。 

ちょっと長くなりましたが、そんなんで今日は住之江の新しい歴史の１ページが開かれた日ということでで

すね、ぜひ、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

〇小田総合企画課長 

それでは、本日ご出席の委員様の方をご紹介させていただきます。 

先程、説明ありましたようにこの区政会議は、６月１日から施行されました「区政会議の運営の基本となる

事項に関する条例」を根拠として開催をさせていただきます。区政会議の委員についてですが、今年度の開催

にあたりまして、新たに委員様をご選任いたしました。委員の定数は、地域代表１４人、それから公募代表１

０名の計２４人の方々です。資料のですね２のところに委員様の名簿をつけさせていただいております。ご確

認いただきたいと思います。 



それでは、それに従いまして、ご紹介をさせていただきます。 

安達委員様。 

〇安達委員様 

（一礼） 

〇小田総合企画課長 

井上委員様。 

〇井上委員様 

はい、よろしく。 

〇小田総合企画課長 

大磯委員様。 

〇大磯委員 

こんばんは。よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

大木委員様です。 

〇大木委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

大津委員様。 

〇大津委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

門委員様。 

〇門委員 

よろしくお願いいたします。 

〇小田総合企画課長 

小髙委員様。 



〇小髙委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

坂下委員様。 

〇坂下委員 

よろしくお願いいたします。 

〇小田総合企画課長 

佐藤委員様。 

〇佐藤委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

佐野委員様。 

〇佐野委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

下道委員様。今日は、本日はまだお見えでないようです。 

杉村委員様。 

〇杉村委員 

杉村です。よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

鷹野委員様。 

〇鷹野委員 

よろしくお願いいたします。 

〇小田総合企画課長 

田村委員様。 

〇田村委員 



はい、よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

伊達委員様。 

〇伊達委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

栃村委員様。 

〇栃村委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

中村委員様。 

〇中村委員 

よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

永川委員様。 

〇永川委員 

永川でございます。よろしくお願いいたします。 

〇小田総合企画課長 

長田委員様。 

〇長田委員 

はい、こんばんは。よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

羽川委員様。 

〇羽川委員 

こんばんは、羽川です。よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 



林委員様。本日は、まだお見えでないようです。 

広瀬委員様。 

〇広瀬委員 

こんばんは。よろしくお願いします。 

〇小田総合企画課長 

森田委員様。安田委員様。お二人とも、まだお見えではないようです。以上、２４名でこの会議を運営して

いきたいと思います。 

続きまして、アドバイザーとしまして本日ご出席の府会議員様、市会議員様をご紹介させていただきます。 

府会議員の半田議員様。 

〇半田議員 

こんばんは。 

〇小田総合企画課長 

市会議員の石原議員様です。 

〇石原議員 

はい、石原です。こんばんは。 

〇小田総合企画課長 

同じく片山議員様です。 

〇片山議員 

片山です。こんばんは。 

〇小田総合企画課長 

同じく高野議員様。 

〇高野議員 

こんばんは。 

〇小田総合企画課長 

同じく松崎議員様です。 

〇松崎議員 



こんばんは。 

〇小田総合企画課長 

それからオブザーバーとしまして本日区民モニターで希望される方もたくさんご参加いただいてますし、傍

聴者の方もご参加をいただいております。 

それでは次に、住之江区役所の出席者をご紹介させていただきます。 

髙橋区長さん。 

〇髙橋区長 

こんばんは。 

〇小田総合企画課長 

森田副区長です。 

〇森田副区長 

こんばんは。森田です。 

〇小田総合企画課長 

西川経営課長です。 

〇西川経営課長 

こんばんは、西川です。よろしくお願いいたします。 

〇小田総合企画課長 

それから、区役所の各課長、代理も出席させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

会議につきましては公開で開催をしております。また、その会議録や会議の運用状況につきましても公表し

てまいります。会議録につきましては、日時はもちろんですけれども、出席者や発言者や名前や発言内容等に

つきましても公表してまいる予定としております。その議事録の確認につきましては、この後、議長を選任し

ていただきますけれども、議長のほうに一任願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、ちょっと資料の確認をさせていただきたいと思うのですが、クリップ止めのほうがあるかと思い

ますが、こちらの方、平成２５年度第１回住之江区区政会議と書いたものですが、こちらのほうで資料１が「住

之江区区政会議（概要）」ということです。資料２「住之江区区政会議委員名簿」、資料３「区政会議に関する

条例・規則・要綱」ということで３つをつけさせていただいております。資料４「住之江区将来ビジョン」、資



料５「平成２５年度住之江区の取り組み」、資料６「平成２４年度住之江区運営方針自己評価結果の総括」この

６種類があろうかと思いますが、よろしいでしょうか。それとは別にパワーポイント用の資料としまして、別

途４種類ですかね。４つ別途用意させていただいてます。よろしいでしょうか。 

それでは、本日の議事の進め方ですけれども、条例施行後初めての最初の会議ですので、まず議長と副議長

の選任をしていただきます。その後、その議長の進行に従いまして、議題ごとに区役所より説明をさせていた

だき、それに対して質疑・意見交換という形で進めてまいりたいと考えております。それでは、会議の議事を

進行する役割を担っていただきます議長および副議長の選任を行っていただきます。選任にあたりましては、

委員さん皆様の互選となっておりますので、どうかよろしくお願いいたします。なお、議長あるいは副議長の

任にあたりましても委員様ですので、意見としましては他の委員様と同じように意見を述べることができます

ことをお伝えをしておきます。それではまず議長様をご選任・ご推薦いただきたいのですが、どなたかご推薦

いただく方はいらっしゃいますでしょうか。 

〇田村委員 

すいません。よろしいですか。 

〇小田総合企画課長 

はい。 

〇田村委員 

名簿を見せていただいて思うんですけれども、地域活動から何から何から考えて、大木会長がね議長にふさ

わしいんではないかとそのように思います。 

〇小田総合企画課長 

そうですか、ありがとうございます。他にはございますか。今、大木委員様のお名前が挙がりましたが、議

長としてご選任いただけますでしょうか。 

（委員から賛成ですの声） 

〇小田総合企画課長 

よろしいでしょうか。では、大木様に議長をお願いいたします。それから、副議長につきましてもご選任お

願いしたいと思いますが。 

〇田村委員 



また、私でよろしいですか。 

〇小田総合企画課長 

はい、どうぞ。 

〇田村委員 

南港の方でね大変地域活動を一生懸命やっておられるということを聞いていますので、坂下さんにどうです

かということなんですが。 

〇小田総合企画課長 

はい、ありがとうございます。今、公募委員様の坂下様のお名前が挙がりましたが、坂下様で副議長、よろ

しいでしょうか。 

（委員からはいとの声） 

ありがとうございます。それでは、議長を大木様、副議長を坂下様ということで今後の議事を進めさせてい

ただきます。 

それでは、大木委員様すみません。議長席の方へお移りいただけますでしょうか。 

それでは、以後の進行を議長にお願いしたいと思います。議事を開始する前に、議長より一言ご挨拶をお願

いしたいと思います。 

〇大木議長 

みなさん、こんばんは。ただいま、大変な責任感のあるものに推薦をされました、大木保宏と申しまして、

私はさざんか加賀屋協議会の会長をさせていただいております。この度の条例制定に伴いまして、区政会議開

催ということにあたりまして、地域の代表の皆様方お一人お一人がご参加をいただいておるということでござ

いまして、どうぞですね建設的な、そしてまたこの場でございますから区政に対して愚痴があれば愚痴もしっ

かり言っていただいて、そして最終的にはこの区政がどうあれば良いのかということをね、建設的なご意見を

いただきますようにお願いをいたしまして挨拶とかえます。ありがとうございました。 

それでは、はじめに区政会議運営等につきまして事務局より説明をお願いをいたしますとともに、質疑につ

きましては説明の後にお受けいたしますので、よろしくお願いをいたします。事務局、よろしくお願いいたし

ます。 

〇小田総合企画課長 



小田でございます。私の方から説明をさせていただきます。 

先程、区長の方からだいぶ趣旨などにつきましてご説明がありましたので、私の方からはその辺がまた重複

するところが出るかと思いますけれども、よろしくお願いいたしたいと思います。 

（スライド使用） 

先程、区長の方からも説明がありましたけれども、昨年７月に「市政改革プラン」というものが策定されま

して、区長はその基礎自治に関しまして、その事業、あるいは区政につきまして、非常に大きな権限を持つよ

うになりました。で、この区長によります区政運営につきまして、区政を推進するために区民の意見やニーズ

をしっかりと把握しまして、区民に区政に参画していただき評価してもらうというのが、ますます重要となっ

てきております。このようなことから、先程も説明させていただきましたけれども、資料３につけてますけれ

ども、条例あるいは規則を制定し施行を６月１日よりしております。住之江区役所としましても、住之江区の

区政会議運営要綱を策定して、これに基づいて運営を行うところでございます。 

区政会議の目的は、こちらの方に出ておりますけれども、区長が行います施策、事業の立案段階からその実

績・成果に対します評価の段階まで、区民の意見を聞き取りながら、区政への反映を図ることを目的として開

催をするものです。また、区政会議は区民から多様な、様々な意見を聞き取ることが目的でありまして、会議

としての一つの結論というものをめざすものではないということもお伝えしておきたいと思います。 

この表（スライド）の中央にありますけれども、この会議で主に意見を求める事項としましては、条例の５

条に規定されておりますけれども、基礎自治につきまして、一つめ区の総合的な計画であります区の将来ビジ

ョン、二つめ区域内の基礎自治に関します主な施策・事業および予算に関すること、具体には区の運営方針を

示しております。三つめ区域内の基礎自治に関します主な施策・事業の実績および成果の評価、さらにはその

他区政運営の総合的な評価に関すること等を、意見を伺う範囲ということで位置づけられております。 

あとお手元にですねもう一つ、住之江区区政概要というのがつけてあるかと思いますが、これも併せて見てい

ただければと思います。資料１の方です。ここで会議の構成ということで、会議の方はこの全体会と部会で構

成して運営してまいります。 

全体会の方は、区政全般にわたりまして区の将来ビジョン、次年度の運営方針、予算の策定に関する意見を

いただきまして、また、その年度の施策・事業に対します実績や評価をいただくことを目的として運営をして

まいります。 



部会の方では、区政会議を効果的・効率的な場にするために、区の施策・事業に応じて部会を設置してまい

ります。その部会のテーマに沿った取り組みや課題につきまして、掘り下げて専門的に意見交換を行っていた

だくことを目的としております。その出た部会の意見や評価というものを全体会の方へ反映していただくとい

う仕組みをもって部会の方を開催していきたいと考えております。部会の方ですが、四つの部会を想定をして

おります。 

一つは魅力・ブランド部会。二つめが福祉・健康部会。三つめが安全・安心部会。四つめが子ども・教育部

会。このよっつの部会を構成して運営していきたいと思ってます。 

一つめの魅力・ブランド部会は、まちの魅力とかブランドの創造などまちづくりに関すること。二つめは福

祉・健康部会では、高齢者や障がい者などの福祉課題や健康づくりに関することを中心に行ってまいります。

安心・安全部会では、防災や防犯に関することにつきまして、議論を深めていただきます。子ども・教育部会

では、小学校、中学校の学力向上など教育に関することをテーマとして意見交換をしていただく予定としてお

ります。 

委員の皆様には、全体会に参加するとともに、各部会に分かれて参加をいただきます。参加部会につきまし

ては、みなさま方の希望にできるだけ沿うようにお手元の名簿のように、またご負担もあまりかからないよう

に、割り当てをさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。 

それから、先程と重複するところはあるんですが、次に住之江区の会議の構成メンバーですが、委員としま

して地域代表委員、この方々は地域活動協議会からの推薦の方で、各１４地域ございますけれども各地域から

お一人ずつの１４名様を参加いただいております。もう１つ、公募委員は区内にお住まいの方・お勤めの方・

事業を行っている方で、あるいは学生の方で応募者の中から外部選考委員によります選考で決定した１０名の

方々です。以上、２４名の方々となっております。 

委員以外の構成メンバーとしまして、アドバイザーとしまして、府議会議員様、市議会議員様にご出席いた

だきまして会議を有効に進める上で、適切な助言や意見をいただきたいと考えておるところです。また、学識

経験者につきましても、必要に応じまして講演やアドバイスをいただくこととしています。さらにですね、よ

り幅広く多様な意見をお聞きするという観点から、区の課題につきましてアンケートにご協力いただいてます

区民モニターの中で希望する方につきましても出席できるということで、本日十数名の方がご参加をいただい

ているところです。 



それから委員様の任期ですが、１期の任期は２年間です。１期は２年間ですけれども今回条例が施行された

わけですが、その条例の経過措置としまして、今回は１期の任期が平成２７年の９月３０日までが任期となり

ます。この更新ですけども、連続して２期まで任期を更新することが可能となっておりますので申し伝えてお

きます。 

それから、委員報酬はありませんので、ご了承いただきたいと思います。 

それから資料１の裏面の方に、スケジュール予定ということを付けさせていただいております。今年度の場

合、今日が第１回です。第１回目の全体会議。２回目の全体会議を９月または１０月頃に、３回目の全体会議

を平成２６年２月または３月頃を予定しております。 

第１回目のテーマは、本日議事次第のとおりでございます。 

２回目の全体会は、平成２６年度の運営方針あるいは予算の素案についての意見交換、３回目は平成２５年度

の運営方針に対します評価や平成２６年度の運営方針（案）に対しての意見交換を予定しております。 

部会としましては、年間を通じまして、全体会との間に適時テーマに沿って意見交換をしていただきまして、

その意見を全体会へ反映していただくという仕組みを考えております。部会の具体のテーマについては、別途

部会ごとに、区役所の方から提唱させていただきます。 

なお、会議の回数とか開催時期等につきましては、変動することがあり得ますので、ご承知いただきたいと

思います。 

このような形で住之江区の区政会議を進めていく予定となっております。非常に雑ぱくですけども、区政会

議の進め方につきましては、説明の方は以上とさせていただきます。 

〇大木議長 

はい、それではですね、今小田課長から区政会議、議事１の区政会議について、いろいろとご説明がありま

したが、これにつきまして委員の皆様方でご指摘がございましたら、挙手をしていただいて所属名とお名前を

はっきりおっしゃっていただいて、お願いをいたします。今、区のほうで議事録を取っておりますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。それではみなさん、どうでしょうか。質問のある方、おられますか。この場

はですね、第１回でございまして、ある程度までみなさん緊張もしておられます。初めてですからね。緊張も

しておられますが、なんせ我々の町をどうしようかという話のご意見でございますので、何であってもよろし

いです。そんな緊張されるとですね、区長の顔が悪いとかでも良いし、名前が悪いとかでも、何でもいいです



から、そういうことをリラックスした状態でですね皆さんのご意見をいただければ幸いに思いますが、いかが

でしょうか。 

（区民モニター席より発言あり） 

〇大木議長 

はい、ちょっと聞こえないんですが。 

〇区民モニター 

モニターからの発言も大丈夫でしょうか。 

〇大木議長 

モニターにつきましては、最後に一括して質疑応答を受けますので。はい、今はこの区政会議の委員のご意

見をいただきたいと思いますが。これ会議でございまして、もしあれでしたら私の。はい、どうぞ。 

〇小高委員 

海の町の小高と申します。よろしくお願いいたします。非常に単純ながら、ぱっと見て、今日お顔をずっと

見て、どこかでお会いしている方もおられますけれども、我々委員も住之江区に住んで、それぞれ昔から住吉

時代から住んでおられる方もいてたら、当然、昨日今日に変わって来られる方もおるし、今の公募の委員でし

たら仕事をしている方もおられますので、これは事務局の方にお願いという事になるんかと思いますがね、住

之江区の区政なり地勢なりっていう基礎情報については、たぶんここにいる方全員で共有しておかないと話が

噛み合わないところが出てくるのかなというふうに思いますので、その辺の部分の資料というのは、説明を聞

いたらいいんだろうけど、そこまで時間がとれるか分かりませんので、書き物で簡単にまとまった物が用意し

ていただければありがたいかなと思うんですけれども、その辺どうでしょうかね。中にいろいろとあるのです

が、面積から人口から、人口の移り変わり、それから、区の成り立ち、大正時代の大阪市に編入された頃から

どういうふうに変わってきたのか、それで現在に至っているというところまでですよね。区の面積もかなり住

之江は動いてると思うんです。主な出来事としたら、一番大きな住之江ボート場がいつから開いているのかだ

とか開催されている部分、それと歴史に残る地名ですよね、昔の古都の中に出てくる地名は住之江の中でどこ

にあるのかという部分は、資料共通理解をしておいたほうが良いのかなというふうに思います。 

以上です。 

〇髙橋区長 



はい、すみません、まさにそのとおりだと思います。今おっしゃっていただいたこと全部は網羅出来ていな

いんですけど、「住之江区将来ビジョン」というさざぴーちゃん（区のキャラクター）がついた資料４の３ペー

ジからですね７ページにかけて、面積ですとか人口ですとか高齢化の状況ですとか経済産業の状況ですとか、

非常に簡単にですけども出来るだけコンパクトに書いておりますので、一度ご覧いただければなと思います。

その上で、ただいまご指摘のありました地名の話ですとかボートの話ですとかは追ってまた資料を作りまして

ご提示したいと思います。ありがとうございます。 

〇大木議長 

よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

〇大津委員 

すみません。安立地活協の大津といいます。よろしくお願いいたします。 

勉強のつもりで来てみたんですけれども、先程小田さんのご説明、趣旨の中でですね、この会議で意見を述

べると、意見を聞かせてもらいたいということ盛んにおっしゃっておられました。しかしながら会議としての

結論を求めるものではないとご説明もございました。それはそうなのかもしれませんけれども、その先の展開

というものはお聞きしていますと、この委員のこちらの立つ位置は曖昧だなという気がするわけでございます。 

意見は多種多様な意見を的確に把握するとこう記していただいとるわけですけれども、それぞれこれからい

ろいろな諸種意見が出ましてと思いますが、それに対して役所さんの方ではですね取りまとめされるんでしょ

うけれども、それについては逐一これはこうなってああなった、これはこうだからこうだと、つまり足きりの

ような状態で結論ありきでですね、これはこれでしかないねんとこういうことはないんだろうかと、この私ら

の意見はどう扱われるのかなと、そうなった時に委員の立場というのは、曖昧かなという印象を受けたわけで

すけれども、その辺のこの会議の書いてあるレジメの先の展開というのはどうなって行くのでしょうか。ちょ

っと教えてください。 

〇小田総合企画課長 

はい、意見をお伺いさせていただきまして、当然聞きっぱなしというわけでは当然ございませんので、お聞

きしたものにつきましては、最終的には総合的に判断して事業の中に活かしていくもの、あるいは残念ながら

活かせないものが出てくると思いますが、出た意見につきましては、当然何故反映したとか反映しなかったと

か、何故というところですね、それは明確にさせていただきたいと考えております。 



〇髙橋区長 

はい、ちょっと追加しますと、１年のサイクルが終わった後に、私どもの区政というものをご評価いただく、

そういう区政会議の視点もございますので、そこでですね意見が反映されなかった、しかもその理由について

はちょっと納得がいかないという場合は低い点を私どもが点けられるというあたりで１つのサイクルがまわっ

ていくというふうにご理解いただければなというふうに思います。繰り返しになりますけれども、いただいた

ご意見を放ったらかしにする、何のレスポンスなしに置いておくということは決していたしません。反映出来

るもの反映出来ないものがあるかと思います。反映できないものについては、理由なりあるいは今後の展望な

りをお示しするということに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。 

〇大木議長 

はい、よろしいでしょうか。私個人的に申しますとね、これだけの皆さん、優秀な方々にお集まりいただい

て、これありきの会ということであれば、即止めたらいいんです。私はそういう会議では今回はないと思いま

す。だから皆さん方のご意見をしっかりお聞きして、しっかりしたご批判をいただき、先程申しましたが批判

も受けます、いろいろ受けます。ただし、最終的には建設的な持続する住之江というものをめざして、そして

やっていきたいというのが、この会議の目的だと思いますので、個々の皆さん方の熱意をですね、どうぞご発

表いただけたらいいと思います。よろしくお願いいたします。 

他にいらっしゃいますか。はい、どうぞ。 

〇林委員 

すみません。今のもしかしたらこのご質問の趣旨から外れるかもしれないんですが、今後の進め方のことに

ちょっと絡んでくるので、またたぶん後ほどご説明いただけるのかなと思うんですけれども、すみません、ち

ょっと一件だけ。全体会に関しましては、いただいた資料を見ますと、現状平成２５年度の運営方針が策定さ

れているものについてのヒアリングだったりとか、そういう最終的には外部からの評価という形になるかと思

うんですけれども、各専門部会であるとか、それぞれの中身で扱うものなんですけれども、ひとつ書いていた

だいているのは平成２６年度の運営方針に向けての策定についてというのがひとつだと思うのですが、例えば

昨年の区政会議であったようなもので、何か喫緊の課題が行政サイドもしくはどこから入ってありましたよと、

それについて例えばこのスケジュールを決めた範囲の中でそれなりの意見をまとめて下さいとかっていうのは

発生する可能性はあるんですかね。それともそういうことはなく、原則今回こう決まっている平成２６年度に



向けての案作り、たたき台を今年度の専門部会でやってという形になるんでしょうか。 

〇小田総合企画課長 

はい、基本としましては先程申しましたように、方針とか運営方針に対する意見、あるいはその結果に対す

る評価ということになるわけですけどもね、委員の意見を求める事項というところが条例の５条にあるんです

けれども、その２項のところで、先程言った三つの他にですね、区長が区域内の基礎自治に関する施策等に関

して必要と認める事項について区政会議において委員の意見を求めることが出来るとありますので、それ以外

でも喫緊の課題等がありましたら逆にこちらから意見、テーマ提示をさせていただいて意見を伺うということ

は十分あり得ます。 

〇髙橋区長 

こちらからと今言いましたけれども、それだけに限らず「こんな課題を扱ったらどうやろう」それは、どん

どん問題提起していただいたらいいと思います。それで皆さんで議論した上で「これを扱おうか」というよう

なことを私共として判断していくということになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇大木議長 

はい、どうぞ。 

〇林委員 

すみません。あと１点だけなんですけれども、先程から話にでております、当然、平成２５年度については

そのような形で外部評価ということで携わることがあろうかと思うんですが、平成２６年度に関しましては、

基本的な部分でのどこまで取り入れてもらえるかどうかというのは別ですけれども、案の策定のところにも区

政会議として関わるという形をとるわけじゃないですか。それであれば、平成２６年度等に関しましては、私

達が例えば外部からの評価ではなく自分達が携わっているから自己評価という形になるのですかね。例えば、

ぶっちゃけた話、区政会議の方で圧倒的大多数で決まりましたと、それでこういうような新しい施策を何らか

な予算をつけてやりましょうと、区長さんもそれをOKしていただいてというようなことがもし仮にあった場

合ですね、それが思った効果を発揮しなかったであるとかということですね。 

〇髙橋区長 

そうですね。自己評価的な側面も出てくるこことはあるか思います。みんなで一緒に方針を作ってそれに対

する評価、区政に対する評価です。今の区政というのは、区役所だけでしようとするのではなくて、皆様の意



見もいただきながらしようということになっておりますので、若干、自己評価的な側面を含んでくるというの

は、そのとおりだと思います。 

よろしくお願いいたします。 

〇大木議長 

はい、ありがとうございました。 

〇長田委員 

はい、すみません。住之江連合地域活動協議会事務局の長田と申します。ちょっと勉強不足で、間違ってい

たらごめんなさい。この区政会議の会議の構成の中で、部会が四つですかね、一，二，三，四と。この四つの

魅力・ブランド部会、福祉・健康部会、安全・安心部会、子ども・教育部会という大きく四つに分けられた、

その経過といいますか、決定に至ったところを教えていただけますか。つまり、これ以外にもですね、いろい

ろあったかと思われるんですね。それのまず質問にお答えいただきたいということですね。 

〇小田総合企画課長 

たくさん課題はありますので、なかなか部会というのも全部作りきれないわけですけれども、この「将来ビ

ジョン」の大きな課題といいますか取り組み方針をうたっておりますので、そこのところから重要課題という

ことで四つの部会というのを設置を予定しております。 

〇大木議長 

どうぞ。 

〇長田委員 

つまり出席する委員はですね、この四つの部会に所属してそれぞれ部会のメンバーで議論していくことにな

るかと思いますけれども、この四つのテーマ意外にはですね、発言とかあるいは提案だとかですねそういった

ことは難しいんですかね。どうなんでしょう。 

〇髙橋区長 

はい、大体この四つでね、概ね９０パーセントぐらいは網羅しているのかなというふうに思うんです。もち

ろんこれ以外の部会を作ることをですね絶対否定するということはございません。議論の中でですね「ひとつ

部会をつくろや、増やそや」それはありだと思います。また、部会の中ででも、ちょっと深堀しよやというこ

とはワーキンググループを作ったりとかですね、その辺は柔軟にやっていきたいと思います。とりあえず船出



をですねこの形でしたらどうやろかということでご提示をさせていただいています。もし、何かこの辺がもれ

てんちゃうかと気になる点があったら。 

〇長田委員 

ちょっと気になる点が１つ。以前に年末２５日まで必着のですね「将来ビジョン（素案）」に対する意見とい

うことで、私、たぶん匿名だと思うんですが、名前を書いていませんから。提案というか意見を述べた。延べ

ただけなんですけれども、生涯学習のことについてですけど、私そういったことをやっている関係でですね、

そのビジョンの中にも一言だけ書いておられます。ほんの一言。そこがちょっと気になってまして、ビジョン

の何ページだったかな、資料４のビジョンの最後の方でした。１２ページに「すべての人が豊かに暮らせるま

ちづくりの推進」とこういうふうに柱を挙げておられるんですけれども、この中にずーっとありましてですね、

2 行目に「つながりを保ち、見守られ、支えられ、生涯にわたって学びあうまちづくりを行います」と、この

一言でうたわれ、まぁ一言で語られているといいますかね、そこが気になっています。つまり我々、高齢者社

会に生きる人間としてですね、いつまでも生きがいづくりといいますかね、そういったことをテーマにといい

ますか自分の何というか健康あるいは維持管理のためにいろいろな事を学んでいくと。そういったこともです

ね大きな生きがいになってるんじゃないかと思いましてね、こういった事を素案の中に入れてくれないかとい

う意見を匿名でしたけれどもメールで送りました。語られたことが一行だけだったので、そこが少しちょっと。 

〇髙橋区長 

その意見、覚えております。なにぶん深堀して書くだけのですねちょっと時間的な余裕がございませんでし

たので、とりあえず一行だけスピリットだけ入れておこうということで、今こうなっておりますけれども、こ

れを（区将来ビジョン）この運営方針をどう仕上げていくか、これからどう発展させていくかというのは、ま

さにこの会議でやっていきたいと思っておりますので、部会としましてはね、子ども・教育、教育の中にです

ね、当然生涯教育というのも入ってこようかと思いますので、そこで扱うのが適当かと思っておりますけども、

子どもの話とは違うんちゃうかというご意見でございましたら、またその時にワーキンググループを作るか何

か考えればいいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇大木議長 

はい、ありがとうございました。 

大変ご貴重なご意見をいただいておりますが、今日は第１回目でございまして、時間の制限もいろいろござ



いますので、皆様のご意見はですね、また各部会それから全体会の時にですねしっかりとご提案いただいてお

願いをしたい。 

では、とりあえず今日のレジメがありますので、次に進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 

〇栃村委員 

すみません。 

〇大木議長 

はい。 

〇栃村委員 

一個だけ。北加賀屋に住んでおります、栃村結貴子と申します。先程、小高さんですかね、一番最初にお話

を、ご意見いただいきました小高さんの意見と少し被るんですけれども、私達、はっきり言ってこちらに越し

てきて間もないです。住之江区民としての履歴が浅いんですけれども、なので皆様方がどのような活動をされ

て、どのように住之江区でずっと生きてこられたかというのが存じ上げない部分もたくさんあります。で、こ

の名簿をいただいたんですけれども、正直なところこの名簿だけでは、皆様方がどのようなことに興味があっ

て、どのような区政会議に意欲を持って参加されているのかが分かりにくいので、そういった資料みたいなも

のを作っていただけないかなと思います。公募する時に私達はこんなことに興味がありますというのを書いた

と思うんですけれども、そういったものでも構いませんので、皆さん、お仕事とかすごい忙しいと思うんです

けれども、プロフィールですか、例えば私なんかはたぶん皆さんから見て何だあの変な眼鏡をかけている子が

ここに座ってるねんというような、たぶん思いをされていると思うんですね。その私が魅力・ブランド会の部

会に入っている、まぁ何かきっと北加賀屋でおきているアートのことをやってはるんだろうなぁというような

印象を受けていただけるかもしれないですけれども、それはあくまで印象であって具体的にお話を交わす時に

すごく交わしにくいなと思うので、是非それをお願いできたらと思います。 

〇小田総合企画課長 

今、皆様方のプロフィールというんでしょうかありましたけれども、どうでしょう。皆様方の個人情報に関

わりますことなので、皆様方の了承を得ないと私共も何もいえないんですけれども。いかがでしょうか。公募

の方は、まぁ一定ですね書いていただいてますけれど、地域代表委員の方につきましては、住所・お名前・生



年月日ぐらいしか。なので、もう一度そのあたりをお聞きしないとすぐには出ないんですけれども。公募の方

もよろしいですか。その辺のところはお出ししても。 

〇小高委員 

今のご意見で、プロフィールというのも話、要はここの中で委員同士で交流しているというか打ち解ける場

所が全然無いので、あくまでも委員は委員なりにやってきている。で、プロフィールの紹介というのは、これ

はもうあくまでも個人の部分なので所定の用紙、様式を決めていただいてね皆さんに配布していただいて、そ

れでその部分で書いていただける方は書いていただくような形っていうので体裁は統一しておく方が多分いい

ので、その程度の中身でいいんでないでしょうかね。今で言ったら、フェイスブックも確かプロフィールを書

く時に自分で勝手に決める世界だったと思うんです。僕やったことがないのであれなんですけれども、読むと

そういう形なんで。その中で書いてそれぞれ任意で出すという形で、任意で出す部分についてはここの中の委

員さんは共有するというような形、いかがでしょうか。 

〇大木議長 

それでは皆さん、今のご意見、プロフィールということでございますが、個々の判断によってお出しすると

いうことで、皆さんよろしゅうございますか 

〇門委員 

はい、公募で委員になりました、門と申します。今、栃村さんの意見に私もね今日、どんな会議になるのか

わからなくてここへ座ってみてね、こう顔だけ名簿で照らし合わせて、おっしゃった事は私も部分的に賛成な

んです。こちらの小高さんがおっしゃったような形式で、自分の書ける範囲で差し支えない程度の自己紹介み

たいなものを出して、この委員の中で回覧していただくっていうことについては、それは私もいいかなぁと思

いますが、今日はこういう場だったのでそういう時間もないのかと思いますけれども、私はせめて部会の時な

んかにね、ちょっとそのメンバーで自己紹介ができるような、何かそういうのを最初に持っていただいたら、

それもいいかなという風に思っております。 

〇大木議長 

それでは、今そういうご意見がございましたが、皆さん、これは皆さん方の総意でないとちょっと困ります

のでね、とりあえずそれでは事務局の方からプロフィールの雛形を作っていただいて、自分でこれはいいと書

いてもいいという方だけ書いていただいて取りまとめると、私はどうしても嫌だという方は書かなくてもいい



と言う様な状態でよろしゅうございますかね。また、今後この会議は私も初めてで分かりませんが、その方が

今まで何をされていたかとどうされてきたかということは問題になっているんではなしに、総合的にこの区政

というものにどう関わっていくかということが大事な事だと思いますのでね、その辺を皆さんご了解いただき

まして、自主判断ということでよろしゅうございますか。 

では、先に進めさせていただきます。それでは、「住之江区将来ビジョン」について、それから第３の平成２

５年度区運営方針・予算についてということで事務局の方からご報告をいただきます。 

〇髙橋区長 

（スライド使用） 

はい、冒頭ちょっと僕の方からですね「将来ビジョン」というものについてご説明をさせていただきます。

聞きなれない言葉かもしれません。住之江区のですね、将来ビジョンというのをですね、私共職員の方で案を

作らせてもらって、パブリックコメント区民の民さんのご意見をホームページ等で伺いながらですね、作って

きたものでございます。 

これは、住之江区が将来何めざしていくねん、どんなまちめざしていくねんということを書いてあります。

書いてありますけれども、これはね今現在のものでございまして、平成２６年度版はこれをもとに、どんどん

どんどん皆様で意見をいただければ手を入れていくという性質のものでございます。この将来ビジョンの基に

ですね各年度各年度何していくのかというお話があるんですけれども、それが次にご説明する運営方針という

ものでございます。「将来ビジョン」と「運営方針」はそういう関係にございます。 

将来ビジョン、今住之江区何めざしてんねんということなんですが、いろいろご意見をいただきながら私共

でも知恵を絞りながら今こんなことを考えています。 

住之江区に住み、働き、学ぶ人々が、未来への夢と希望を持って、安心・安全に、いきいきと、そして幸せ

に暮らすまちということでございます。 

安心・安全というところに本当にたくさんの、この四文字の中にたくさんのことが入っています。 

高齢者が安心に暮らせる、子ども達が安心に通学できる、災害がきた時に安全に避難できる、いろんなことが

ここに盛り込まれております。 

そして、いきいきと、これはまちがもっともっと活性化せえへんやろか、商店街がもう一度元気になれへん

やろか、そんなことがいろいろここに盛り込まれています。 



最終的には皆さんが、我々区民が幸せになる、そういうまちをめざしたいよねということなんですけれども、

ちょっとポイントが赤で書いております、未来への夢と希望、高齢者の方が安心に、子どもさんが安全に、そ

のあたりはどこの区でもめざすことです。ただですね、住之江区ってどうでしょうか。２４区で一番広い面積

を持っている、そして関西空港・伊丹空港のどちらも、神戸空港も車で３０分程乗ったら着いてしまう。もの

すごい海外へのアクセスが良い。 

また、歴史も豊かだし人の気持ち、私もいろいろな区を見てきましたけれども、ものすごくあったかくて熱

いです。人のエネルギーがある人間のエネルギーがあるように思います。それに大企業もたくさんある。そう

いうですね、ものすごい未来・将来への可能性があるまちだと僕は思っています。そういう可能性を未来への

夢と希望ということで書いておりまして、これがですねうちの将来ビジョンの他の区と比べた時の一番の特徴

でございます。 

人間がね動くエネルギーは僕３つあると思います。ひとつはお金。ひとつは危機感。みっつ目が夢と希望で

あります。お金で動く、これは大事なことなんですけれどもちょっとそれだけだったら寂しいよね。また今お

金が行政関係・公共関係でいうと非常に乏しくなってきている時代であります。高齢化が進んで税収が少なく

なってくる、それは仕方のないこと。お金はあまりあてに出来ない。危機感で動く。地震がきた時にワーッと

火事場の底力が出ます。でもそれは長続きせえへん。人間というのはやっぱり夢と希望でもって動いていく、

まちが動いていく、まちが活性していく。それが僕は一番大事だと思っています。そのためにどうしたらいい

のかというのは議論の中で私達も一日の事業の中で工夫しておりますけれども、皆様にもお知恵をいただきな

がらいろいろ作っていきたいと思っているところでございます。それでは、続きをよろしくお願いいたします。 

〇西川経営課長 

（スライド使用） 

経営課長の西川です。それでは引き続きまして将来ビジョンと平成２５度の区の運営方針についてパワーポ

イントで説明させていただきます。 

今、区長の方から区の目標ということでご紹介がありました、次のスライドですけれども、それを達成する

ための区の将来像でございます。 

まず一点目が、「幅広い世代が未来に向けた夢と希望をもっていきいきと暮らし、学び、輝くまち」ということ

でございます。 



二点目が、「区民の皆さんが夢を語り合い、未来を創造できる場がたくさんあるまち」をめざします。 

三点目です。 「ひとつのブランドとして輝く住之江区のまち」ということでございます。 

四点目が、「未来を担う子どもが育ち、力をつけるまち」をめざします。 

そして、「地域や様々な活動主体と行政が力を合わせながら支えていくまち」をめざします。 

最後に、「災害に強く、幅広い世代が暮らしやすいまち」をめざしていく。このような将来像を持って、毎年各

種の施策・事業を進めてまいります。 

それでは、今の区がかかえる課題・現状等について簡単にご説明いたします。 

まず一点目、これは日本全国、大阪市も全てにあたることですけれども、少子高齢化が進んでおる、中でも住

之江区については、急速にこれが進んでおるということで、高齢者の人口比率がこれ平成７年の国勢調査です。

６５歳以上が１１．２％、市内の区では２２位だったんですけれども平成２２年度の国勢調査では２２．９％

ということで、市内１２位になっております。増加率でいいますと市内４位ということです。 

それから、１５歳未満の年少者人口の比率については、１７．２％、市内第３位が１２．２％市内第８位とい

うことで、減少率は市内１位ということになっております。このように急速に進んでおるということでござい

ます。 

二点目が産業の不振です。南港を抱えておるんですけれども、入港船舶数が約３０％減少しております。これ

は平成１４年と比べてございます。それから、かつて木津川沿いに栄えた造船業が船舶の大型化等に伴いまし

て、事業所が移転等で業者数が減っておるということ、それから住之江区の特徴的産業であります木材産業で

ございますが、輸入の形態が変わったこと等に伴いまして、加工木材量の取り扱いが減少しておるというよう

な産業の不振がございます。 

次、魅力はいろいろあるんですけれども、潜在力はいろいろあるんですけれども、それが区の魅力に結びつい

ていない。一言で言い表すとイメージがないという住之江区ですけれどもいろいろあるということで、例えば、

名村の近代化産業遺産付近でのアート活動等もございます。南港造形高校もございますし、木材のまちとして

のアートの輝きもございます。それから、住吉大社の門前町としての歴史的遺産等の景観もございます。また、

南港では若者のポップカルチャーということでコスプレ等のイベントが盛んに開催されたりというような、い

ろいろな潜在力を持っているんですけれども、これが結びついていないということでございます。 

次が安心・安全のための対策の強化の必要性です。住之江区は周囲３方が海と川に接しております。囲まれて



おります。加えて海抜は、ほとんど３メートル前後ということで低い海抜にあります。このため将来的に発生

が危惧されております東南海トラフの地震で津波被害が非常に危惧されるというような状態がございます。 

それから南港地区でございますが、街開きから３０年が経過して、ポートタウンも非常に老朽化が進んでおり

ます。インフラ整備についてもかなり老朽化が進んでおりますし、人口の減少、少子高齢化が非常に進んでお

るというな状況にあります。 

次が、小児・周産期医療の体制が不十分ということで、この間大阪市会でもいろいろ議論がございましたが、

住吉市民病院が唯一の分娩取り扱い施設なんですけれども、これが府の急性期医療センターの方に移されると

いうことで問題になっております。例えば、医療施設取り扱い分娩件数と出生数の比率、平成２２年度では大

阪市の北部が１０８．６％に対して市南部では７３．７％ということで分娩取り扱い件数が産科の医療機関の

件数が少ないという状況です。それから小児救急の搬送の受け入れの割合も非常に低い状況となっております。 

このような中で、今後の方向性でございますが、まず一つ目が「未来に向けて輝くまちづくり」をめざしま

す。 

住之江区「夢・未来創造」プロジェクトの推進ということで、区民の皆さんが、未来を語り合い、明るい夢を

創造する場をつくり、そこで創造した夢のひとつひとつについて実行委員会などを立ち上げ、それぞれの夢の

実現に向けて活動していただくのをコーディネートするといったものです。 

それからもう一つが、区内の課題を解決し、資金が循環する仕組みを構築していきます。 

次が「住之江ブランド創出」プロジェクトの推進ということです。先程、アートの話をしましたけれども、こ

れらアートをキーワードとしたまちの活性化の旗印と掲げて、地域への愛情を誇りに高めるとともに、区内外

への住之江の魅力の発信としてまいります。 

次が、「すみのえ太陽の子」プロジェクトの推進です。これは、未来に向けて市民ファンドを活用した太陽光発

電事業などを立ち上げ、そこから売益などの収益等を活用して子どもの学力向上などへの投資を継続的に行う

仕組みをつくるプロジェクトのことでございます。 

次が「学力向上と教育環境の整備」でございます。南港も抱えておるということで、海外交流に有利な住之江

区にふさわしい国際感覚と語学力を向上させ、将来への夢を持った子ども達を育てていくというものです。 

次が「すみのえ子育てしやす区」プロジェクトの推進ということで、保育士・保健師等の専門職の職員が子育

てを支援することが出来る仕組みづくりを行います。また、保育ママ制度を最大限活用して待機児童の解消を



図る、放課後児童保育において預かり時間の延長等導入するなど、子育てのしやすいまちをめざします。 

次が二つ目の柱でございますが、「大きな公共を担う活力ある地域づくり」ということで、昔と違いまして地

域・各地域の様々な課題というものが生じております。それを行政だけで解決していくことは、なかなか難し

い状況にありまして、行政をはじめ地域、またいろいろな団体と大きな公共を支えあっていくということでご

ざいます。それで地域課題や支援など地域の実情を最もよく知っていただいている住民等に中心となって担っ

ていただいて、様々な協力関係による取り組みを継承・発展させ大きな公共を担う活力ある地域社会づくりを

推進していくというものでございます。 

次が「若い世代の地域まちづくり拡大」プロジェクトの推進です。ラウンドテーブル等を開催しまして、若い

世代を含む幅広い世代の方に地域まちづくり活動へ参加してもらうことで、人のつながりまた各種団体間の連

携をコーディネートしていくというものでございます。 

次が「安心・安全なまちづくり」でございます。 

わがまち防災プラン策定プロジェクトの推進ということで、各地域地域の特性や事情を考慮した防災プランを

策定するとともに、津波の場合の避難ビルまた福祉避難所など災害時の区民の受け入れ態勢を整備してまいり

ます。 

次が「まちを守る中学生」プロジェクトの推進ということで、中学生に防災の基礎知識を身につけてもらっ

て、中学生として災害時に何ができるかを考え、学校独自の防災手帳を作成し配付します。東日本大震災でも

中学生が小学生の手をひいて避難したというような話がございます。こういったことから中学生に基礎知識を

つけていただきたいと思っております。 

次が「まちの危ないうかがい隊」プロジェクトの推進ということで、街頭アンケートを実施し、区民の皆さん

から広く意見を聞き、まちの危ないポイントを取りまとめ街頭犯罪また事故の未然防止に取り組んでまいりま

す。 

次が「幅広い世代が暮らしやすいまちづくり」でございます。 

コミュニティビジネスを活用した地域交通を促進します。ＮＰＯ等との協働による新しい事業を区内に展開し、

高齢者や障がい者等の外出を促し、地域コミュニティへの参加機会を創出し、すみよいまちづくりへとつなげ

てまいります。 

次が「すべての人が豊かに暮らせるまちづくり」の推進でございます。 



この３月末に地域活動協議会が１４全地域で立ち上げられました。この後の取り組みと連携しまして、すべて

の区民が地域コミュニティとのつながりを保ち、見守られ、支えられ、生涯にわたって学びあうまちづくりを

すすめてまいります。 

次が「虐待防止あったかネット」プロジェクトの推進ということで、子育て支援室の周知また区民の方を対象

に地域で虐待防止サポーターを養成し、児童や高齢者、障がい者等虐待防止にタッグを組んで対応していくと

いうような仕組みをつくってまいります。 

次が「自律した自治体型の区政運営」でございます。 

このような本日の区政会議をはじめ区民のフォーラム、また区民モニターアンケート、各種イベントでのアン

ケート等で区民の意見・ニーズを集約し、次の施策展開の方向性等を検討してまいります。 

次は、区内の問題だけではなくて広域行政にもまたがる課題の取り組みでございます。 

課題でも申しましたとおり、南港・咲洲地区の問題でございますが、南港・咲洲地域の将来像「咲洲リバイタ

ルプラン」を策定してまいります。これらについては、関係部局もかなりございまして、それらとテーブルを

囲んでいろいろ検討しながら策定してまいる予定としております。 

最後が小児・周産期医療の充実でございます。 

医療資源の有効活用等によりまして、地域の小児・周産期医療の充実を図るとともに、必要に応じて住吉母子

医療センターへの良好なアクセスを確保するための検討を行います。 

簡単でございますが、このような形で今後５年間、平成２４年度からの５年間で住之江区の将来ビジョンと

いうことで取りまとめております。 

引き続きまして、それを実現、将来ビジョンを実現していくための平成２５年度の運営方針でございます。 

平成２５年度に将来ビジョンを実現していくために住之江区としてどういった取り組みを行っていくかについ

て予算も合わせて簡単に説明いたします。区の目標については、先程将来ビジョンでも申しましたとおりでご

ざいます。 

それに対して住之江区の使命でございますが、未来への夢と希望を持つまちとしていくこと。 

また、住之江区をひとつのブランドとしていくこと。 

豊かな地域社会、様々な団体等との協働、地域の自律的な運営等、大きな公共を支えていくような地域をつく

ること。 



そして災害に強いまちをつくること。 

若い世代が輝き、子どもが育ち、高齢者がいきいきと暮らし、企業や商店が光る幸せなまちをつくることでご

ざいます。 

平成２５年度は、住之江区将来ビジョンの入り口の時期にあたる年でございまして、重点的な取り組みとしま

しては、自律的な地域運営の立ち上げ、また市民ファンドの仕組みの構築、教育力のアップ、アートによる区

のブランド化等、まちの活気を取りもどす取り組みに加えまして、安全・安心の取り組み、これらを重点的に

取り組んでいくこととしております。 

一つ目、未来に向けて輝くまちづくりということで、区民のみなさんが明るい未来に向けての夢を持てるま

ちをめざして、住之江区「夢・未来創造」プロジェクトの推進として「ハートフルマネーすみのえ」という事

業に３００万円を計上しております。これは市民ファンド等を活用しまして区内の課題解決に向けた事業に対

する資金面での支援を行うための仕組みをつくるためのものでございます。 

次が住之江のブランド化に向けて、近代産業遺産の名村造船所大阪工場跡地から歴史的建造物等を活用したア

ートイベント開催等で６３４万を計上しております。 

次が「すみのえ太陽の子」プロジェクトの推進でございます。先程も説明いたしましたが、子どもの学力向上

への投資のための財源を確保するために太陽光発電事業を活用した事業の仕組みを検討してまいります。 

学力向上・教育環境の整備のために、区内の市立中学生の英語検定の受験に１３４万円、それからスクールカ

ウンセラーの増員、小・中学校への発達障がいサポートボランティアの配置等々で合計１６３２万円を予算計

上しております。 

住之江「子育てしやす区」プロジェクトとして、子育てサロンへの保育士の派遣、家庭児童相談員の増員、保

育所待機児童の解消に向けての取組み、虐待防止プロジェクト等々で４１４０万円を計上しております。 

次が大きな公共を担う活力ある地域づくりのために、様々な地域課題に取り組む自律的な地域運営を支援し

ていくということで、市民による地域運営の活性化に向けて各地域で設立された地域活動協議会への一括補助

金として５１４０万円を計上するとともに、市が行っている事業の社会的ビジネス化に向けた検討を進めてま

いります。 

また若い世代に地域活動に参加していただけるよう、ラウンドテーブル等々を開催することを支援してまいり

ます。 



地域と多様な団体等との協働を進めるため、区役所内に情報交流の場ということで、きずなステーションとい

う場所を設置する予定でございまして、設備費を計上しております。 

次が安全・安心なまちづくりでございます。 

防災の新たな担い手や地域の防災力の向上に向けて、各連合町会単位での事前学習会の開催等、自主防災体制

確立のための支援、また各地域の実情に応じた防災プランの作成の支援、津波避難ビル、福祉避難所の確保等々

で４４２万円を計上いたしております。 

二点目が中学生を対象とした防災講座研修会の開催等々で３６万円を計上しております。 

三点目が区民の安全・安心を担う総合拠点としての区役所をめざし、まちの危ないうかがい隊の充実等、また

放置自転車対策等で１３４９万円を計上いたしております。 

次に幅広い世代が暮らしやすいまちづくりということで、子どもから高齢者、障がい者等、すべての世代が

地域で支えあうまちづくり、まちをめざして、コミュニティビジネスによる地域交通の育成に向けて、高齢者・

障がい者等の外出に支援が必要な区民の方の移動手段を確保するため、実証実験を経てＮＰＯとの協働による

事業化をめざすということで１６２４万円を計上しております。これは「さざぴー号」ということで、７月１

日、昨日から実証実験ということで２ルートでの運行を開始したところでございます。 

また地域の小児・周産期医療の充実に向けて、関係局と連携しながら進めてまいります。 

それからすべての人が豊かに暮らせるまち、まちづくりの推進ということで、宅配業者と連携した高齢者等の

安否確認を行う「こころの宅配便」事業、これは試行ですけれども、また人権啓発の取り組み等で３２９万円

を計上いたしております。 

次が虐待防止の取り組みの推進ということで、「虐待防止あったかネット」プロジェクトの推進としまして、虐

待防止サポーターの育成等で５６０万円を計上いたしております。 

また健康づくりと生活習慣病ということで、健康展の開催等で７万円を計上いたしております。 

次がボランティア活動の推進による区民のまちづくりの参加の促進ということで、花と緑のまちづくりという

ことで１３４万円を計上しております。 

最後に南港・咲洲地域の将来像「リバイタルプラン」の検討を推進してまいるということにしております。 

最後ですけれども、自律した自治体型の区政運営ということで、区長が区民のニーズをお聞きし、施策や事

業の改善につなげていく。また、前向きの職場風土を定着させてまいります。そのために区の施策の方向性を



決定する仕組みとして、本日開催いたしております区政会議の開催でありますとか、区民モニターアンケート

の開催等で１４３万円を計上いたしております。 

次が区民から信頼される利便性の高い区役所づくりということで、窓口サービスの改善等を進めてまいりたい

と考えております。 

次が地域情報の発信機能の強化に向けまして、広報紙でありますとか区のホームページの充実、またソーシャ

ルネットワーク等を用いて迅速な情報発信、また効果的な広報の検討等を行っていくということで１２３７万

円を計上しております。 

これらのいろいろな取り組みを進めていくということで、改革を担う職員づくりということで、若手職員によ

る元気アップチームの活動の充実でありますとか、外部講師を招いての職員研修等で１２万円を計上しており

ます。 

最後は行政区のブロック化ということで、大都市制度における基礎自治体の移行に向けて区長会議等々で案が

検討されてまいります。案の策定にあたりましては、区民への説明でありますとか意見聴取を経て確定してま

いることとしております。 

以上、簡単でございますが住之江区の将来ビジョンとそれを実現させていくための平成２５年度の運営方針

の取り組みについての説明とさせていただきます。 

〇大木議長 

はい、皆さんご苦労様でございます。 

ただいま事務局の方から過去・現在・未来といういろいろな方面のビジョンを示していただきましたが、こ

のビジョンに沿って各部会が専門部会が今後こういう検討をしていただきまして、そして良い方針をしていた

だきますのが幸いかと思いますが、この件につきましてですね質疑応答の時間をとっておりましたが、これだ

け広範囲になっておりますが、もう少し時間があるそうでございますので、この今の説明につきまして、質疑

応答をしていただきたいと思いますが、ご意見のある方はどうぞ。はい、どうぞ。 

〇坂下委員 

公募委員の坂下です。 

将来ビジョンをずっと述べられている中でですね課題等もいっぱいありますね。で、部会の中でこれらに向

けての意見や協議・提案を話し合っていくということなんですけど、現状がどうなのか、ここでの課題があっ



て課題の問題点がどうなのか、今まですでに進められていることについては検証もされていることと思います

ので、そういったところをお持ちだと思うんですね。問題だっていうことが何故それが問題と今考えられてい

るのか、そういった資料をその部会の時にですねいただけますと、それについて提案をしたり問題点等考えら

れていることが見方を変えればいやそれは問題点じゃないよということになるかもしれません。そうすること

で、短い時間の中この１年間の中で部会会議をするとしても限られた回数ですので、そうロスのないような形

で資料をいただければ、もっともっと濃密な話が出来るんじゃないかなと思います。ですので、それを事務局

さんの方でご用意いただければと思うのですが。 

〇小田総合企画課長 

はい、現状の課題の数値ですかね。 

〇坂下委員 

数値というか概要でも、数値が必要なものもあるでしょうし、例えば今、一番最初の区の特性と課題、年少

者の人口比率が下がっていると、そういったことについても何故下がっているのか、高齢者というのはどんど

んどんどん長生きしていってますし、人が増える。年少者が減っているというのは、年少者が外へ出ていって

いるのか、出生率が減ってきているから全体的にそうなっているのか、そうなると全体同じような比率になる

と思うんですけど。そこに何故かというところから問題点に対する対策というか、こうしたらいいんではない

かというアイデアが出てくると思うんですね。それは、この中のいろいろな方にみんな関わってくることがか

なり多いと思うんです。ですので、特に問題点である、課題であるということについて、今何故それが問題点

であると考えられているのかという資料をいただければ、それについてそうしたらその問題点についてどうし

たら解決していける、どういう風に改善していけるという議論に入れると思うんです。 

その点、何もなければ課題・問題点ですということでどうしようかと、何もないところから始めるのとスタ

ート地点が大分違うと思うんですね。そのための何らかの資料、具体的なものもあるでしょうしもっと曖昧な

ものもあると思いますけど、そういったものをいただければと思います。 

〇小田総合企画課長 

今日は、運営方針も概要的なものをお話させていただきましたけれども、ホームページの方にもですね運営

方針そのものを実は出させていただいてまして、そこのところにも課題をですね書かせてもらって、それに対

する戦略でありますとか具体的取り組みということも公表させていただいてますので、もしそれでもまだ不足



であるということがあるかと思うんですが、一度ご覧になっていただきまして、まだこの辺が足りないよとい

うところがありましたら、またその辺については資料を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

〇大木議長 

はい、どうぞ。 

〇坂下委員 

今、インターネットで出しておられるということなんですけれども、たぶん全ての人が見れる環境にないと

思うんです。その部分で見ていただいてということを言われると見れない人がいてるので、その辺は何か対策

を考えてください。 

〇大木議長 

そのとおりでございましてね、インターネットとかいろんなことが進んでおりますが、この中で皆さんが全

部見られるという、私も見られませんのでね、必ずね紙の文章で、今（坂下委員が）おっしゃったように、こ

れがこうっだたからこうする、これに対するこういう予算にしましたとかこういう行事をするですとかいうこ

とを書いていただければね非常にわかりやすいなという気がしますが、その辺は今後の事務局に課題としてで

すねやっていきたいと思います。それでは、他の。はい、どうぞ。 

〇佐野委員 

さざんか平林協議会の佐野と申します。今の５ページ目のね幅広い世代が暮らしやすいまちづくりとあるん

ですけれど、私今地域の方で福祉関係の方に力を入れて、高齢者の方の力をいれてやっているんですけれど、

ここにコミュニティビジネスっていうのが福祉バスが７月１日から今のところうちの方は週に２日走るように

なってるんですけれどもね、これと後、虐待防止あったかネットの高齢者の虐待、それとすべての人が豊かに

暮らせるまちづくりの推進とかでこころの宅配便事業とあるんですけれど、これからどんどん、どんどん高齢

化していく中でね、決して若い方には進まないんですけれど、どんどん今また住之江区も高齢者が増えている

中でね、こんなに多いのに本当にこれだけで高齢者の方の、高齢者の方に満足していただけるようなまちづく

りが出来るんでしょうかというのが疑問です。 

〇髙橋区長 

はい、そこをね、まさに部会でちょっとしっかり揉んでいきたいなという風に思っていますので、是非その



時にご意見をいただきたいと思っています。今これだけでとおっしゃいますのは金額的に少ないよねとか事業

が少ないよねと。 

〇佐野委員 

事業も少ないし、金額的にもねこの虐待防止あったかネットっていうのは、子どもの方もありますよね。 

〇髙橋区長 

はい。 

〇佐野委員 

高齢者ももちろん今虐待されているところもあるんですけれど、それとこころの宅配便事業っていうのは、

どこか業者が入るわけですよね。宅配便事業ということは。 

〇髙橋区長 

これは宅配便事業者がＣＳＲといいますか、企業の社会貢献で宅配するために地域を回る時に、地域と連携

して１人暮らしの高齢者のお宅をちょっとのぞこうやないかという事業です。 

〇佐野委員 

これはでもネットワークの方と今の食事サービスっていうのが廃止になりましたけれど、多分地域では廃止

されてないと思うんです。そういう業者にお金をかけるのがいいのか。 

〇髙橋区長 

これは、業者にはお金を渡していないです。業者が自分で回ってはります。ただね、回るにあたって、何も

なかったら高齢者のですねおうちのノックもしにくいだろうということで、印刷物でしたかね。ちょっとした

カイロとかちょっとした石鹸とかをお渡しするというための費用です。 

〇佐野委員 

そしたら今ね、そしたら地域のネットワーク委員さん、各地域のネットワーク委員さんが月に一回高齢者の

方へね回ってちょっとですけれどもうちの場合だったら、手ぶらで行くのは何だからといってヤクルトとかを

ね持って行って、今皆さんすごい顔なじみになっているところへ、またよそのその他の企業の方がそうやって

行くっていうのも、もっとそれだったらそういうボランティアを増やしてそっちの方へ少しお金を入れていた

だいたら助かるかなと私達は思うんですけど。 

〇髙橋区長 



それはまた議論をしたいと思っています。これねおっしゃるとおりネットワークの皆さん、地域の皆さん、

あるいは民生委員の皆さんが一生懸命こう１人暮らしのですね、高齢者を見守っていただいてますところへ業

者さんがですね企業の社会貢献で被せて回るということ、これはきだけをつることになりはしないかというこ

とは、非常に心配でございます。そのことで業者さんから申し入れがあって、あったんですけれども一旦試験

的なことにさせて欲しいということで、今住之江地域なんですけれども、住之江地域でそれが果たしてうまい

こといくものかどうかということを今実験をしている、試験をしている段階なんです。それは住之江地域のご

協力をいただいた上で、もちろん住之江の地域の皆さんとご議論いただいた上、そういうものでございますの

で、これをこう全体に区役所が一方的に押し及ぼそうとは今考えておりませんので、そこはご安心いただけれ

ばなと思います。 

〇大木議長 

はい、ありがとうございました。時間も参りましてね、この問題はですね、この専門部会がありますね。そ

の中で活発なご意見をいただいて、そして最終的にそれを取りまとめて、そしてまた全体会でねどうするかと

いうことを諮っていきたいと思いますので、どうぞ皆さん方、専門部会の方でですねその意見を出していただ

いて、検討をしていただきたいと思いますが、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは、ご意見をねお

一人一人いただきたいんですが、また今申しました、その専門部会の方でですねご意見をいただきまして次に

進みたいと思います。 

〇門委員 

すみません。一点だけ。マイクなくても声が。私、さざんかの４月号を見せていただいた時に、えっという

ふうに思っていて、それで、ちょうど５月号で募集していたので、さざんか４月号が私の募集動機になったこ

ともあるんですけれども、ここに関連予算で今のご説明があったんですけれども、子供達の問題なんですが、

これは部会で揉んでといっても時期も経過するのでご質問したいんですが、スクールカウンセラーを一名増員

してという風に書いていただいてます。これは私いいことだなぁと思っておりますけれども、区としてスクー

ルカウンセラーを雇うというのか、配置をされるのかということで、それだったらもう早くしていただかなけ

ればというふうに思っていたので、こういうことなんかについて非常にちょっと興味を持ったので、募集した

一因でもありましたので、お尋ねしたいと思います。 

〇髙橋区長 



（担当課長へ問）はい、スクールカウンセラーはですね、すでに配置されているよね。 

今までの教育委員会の配置しているスクールカウンセラーに足すという形で一体的にですね運用しており

ますので、そこの点は教育委員会と区がバラバラなことにならないように、そこは教育委員会事務局の方

と連携をとってやっております。そして既に配置をしております。 

〇大木議長 

ありがとうございました。それではですね、第４番目の平成２４年度運営方針についての自己評価というこ

とで、事務局の方から発表をしていただきます。 

皆さん、長時間にわたっていますが、自然現象はよろしゅうございますか。もしあれだったら、５分間くら

いの休憩もいけると思いますがいいですか。じゃあ、５分間休憩をとります。 

（休憩） 

皆さん、それではおそれいります。席の方へお着きいただきますようにお願いいたします。 

〇西川経営課長 

（スライド使用） 

それでは、平成２４年度の運営方針の実施状況についてご説明させていただきます。座って説明させていた

だきます。 

まず一点目の「未来に向けて輝くまちづくり」でございますが、これについては先程から説明しているのと

同じでございますので、省かせていただきます。 

「すみのえ夢・未来創造」プロジェクトの推進ということで、具体な取り組みとしては、各地域４地域でラウ

ンドテーブルを開催いたしました。また、市民ファンドの事業スキームの構築について検討してまいりました。 

「住之江ブランドの創出」プロジェクトの推進につきましては、住之江アートフェスタ＆ベイ＆リバーサイド

パーティを開催いたしました。海外アーティストと地域住民等によるウォールペインティングを実施いたしま

した。 

二点目の「災害に強いまちづくり」でございます。 

「わがまち防災プラン策定」プロジェクトの推進でございます。区内全１４連合町会で、避難所開設及び津波

避難訓練を実施いたしました。また、２連合町会で地域防災訓練時にＩＴを活用した訓練を実施いたしました。

また、職員を対象とした情報収集研修の実施、住之江区防災フェアの開催、またツイッターでのリアルタイム



での防災情報の発信等に努めてまいりました。 

「まちを守る中学生」プロジェクトの推進でございます。区内全７校で防災出前講座の実施、２校で防災専門

家による防災研修会を実施後に防災手帳を作成し、概要版を全校生徒に配布いたしました。 

三点目「幅広い世代が暮らしやすいまちづくり」でございます。 

「すべての人が豊かに暮らせるまちづくり」の推進ということで、区青少年育成推進大会および住之江区地域

福祉アクションプラン推進大会を開催いたしました。 

「まちの危ないうかがい隊」プロジェクトの推進でございます。自転車ワイヤーロック及びひったくり防止カ

バーの配付キャンペーンの実施、それから青色防犯パトロールの実施、まちの危ないうかがい隊を発足し区民

への聞き取り調査を実施し、それを基にまちの危ないポイントを整理いたしました。 

四点目「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」につきましては、市民による地域運営の活性化という

ことで、地域団体への協力要請を行いまして３月に全地域において地域活動協議会を設立していただきました。 

多様な協働ということで、平林まつりへの参加、音楽で東北へエールを送ろうに参加等々の取り組みを行った

ところです。 

五点目「自律した自治体型の区政運営」でございます。 

「多様な区民の意見やニーズを区政に反映させる仕組みづくり」ということで、窓口における待ち時間・動線

等の調査、またイベントや健診時等のアンケートの実施、区民モニターアンケートの実施、まちの危ないうか

がい隊による区民への聞き取り、また区内幼稚園・保育園・保育所・小学校の保護者に対しての記入式の防犯

アンケートの実施。 

改革を担う職員づくりにつきましては、内部講師養成・育成プランの検討、また認知症サポーター養成講座の

実施、それから住之江区職員力向上基本プランの策定を行ったところでございます。 

以上、走りましたけれども平成２４年度の取り組みとしましては、各課題に対してこのような具体な取り組み

を行ったところでございます。目標については、概ね達成できたものと判断しておりまして、これらの取り組

みを平成２５年度の取り組みにも反映して進めておるところでございます。 

ただ、まちの活性化のためには、若い世代の区政の、区政や地域活動への参加が不可欠でございますが、現

状としてはこれら不十分となっておりますので、例えばソーシャルネットワーク等を積極的に活用するといっ

た広報手段の検討により、いろんな興味を持っていただけるというような方法を考えておるところでございま



す。また区政改革を推し進めて行くためには、その担い手となる職員のモチベーションの向上をいかに図って

いくかが重要でございまして、区役所におきましても職員の表彰制度の活用と職員のやる気を出しながら意識

改革を進めていきたいと考えておるところでございます。 

以上、簡単でございますが平成２４年度運営方針の実施状況の説明とさせていただきます。 

〇大木議長 

はい、ありがとうございました。今の自己評価についてですね、概ねということをおっしゃいましたが、さ

ぁそれがどうかということもちょっと疑問に思われた方もおられると思いますが、この会議を通じてですね、

次回にですね、この結果が皆さん良かったなというようになればほんまもんですが、まぁ今後の皆さん方のご

活躍をご期待を申し上げまして、お一人かお二人の質疑に入りたいと思いますが、いかがでしょうか。おられ

ますか。はい、どうぞ。 

〇林議員 

すみません、次回以降のですね日程等々に関してなんですけども、おそらく専門部会が次という形のタイム

テーブルになってくると思うんですが、おそらく初回は事務局の方中心に日程設定していただいて、例えば各

専門部会ごとにおそらく開催の頻度であるとか回数が変わってくるかと思うんですが、それはその時にまず一

発目はその詳細の詰めの話をするという理解でよろしいんでしょうかね。 

〇小田総合企画課長 

そうですね。まずこちらから素案でないですけど提案させていただきまして、その中で回数とかテーマを一

定提示させていただきますけれども、その中でまだ不足等がありましたらテーマも考えていただくということ

です。基本的には、区役所側からテーマ等も提唱させていただきます。回数につきましてもだいたいまぁこの

くらいでという提示をさせていただきます。 

〇林委員 

提示いただいたものはものとしてなんですけれども、１回目とか部会等とかでこれに関してはじゃぁこうい

うふうに変更しましょうというのがあればそれは聞いていただける感じ。 

〇小田総合企画課長 

意見としてそうです。 

〇林委員 



はい、わかりました。 

〇大木議長 

はい、ありがとうございました。あとお一人。はい、どうぞ。 

〇小高委員 

報告の中でね、少し用語というのが、ＣＳＯ運営委員会だとかもう一つは何だったかＰＤＣＡサイクルって

いうそういう用語が出てくるんですけれども、どこかに解説等を入れておいていただいたら非常に助かるんで

すけれども、それと後、行政用語っていうんですかね役所言葉が非常に目立つのでその辺で分かりにくいのは

解説があればなぁと思って、我々は一般の市民の中で物を見るんで、専門的な用語については聞くのも非常に

はばかれる部分を持ちますので、その辺のところをご配慮お願いしたいなと、よろしくお願いいたします。 

〇大木議長 

はい、ごもっともです。日本人ですから横文字なしでね、日本語で言ってもらったらいいんじゃないかと思

いますが、ご意見をいただけますか。 

〇髙橋区長 

すみません、出来るだけわかりやすくしてまいります。そうですね、どうしても横文字が日本語にならない

ケースはちょっと説明をつけるとかですね工夫してまいります。ちょっと説明を加えるとかをしますので、ど

うも申し訳ございません。ありがとうございます。 

〇大木議長 

はい、それでは次に進みたいと思いますが、本日、大変お忙しい中を府議会の先生、それから市議会の先生

がご出席いただいて、ご意見と全体的なもをお聞きいただきまして、先生方のご協力がなければこの問題は解

決しませんので、どうぞ先生方のですね今までのこの会議の意見の中であ～こうだなというようなご意見がご

ざいましたらですね、ひとつ力強いご意見をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

〇片山議員 

僕はこの中で一番新人でございまして、まぁ２年目の議員なんですが、この会議を見ますと、本当に市議会

の状況と同じで、区長が本当に市長のような感じで。まぁあのちょっと公募区長となられてまだ１年も経たれ

てないということですね。けれどもこれだけの様々な施策を出されておりますので、まぁこれを質疑するとな

りますと相当な時間が本当に市議会でやろうと思ったら時間がかかります。まぁ２４区があるわけでございま



すからこれだけの質疑が当然出来ないわけで、こういうな区政会議があることによってその会議が出来るんで

はないかと、だから良い会議だと私は思っております。で、まぁ参考ですけれども例えば門真市なんかの場合

は、前回選挙がありました、市長選挙がありましたけれどあそこは１３万人の人口でございます。まぁ住之江

区と言ってみれば同じ人口なわけでございまして、その門真市でも議員は２２名おります。そのような状況で、

議論されておりますのでね当然このような会議があって然るべきと、いずれは区長が選挙で選ばれるようにな

るし、議員もそれだけの人数を抱えてこの住之江の改革をされていくんじゃないかとまぁその一端が見えたか

なというような、これから頑張ってそれぞれの部会でまぁ議員のように当然この職員にいろいろな質問をして

いただきたい。僕も市役所ではそういうふうな形で職員にいろんな情報を出して下さいという形で先程も聞か

れていましたけれども、自分が必要と思う情報をどんどん引き出す質問をして、引き出したその上で会議に臨

んでいただいてこういう質問をした、こういう答えが出た。そういうな形でやっていっていただいたら、市議

会のようにやっていただいたらいいんじゃないかなぁと市議会にも常任委員会というのがございますんでねそ

んな形でされたらいいんじゃないかなと、まぁ私一番の新人の中でございますが、そういう感覚でおります。

是非頑張っていただいて議論していただいたらどうかなと思います。 

〇大木議長 

はい、ありがとうございました。とりあえず大阪市のですね住之江区各地域、区がですね良くならないこと

には大阪市も良くなりませんので、先生方は住之江区から選出された先生方ですから、まず住之江区がどうな

るのかということうをですね真剣に考えていただいて、そうしていろいろなご意見をいただきそれを実行して

いただくのが先生方でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。他に、はい、どうぞ。 

〇半田議員 

府会議員の半田です。皆さん方が一番心配して、まぁ心配かどうかモヤモヤっとしているのは、自分達の権

限とか身分とか言いたいことがどこまで反映されるのかという事が一番気になっているところではないかと、

聞き受けだけの会議でしたらね意味はなさないんで、ただまぁどれだけの権限を持っているのかというのは議

会との関係もありますし、ただ住之江区の課題ですから十分議論をしていただいて、出来るだけ区政会議の中

で煮詰まった意見が区役所の方に尊重してもらうということが大事ではないかと、そうでないとせっかく公募

してもらった人、選ばれた人達がやはり自分達の言ったことが反映されていくという姿を楽しみにしてこの会

に集まってきていると思いますので、その運営を是非心がけて欲しいというふうに思います。それと行政だけ



で全て出来るということでなしに、やっぱり地域とかＮＰＯとかいろいろな人達の力を借りないと行政という

のは成り立たないと今の時代だと思います。ただ少し最近は地域のその組織をあまり重要視していないような

雰囲気がありますので、先程、家庭訪問の話もありましたけれども、もっと地域の人達をどう巻き込むのかと

いうことが一番大事だと思いますので、地域のいろいろな組織がありますから、そことどう連携していくのか

ということも一つの大事な視点として、皆さんで議論していってもらったらと、全て行政に任せて行政があれ

せい、これせいということでは、やっぱり成り立たないんではないかというふうに思いますので、そういう視

点で十分議論していって欲しいなと思います。第１回目ですのでこれからどんな会議になるか楽しみにしてい

ますので、皆様方の積極的な意見・発言を是非話していただくようにお願いします。 

〇大木議長 

はい、ありがとうごじあます。どうも。 

〇石原議員 

大阪市会議員の石原ですけれども、今日は大変ご苦労様です。冒頭ですね区長の将来のビジョンをお聞きし

ました。ここで全部覚えて、全部覚えてませんけれども、これが実現すれば素晴らしい、全ての層の方々が幸

せを満喫しながら夢と希望にあふれて、そして心配事がなくなるというような中身でありました。それで私も

この中でですね、そのいくつかそういうものをめざしながら現実的に形にしていく上で、じゃぁ具体的にどう

していくのかという課題と疑問が残りました。そして先程来意見がありましたように、これだけで全てまかな

えるんですかというような意見もございました。それで私一つ提案ですけれども、住之江区だけで全てがまか

なえることはないと思うんです。大阪市という一つの大きな今組織、大阪市という行政があります。大阪市が

現在やっているメニューがこれだけありますよと、これは十分ここでフォロー出来てます。基礎的にはこれだ

けのことが出来ていますというものがあって、住之江区として特性を持ってここに力を入れたい。大阪市でな

いところにプラスアルファしてこれだけをやりたい、となるとですね基本線がこれだけあるんだなと、その上

に住之江区長の熱い思いがこういう形になるんですねということで、少し中身が見やすくなると思います。そ

れで一点、大阪市のですね各これから４つの部門に分かれて議論が進むわけですけれども、こういうメニュー

がちゃんとありますよという一覧表をですね、各部門別に項目で結構ですけれど用意していただければ、これ

はあるんだなとこういうことになると思います。その明確化とそしてその上で区のビジョンがこういうことだ

とその上で区の特性がこういうことだと、プラスアルファこれだけめざすとなれば少し皆様方の気持ちもです



ね、そこに向けて積極的な議論を進められるというふうになってくると思います。 

それともう一つ重複しますけれども、皆様方が今日ご参加いただいてます熱い思いとそしてそれぞれの先程

来おっしゃってました私の思いがあるんです。私はこれをといってお一人お一人が今日胸に秘めてお持ちにな

っていると思うんですね。それが開花できるように是非是非是非お願いしたいと思います。それで後、開花を

していく中で形にしていくこの過程でですねどうしても一つだけ大きな問題がありまして、それはやっぱり予

算です。お金です。それが具体的に形にしていくためにはどうしてもお金が要ります。だけどお金は限られて

いるということもあります。じゃぁその中で知恵と皆様方の情熱とを結集して、大阪市がこれだけしかお金が

ない、区に予算がこれだけしかないけれども、それを形にして運営していくには、まさに地活協（地域活動協

議会）の皆様方と地域そして企業そしてそれぞれの立場の方々の知恵が全て結集されれば、それはそれとして

大きな形がつくれると思います。 

それで私からは一点、もう二点目になりますけれども、現実的に地域の方々が事業として、地域事業として

一つのものをきちっと、それをきちっと形にして仕事が出来ればこれだけの少し収入があると、それが形とし

てどう地域に還元出来るかと、こういうサイクルがどうしてもそこに必要になってくると思います。大きな行

政、そして自分達の努力、その間に共助があって、共助の仕組みの中でお金をつくりだして回していくとこの

ように区長がおっしゃってました。この形づくりが今一番問われているし、今後大きな課題であろうしテーマ

だと思います。それに向けて予算が減っている事実もあります。予算が減ってじゃぁそれだけで形になるのか

という不安と不満もあります。しかし、その不安と不満を乗り越えてどうしてもこの住之江区、さっき議長か

らおっしゃってました皆様方は区を代表する住之江区を良くしていく、そのための議員の皆さんだとおっしゃ

って、もうズキッときていますので、私も出来る限りの力を注いで、住之江区がもっと素晴らしい区になるよ

うに、そして住んでいる方が本当に安心安全だと言えるところまで出来る限りの力と情熱を注いで頑張ってい

く、そういう決意です。 

より良い、そして実のある有意義な区政会議になりますように、心から私は願っています。私、話が長いと

いうことで有名ですからこの辺で止めますけど、そういう思いであります。是非是非よろしくお願い申し上げ

ます。 

〇大木議長 

はい、ありがとうございました。はい、ではどうぞ。 



〇高野議員 

すみません。市会議員の高野です。もう時間が押し迫ってます。簡単に申し上げますけれども、やっぱりこ

の会は行政と市民の皆さんとの信頼関係を構築する会になっていただきたいなと思っております。やっぱり人

間ですから行政がやっていることを思い違うこともあるだろうし、市民の意見を聞いたようで全然分かってな

い施策をやっていることもありますけども、だからそれはいいんです。間違いは当然起こってくるし、それを

すばやく是正するとかまた新たな改革をしていくとか、まぁそういうお互いの信頼関係がね是非こういう議論

の場で構築していただきたいなと思っています。それも出来るだけ柔軟な、柔軟な考えでやっていきたい。行

政は予算でこうで事業がどうだかといって一つの箱の中に閉じ込めてしまうような意見の飛躍でなくて、一旦

こうするけれどもまた将来こういう芽があるよ、こういう考え方があるよとかね、柔軟な住之江の将来を考え

た意見交換をやっていただけたらありがたいなと思います。これ、私の希望ですので申しておきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

〇大木議長 

ありがとうございました。 

〇松崎議員 

こんばんは。市会議員の松崎孔でございます。私、ちょうど平成１９年にですね大阪市会の会派の幹事長を

させていただいた時に、大阪市政だよりってあるんですけども１９チャンネルで視聴率がわずか２．数パーセ

ントのテレビなんですけれども、それに出させていただいた時にこの区役所のですね、あり方をその時お話を

させていただきました。何かといいますと本来区役所、その当時の区役所といいますとどちらかといいますと

大阪市から情報がおりてきて、そしてその情報を地域にずっとこう皆さんにお知らせをするとそういった機能

がほとんどだったんですね。でも私共会派の考え方はですね、いわゆる都市内分権というのを非常に勉強させ

ていただいとりまして、やはりその時に区役所を中心としていわゆる受発信、地域からもいろいろな情報をい

ただいて、そしてそれを大阪市の方へ吸い上げていく。そして大阪市で揉んでもらってそれがまた区役所を通

して地域の方へ発信をしていくと。いわゆる区役所がクッションになってですね、そして地域と大阪市をしっ

かりと結んでいきましょうということを、ちょっと言わせていただきました。その過程におきましてですね、

平松市長の時に区民会議というのも発足させていただいた経緯もあるんですけれども、これあの何故出来るか

と言いますと、やはり大阪市は大阪市の歴史があったと思います。しかし地域は地域での皆様方のいわゆるそ



の当時からのですね地域振興会でありますとか社会協議会ですとか社会教育団体ですとかいろいろな活動をな

さっている人達の歴史がありまして、そしてそれがやはり成熟をした、その結果こういった会議体が出来るん

ではないかと思います。私はもう地域の方はですね十二分にそれに耐えうるだけの能力もそしてまた体力もあ

ると思いますので、これからまた区役所とですねガチンコで会議をしていただいて、そして住之江区民の方の

ために、また我々議員もですね当然スクラムを組んで共にまた頑張らせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

〇大木議長 

ありがとうございました。お聞きしておきますと、やはりこの時代になりますとですね、地域の自律という

ことをですね後押しするという心強いご意見をいただきましたので、これに乗って区長によろしくお願いをい

たしたいと思います。 

それでは、公募の皆さん方、もう今からお二人のご意見を聞きたいと思いますので、どうぞ。あっ、区民モ

ニターの皆さん方。お二人だけのご意見をちょっとお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

いらっしゃいますか。はい、どうぞ。 

〇区民モニター参加者 

モニターの中川と申します。海の町に住んでおります。いろいろお聞きさせていただいて、大変委員の方に

ごっつい負担をかけるのが最初のイメージでした。このいろいろな施策がありまして、それに、それを四の部

会でこの２４人の方でやるというのはやはり負担になると思います。たくさん課題があって部会が少ない、こ

れどうやってするのか一つ疑問があります。 

それとこのイメージ図があります。最初いただきました、この中で区民というのはどの位置にあるのかなと

いうことをちょっと一つだけお聞きしたいと思います。以上です。 

〇小田総合企画課長 

部会が四つでしかないということで、全部出来るかということでしょうかね。 

〇区民モニター参加者 

それは、皆さんが頑張ってやっていただければいいです。ただ、このイメージ図で区民いうのは出てこない

ですよね。区民はどの位置になるんですか。 

〇小田総合企画課長 



ですから、この区政会議に出られる方は区民の方の代表、代表といいましょうか、こういう方々の意見をこ

こでいただくというようのことと、あと区民モニターとか、アンケートをとったり、そういうことをやらせて

いただいてますので、そういう所から区民の声ということで反映をさせていただくというような仕組みも一つ

ございます。 

〇大木議長 

よろしいでしょうか。はい、では次の方。はい、どうぞ。 

〇区民モニター参加者 

峽戸と申します。今の話を聞いておりまして、二点ですねちょっとハテナというのがございます 

一つは、非常に全部分散型で重点型で本当に出来るんかなと。一般の企業でしたら重点対応といわゆるそう

でない継続してやるのと分けないと集中できないはずなんですよ。何もかもが全部大事だなという考え方とい

うのはまずどれも成功しない例が多いんです。 

それともう一つ自己評価をされるにあたって課題・戦略・そして具体的に何をやった、それで目標以上の成

果だった、概ねやったと、これ具体的な目標は何もないんですよね。成果の尺度はなんだったんだろうかと。

会合を４回開いた、２回やった、研修会を１回やったそれは成果を出すための手段であって成果ではないとい

う気がいたしました。この２点だけです。以上です。 

〇髙橋区長 

はい、ありがとうございます。なんといいますか、どっかに重点を置かないと何も出来ないよと、限られた

予算限られた人的資源の中でですね、どこかに重点を置くべきだとそれはそのとおりだと思います。今日は全

般的な説明、ちょっと強弱をですね中々つけれなかったんですけども、平成２６年度の運営方針についてはで

すね、ここで議論の上何らかの強弱、重点目標のようなことをですねしっかりと議論していきたいと思います。

ありがとうございます。 

それと、自己評価なんですけれども今日はあの、非常に限られた時間でここで万巻的に説明を致しましたけ

れども、成果目標というのはそれぞれ定めておりまして、もちろん中々成果目標というのが定めにくい項目が

ございますので、やむなく業績目標を記しているものもございますんですけれども、別途、またホームページ

にと言いましたらまた。別途ですねお示しをしておりますので、もし何でしたらですね紙でもですね印刷して

お渡しなりさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 



〇大木議長 

はい、ありがとうございました。それでは、種種いろいろなご意見もございましょうが、今日の時間の限界

もございまして、この辺でこの会議をですね一応終わらせていただきますが、まぁ今後ですね、各部会、専門

部会に分かれまして、そして皆さん方が各地域で自律の出来るようなですね提案をいただければ助かるかと思

います。最後に区長より総評をお願いします。 

〇髙橋区長 

本日はですね、時間も経過いたしました。大変お疲れのところありがとうございました。熱い議論をいただ

きました。僕もいくつかの区でね区政会議を見学したり、あるいは前の勤め先でございます住吉区でも区政会

議を経験しましたけれども、これだけですね初回から熱い議論が交わされる区政会議というのは初めてでござ

います。それだけ住之江の区民の皆さんは力がある、思いがある、思ったとおりでございます。この力をです

ね何とか区政の力に変えて、そして最終的に皆様の幸せとか安心とか安全に変えて行きたいと思います。是非、

今後ともお力添えを賜りますようによろしくお願い申し上げます。そして、本日お忙しい中おいでいただきま

したアドバイザーの府市会議員の先生方、また区民モニターの皆様、傍聴人の皆様、本当にありがとうござい

ました。今後とも引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。どうも本日はありがとうございました。 

〇大木議長 

はい、それではですね大変お世話になりまして、私も第１回目の司会、議長ということで賜りましたが、な

んせ勉強不足でございまして進行に当たりましても、大変ご迷惑をおかけしましたが、第２回第３回と開くに

つれてですね慣れてくると思います。非常に第１回目でございまして緊張もしておりましたし、皆様方のご意

見の取り方もバラバラでございまして誠に申し訳なかったですが、次回からは一歩一歩前進したいと思います

ので、皆さんどうぞご協力をお願いしまして、終わります。ありがとうございました。 

〇小田総合企画課長 

どうも長時間に渡りましてありがとうございました。本日の模様はですね、ホームページ等々でも公表させ

てもらいます。お写真の方もホームページで出させていただきますのでご了承よろしくお願いします。 

 


