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平成２５年度 第２回住之江区区政会議全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２５年１０月２２日（火）１９時０１分から２１時１１分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ３階 第３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、大磯 芳美 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、杉村 和朗 委員、鷹野 麗子 委員、 

田村  直 委員、栃村結貴子 委員、永川 善雄 委員、長田 幹雄 委員、 

羽川眞砂江 委員、広瀬  満 委員、森田 康夫 委員、安田 和史 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、 

     小田眞智郎 総合企画課長、各担当課長 
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４ 議 事 

  （１）区長あいさつ 

  （２）各部会からの報告について 

  （３）今後の区政会議開催予定について 

  （４）その他 

 

５ 発言内容 

○小田総合企画課長 

 皆さん、こんばんは。 

 定刻になりましたので、ただいまから第２回住之江区区政会議全体会を開催させて

いただきます。 

 本日は、何かとお忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。私は、住之江区役所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。着席して進行をさせていただきます。 

 まず、お手元の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。まず１枚目が平

成２５年度第２回住之江区区政会議全体会という次第がついております。２枚目が資

料１としまして住之江区区政会議委員名簿、これが２枚ものです。資料２としまして

座席表、１枚ものがついております。それから資料３としまして平成２５年度住之江

区区政会議、魅力・ブランド部会報告、１枚ものです。資料４としまして同じく福

祉・健康部会報告、１枚ものです。資料５としまして安全・安心部会報告、これは両

面１枚になっております。資料６としまして子ども・教育部会報告、これが１枚もの

となっております。それから資料７としまして、参考としまして、この間の部会の開

催状況を参考資料としてつけさせていただいております。おそろいでしょうか、よろ

しいでしょうか。 

 それから委員の皆様には別として、参考としまして以前に皆様から返信いいただき
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ました自己紹介シートというものを今回改めまして配付をさせていただきますので、

また共有していただければと思っております。 

 それでは会議に先立ちまして、髙橋住之江区長よりご挨拶申し上げます。 

○髙橋住之江区長 

 皆様、本当に今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。そ

してまた先生方、市会の本当に大変な時期にお集まりいただきましてありがとうござ

います。 

 区民の皆様の手によって、ご意見によって区政を進めていくという新しい区政をし

ていきたいということで、区政会議を始めてございます。本日は第２回目なんですけ

ども、この第２回目に向けて４つの部会において本当に熱心な議論が重ねてこられま

した。今日はそのご発表も含めて、ぜひ活発な議論をいただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 

○小田総合企画課長 

 委員の皆様のご紹介ですけども、先ほどの資料２ですけども、座席表のほうをつけ

させていただいております。委員の皆様につきましては、先ほどの座席表でご確認を

いただきますようよろしくお願いたします。 

 本日の会議には、２４名の委員中、今現在のところ１６名の方がご参加いただいて

おりますが、あと数名遅れて来られること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。 

 引き続きまして、アドバイザーとしまして本日ご出席の府議会議員・市会議員の皆

様をご紹介させていただきます。 

 府議会議員の半田議員でございます。 

○半田議員 

 こんばんは。 

○小田総合企画課長 
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 市会議員の石原議員でございます。 

○石原議員 

 こんばんは。 

○小田総合企画課長 

 同じく片山議員でございます。 

○片山議員 

 こんばんは。 

○小田総合企画課長 

 同じく髙野議員でございます。 

○髙野議員 

 こんばんは。 

○小田総合企画課長 

 同じく松崎議員でございます。 

○松崎議員 

 こんばんは。 

○小田総合企画課長 

 よろしくお願いいたします。 

 また、オブザーバーとしまして区民モニターの方にも本日１２名の方から参加の希

望をいただいております。どうかよろしくお願いいたします。 

 また、本日区役所職員につきましても出席させていただいておりますけど、紹介に

つきましては割愛をさせていただきます。 

 それから、こちらのほうに会議録を作成するために委託業者の方にも入っていただ

いておりますことをご了承いただきたいと思います。 

 それから、今回の区政会議では個人情報など非公開情報はありませんので、会議を

公開とさせていただきます。議事録等につきましても後日公表となります。公表する
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際には発言者と発言内容についても公表となりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから本日の区政会議ですけども、次年度の事業化に向けてということで各部会

のほうで話し合ったご意見等を部会ごとに報告をしていただき、質疑・意見交換を行

う方法で進めてまいります。参考としまして資料７ですけども、部会の開催状況をま

とめてさせていただいておりますのでご確認ください。 

 それでは、ここからは進行を議長にお願いいたします。大木議長よろしくお願いい

たします。 

○大木議長 

 皆さん、こんばんは。私、司会・進行を預かりました大木と申しますが、第１回に

引き続きまして、第２回の全体会議の進行役を務めさせていただきます。大変失礼な

んですが、座らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、先ほども説明があったとおり、今回の区政会議は各部会で話し合った意

見等をまとめたご報告をしていただくということになっております。その委員の皆様

方には４つの部会に分かれまして、魅力・ブランド部会、福祉・健康部会、安全・安

心部会、子ども・教育部会の４つに分かれていただいております。それでこの部会が

２回ないし３回にわたって熱心にお話いただきまして、その部会からのご報告をこれ

から部会の代表者に発表をしていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

その発表があった後に皆様方のご意見なり、それからいろんなご指導なりを承りたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 それではまず、魅力・ブランド部会の意見について佐藤部会長よろしくお願いいた

します。 

○佐藤部会長 

 部会長の佐藤香聲と申します。よろしくお願いします。 

 その前に先週の土曜日・日曜日、１９日・２０日と名村造船所大阪工場跡地で、す

みのえアートビートを開催したんですが、大木議長を初め我々魅力・ブランド部会の
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メンバーも頑張った結果、小雨の中の天気にもかかわらず、５，０００人ほどの集客

があったとのことで無事に終わってよかったと思います。この場をかりて皆様にもお

礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、魅力・ブランド部会の報告を申し上げます。お手元の資料３に基づいて

順次述べさせていただきたいと思います。 

 第１回部会は９月２日に開催されまして、部会長を選出し部会長には私佐藤香聲、

副部会長には隣の小髙秀昭氏が選出されました。 

 区役所から平成２５年度区の取組について報告があり、その後意見交換をさせてい

ただきました。 

 まず、コスプレなど地域でやりたいということについてですが、実際に今南港や北

加賀屋の名村造船所大阪工場跡地では毎週のようにコスプレイベントが頻繁に実施さ

れていまして、テレビの「ナニコレ珍百景」だったかな、でも取り上げられたので多

くの人がご存じかと思いますけど、今、コスプレというのは若者の、いわゆるマニア

だけのものではなくて、国のクールジャパン構想にも入っているように、コスプレと

かアニメを重要なコンテンツとして海外にも輸出していこうじゃないかという動きが

あるので、そういう流れに乗じるのは得策ではないかという意見が多数ありました。 

 次に、イベントのあり方を整理すべき。これは情報発信にかかわることなんですが、

イベントをするにしても例えば地域のお祭りイベントをやるんですが、大きな住吉大

社でやるお祭りであっても、あのエリアの方はよくご存じなんですが、少し離れてし

まうとちょっと認知度が低くなってしまう、そういったことが今もったいないな、せ

っかく内容をいっぱい考えていいものをつくろうとしている動きのある中、もう少し

情報発信を整理していこうではないか、そのために何をするかというと、まず地元の

人はもちろんですけど、区外から集客するというか人を呼ぶ場合に住之江というキー

ワードをできるだけそのイベントの中、あるいは名称やコンテンツの中にも住之江と

いうキーワードを盛り込んでいくべきではないか、その重要性についていろんな意見
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が交わされた次第です。 

 また、住之江の地域、イベントに関することですけど、住之江っていうのはえらく

広い、面積が大阪市内で一番広いのでしたかね、なので例えば南港のフェリー側のま

ちの様子ともっと東のほうの住吉大社、門前町のほうのまちの様子とはまるっきり違

う、ましてや北加賀屋辺りは工業地帯の様子もまるっきり違うので、一つにくくると

いうのはなかなか難しいと思われるので、幾つかのエリアを分けて地域の特性という

のをブランディングしていくことが必要ではないかというのも議題に上がった次第で

す。 

 続きまして、第２回部会が９月２７日に開催されたんですが、先ほど述べさせてい

ただいた概要をもとにもう少し具体的に委員の間で情報を交換してみた次第です。 

 まず、区外から人を集めるためにはどうしたらよいかとか、先ほど申し上げたエリ

アをいくつかに分けてみるんですが、それをもっと１個１個の点を面に広げていって、

それでようやくエリアにつながるのではないかとかそういう視点を持ってみんなで意

見を交換をした次第でございます。例えば、どういうことが具体的にあるかと申しま

すと、住之江には住吉区に匹敵するほどのたくさんの歴史的遺産、神社仏閣などがあ

りますから、それを点を線で結ぶような、簡単に言うたらスタンプラリーをしてみて

はどうかとか、先ほどちらっと出ましたコスプレなんかのイベントはなかなか神社仏

閣ではまだまだやられていない状況なので、でもコスプレイヤーの中では神社仏閣で

やりたいという若い人の意見も多いので、そういう新しいことにチャレンジしてみて

はどうかとかいういろんな独自の意見が出てきた次第です。大木会長のお膝元でもあ

る加賀屋天満宮なんかでも夏祭りにコスプレが来てくれたら面白いという前向きな協

力的な意見も出していただいたので、もう少し具体的に進んでいくことをやってみよ

うかと思います。また、他には具体的な案としては住之江にご当地アイドルみたいな

のがあってはどうか。普通ご当地アイドルというのは高校生とか中学生とかが通常だ

と思うんですけど、住之江の主婦とか子育てを終わったおばちゃんとかそういう人ぐ
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らいまで広げてアイドルグループを結成して、結成した暁には住之江のイベントに順

番に回ってもらうとかそんな一発もので終わるようなものではなくて必ず継続的にで

きるような仕組みづくりというのが長い目で見たブランディング力につながるのでは

ないかという意見も出ております。同様にして既にマスコットキャラクターのさざぴ

ーというのがいるんですけど、これも今イベントには参加してくれているんですけど、

さらに活用法としてはさざぴー音頭とかをつくってはどうかとか、さざぴーはしゃべ

らないのでしゃべらせるために声優さん大募集というのを区内でやってはどうかとか、

さらに具体的な見解を進めてみたいと思っています。 

 また、来年４月には南港のほうに上田学園大阪エンタテインメントデザイン専門学

校という、これは主に大雑把にいえばアニメに関するデザイン専門学校なんですけど、

そういうのが開校されるので、そういう若い人たちとタッグを組んで例えば住之江の

紹介を４コママンガにしてもらうとかアニメ化していろんな冊子をつくるとかそうい

う、よその区ではなかなかやりたくても手の出せなかったことが今住之江区では次々

と良いふうに展開していっているところなので、それを利用するのも得策ではないか

というような意見も出ております。これが委員の皆さんの意見を交換した点ですけど、

これを平成２６年度に向けての提案として住之江の新旧の歴史とか古いまちなみや神

社仏閣を持つ面と、新しい文化であるコスプレなんかを組み合わせて、新たに魅力発

信できるイベントをつくってみてはどうかというのが一つ大きなテーマとしてありま

す。そしてさらにそれを１カ所１回限りというのではなくて必ず連続して次回に展開

するようなイベントの仕組みをつくってみてはどうかという、この２点をさらに深め

ていって考えていきたいと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。時間も大体２０分程度ということで、きっちりや

っていただきました。ありがとうございました。私のほう、これ何にも申し上げるこ
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とはありません。 

 ここで、魅力・ブランド部会報告について委員さんからご意見をいただきたいと思

いますが、いろいろ制約がありまして１０分か１５分程度で皆さんの発言をお聞きし

たいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。この魅力・ブランドについて何かご質

問とか、こうしたほうがいいんじゃないかといいようなご意見がございましたら、そ

れを反映してまいりたいと思いますがいかがでしょうか。ご意見がなければこれが全

部１００点やなということになりますので、会議で１００点というのはございません

ので。 

 私も感じたことは、住之江の魅力・ブランドというのはやっぱり皆さんがこれは面

白いなとか、これはどうかなと興味を持つとか、それともう一つは住之江区というの

はこういうまちなんだと、いろんなことがあるんだということを住之江区の皆さんが

まず知るということ。そして、それを他地域に発信していくということでないとなか

なか難しい。今のそのアイドルもそういう方が住之江区のよさを説明していただいて

案内人になっていただくというようなことがあれば、より一層いいんじゃないかと思

いますけど。そういう面からしてやっぱり皆さんが興味をひいて楽しいなと、住之江

に来ようかなという、そういうようなところは一つの課題なんですけど、こういうも

のについて皆さんどうですか。何かこんなんがいいよ、こんなんもいいよとかいうの

があればお聞きしたいと思いますが。 

 はい、どうぞ。 

○杉村委員 

 こんなんがいいよというわけではないんですが、今のご報告をお聞きしまして、先

ほどの神社仏閣のお祭りなどの情報発信のあり方について、また、もし今後の魅力・

ブランド部会でいい案があったらまた考えていただけたらなというので。今だんだん

若い世代というのはフェイスブックやツイッターというような携帯端末などを使った

情報発信というのが多くなっていると思うんですが、先ほど佐藤委員からもお話があ
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りましたように、住之江区だけではなくて住之江区以外への情報発信ということをも

っと効率よく皆さんに伝わる情報発信のあり方であったりやり方というのを具体的に

模索検討であったり会議の中で考えていっていただけたら助かるなと思ったんですけ

ど。具体的に私が今何か新しい情報発信の仕方が思い浮かぶかといったら、やっぱり

Face Bookとなってしまうのであれなんですけど、今後のもし会議の中で具体的にそ

ういった情報発信、こういうのいいんちゃうかと新たな取り組みとかあればまた考え

ていただけたらなと思います。 

○大木議長 

 貴重なご意見ありがとうございます。そのとおりでございまして、この発信するの

も今のおっしゃるとおり住之江に何があるかということで、今佐藤委員がおっしゃっ

たようにスタンプラリーのような、例えば住吉大社を中心にして、そしていろんなと

ころを巡って行ってこういうのが住之江にありますよということで、例えば一つの神

社仏閣があるとすれば神社仏閣の主立ったいろんな注釈をつけて皆さんに興味を持っ

てもらうということで、そういうマップのようなものをつくって発信していくという

のが一つの今の段階ではそういう方法があるのかなという気がします。ありがとうご

ざいました。 

○髙橋区長 

 発信って本当に大事やと思います。その前に、これは私が何でブランドということ

にこだわるかというのをちょっとだけ申し上げておきますと、まちのブランドってす

ごく大事やと思います。そのブランドがついているかついていないかで、例えば、そ

こに住みたい、引っ越し先を選ぶにあたって「住之江にしようか、よそにしよう

か。」と迷っている人が住之江を選んでくれはる、そういうまちにしたいなと、「僕

ら住之江に今住んでるんやからよそに引っ越したくない。」という、そんなまちにし

たいなというふうに思います。それを例えばもう少し具体的にいいますと、どうです

かね、まちの名前を聞いたら、ええとこ住んではりますなと条件反射で言ってしまう
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まちがあるんですね。まちそのものがブランド化している、そんなまちに近づけてい

きたいよね、住之江に住んでますねん、ああ、ええとこ住んではりますね、こう返っ

てくるまちに時間がかかってもしていきたいよね、ということでちょっと区政会議で、

こういう部会をお願いをしてつくっていただいた次第なんです。 

 それで、大事なことは今の話だけ聞くと外の人に向けて情報を発信していこう、ま

ちのこと、いいまちやでと知らせていこうということになるんですけども、それも大

事なんですけども、その前に住之江の区民自身が今大木議長がまさにおっしゃったよ

うに、「うちのまちええとこやん。」ということを気づかんと外の人から見ても根な

し草のことになってしまうというふうに思います。だから区民の皆様が自分のまちの

よさに気づくことが大切やと思います。私も去年引っ越してきていろんなものを見る

につけて本当にいいまちやと思います。区民の皆様が自分のまちのよさをまずいっぱ

い知っていく、それとそれを発信していく、それはもう多分両方一遍に進めていかん

とあかんのやろなと、その中でこの発信ということの大事さを今言っていただきまし

てありがとうございます。 

 発信する方法はいろいろあると思うんですけども、いろいろ議論いただいたと思う

んですけども、例えば本当に目立ったイベントをやって、目立ったイベントをやった

らいっぱい新聞とかテレビに載りますので、それも一つの発信やと思います。そんな

こともご提言いただいていると思うんですけども、あるいは佐藤さんにずっと以前に

区政会議が始まる前にちょっと提案いただいたこともあるんですけども、住之江の区

民の皆さんが、有志の方が自分の名刺に必ず住之江のことをちょっと印刷する、ある

いはシールを貼る。それでいろんなところで名刺をまくときに一言住之江の宣伝をす

る、そんなのも一つの発信方法やないかな、そんな議論をしたことがありました。す

みません、そんなことで。 

○大木議長 

 ありがとうございました。今の区長のご意見をもとに皆さん方でもう一度これはと



－12－ 

いうようなご意見がございましたらお願いをしたいと思いますが、いかがですか。 

 まず、私が考えるのは、いつも言うのですが地域地域によっていろいろ違う面もあ

るんですが、徳島といったら阿波踊りだとか仙台といったら七夕や、住之江といえば

というようなブランドづくりが大変重要だと思いますので、そういうものが生まれて

くるのには時間がかかりますが、しかしいろんなことをやっている間にそういうもの

が出てくるんやと思うんです。だからこれから皆さん方がこういうことがやりたい、

ああいうことがやりたいということはやってみないとわからないですが全てやってみ

ると、やってみた結果いろんなものが残ってくるということでやっていきたい。それ

で今区長がおっしゃいましたように、まず自分たちが住之江区のことを知ることです。

知って、知ると皆さんに説明ができますので、それを本当に一つの基本として、もと

としてやっていただきたいなと思います。 

 委員の皆さん、おられませんか。 

 それでは、また総合的に質問を受け付けますので次に進めさていただいてもよろし

ゅうございますか。 

 それでは福祉・健康部会のご意見を杉村部会長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○杉村部会長 

 では、福祉・健康部会のほうから部会の発表をさせていただきます。 

 まずは部会の委員なんですけども、私杉村と副部会長に森田委員になっていただき

ました。大磯委員、佐野委員、中村委員の５名で皆様活発なご意見をいただきまして、

２回の会議を開催させていただきました。 

 まず資料４に基づきまして発表させていただきます。 

 まずは８月２０日に会議を開催させていただきました。内容としましては部会長の

選出に私杉村、副部会長に森田委員にそれぞれついていただきました。まずは事務局

のほうから地域福祉アクションプランについて高齢者、障がい者、児童の統計データ
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に基づいた住之江区の現状のご説明をしていただきました。平成１８年度に現行の地

域福祉アクションプランというのを策定していただきまして、それをもとに地域福祉

についてどうしていけばいいかというのを各地域に落としていったのですが、現状と

しましては地域アクションプランについてはなかなか機能していなかったのではない

かという意見がありました。住之江であれば１４地域あるのですが、各地域で個別に

なかなかそれを進めていくというのは個別性もあるので難しいのではないという意見

がありました。 

 次に、まず地域の実情を理解していく必要があるということで、地域活動協議会の

活動も踏まえて、まだ設立したばかりであるということも踏まえまして地域の将来に

ついて考えていくような取り組みはこれからであるということで意見がまとまってい

ます。現在は子育て支援とかの若年層について焦点が行きがちではありますが、住之

江区も他の大阪市内のほかの地域、日本全国と変わりなく高齢社会に突入しています。

特に南港地域など地域によっては、かなり高齢化率が進んでいることもありまして、

高齢者への見守りや各地域のネットワーク委員の役割というのが大きなウエイトを占

めてくるということでの確認をさせていただきました。プラン策定ありきというより

も福祉課題に対する認識をさらに深めていくことと、先ほどもお話しました住之江区

の１４地域においての地域福祉をきめ細かく進めていく必要があるということで第１

回目の会議を終えています。 

 第２回は９月２７日に開催させていただきました。情報が現状の地域アクションプ

ランのみではなくて地域の実態についての調査なども含めて第２回については事務局

のほうから平成２２年度に大阪市高齢者実態調査を行った調査結果でありますとか、

ことしの２月に地域福祉推進大会、「ちいき愛シンポジウム」というものを開いてい

るんですが、そちらのアンケート調査結果をもとに高齢者の方が地域のかかわりにつ

いて現状をどう考えているかというのを事務局のほうからご説明していただきました。 

 住之江区の現状行っている取り組みとしまして、まちづくりや地域福祉の新たな担
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い手づくりというのをつなげていけるように現在若い方やもちろんいろんな方に参加

していただいているんですが、各地域においてシャベリバというラウンドテーブルを

開催しています。それが区の新しい情報の交流拠点として徐々に機能してきておりま

して、先ほど佐藤委員からもお話がありました、すみのえアートビートでありますと

か、ことしの夏に開催しておりました住之江の音楽祭、すみのえガーデンＬｉｖｅと

いうのを開催したり、このシャベリバを通して新たな情報拠点として区の取り組みを

されているということでご説明いただきました。この９月から区役所の地下１階にき

ずなステーションというものを開設していただきまして、こういった情報交流の場と

してさまざまな年代の方に情報交流をしていただけるようになっていっているという

説明をしていただきました。実感として地域のつながりを求めている人は多いという

ことを感じています。なかなか高齢者の方に関してはうまくつながりをつくれないと

いう方もいらっしゃいまして、声かけやチラシなど地域の行事に参加していただくよ

うに努力しているんですが、なかなか来ない人は来ないということでそれも含めてネ

ットワーク委員の方の役割というのも重要性が出てきていると考えられます。 

 今回、事務局のほうからお示しのあったアンケート調査結果に関しては、平均的な

答えということもありまして多少区や地域によってばらつきがあるということで会議

としましてはさらに地域ごとに細かな情報収集というのが必要ではないかと。先ほど

もお話しましたとおり同じ住之江であっても南港地域や御崎地域のように高齢化率の

違う地域というのはすごくさまざまな地域がやはり地域ごとによって違うということ

もありまして、地域ごとに情報の収集というのが必要ではないかということが課題と

して挙がりました。現状の中で地域編集塾というのを開催しているということで地域

によってはそういった課題や情報収集というのがきっちりできてきているところもあ

るということで、他の地域もそれにならうといいますか、それに続く形で地域ごとの

情報収集をしていきまして、地域の社会福祉についてどのようにしていけばいいかと

いうことを再度検討する必要があるというお話になっています。ほかに地域のさまざ
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まな人材を発掘するために森田委員様のほうからさまざまな提案、すごくすばらしい

さまざまないい提案をいただいたんですが、地域のさまざまな人材を発掘するために

まずは地域の若い方を含めた地域社協に協力していただける方を人材発掘していく必

要性があるということで地域社協に登録して人材登録していただくであったり地域社

協またはその支援を通じて人材ボランティアというような形で登録制度にしていって

はどうか。また、地域福祉の推進主体に関して積極的な支援を行っていってほしいと、

行政に関しては地域福祉に関して積極的な支援を行って、また予算措置なども含めて、

こういったものも検討していただけたらどうかという意見ですとか、そのほか地域通

貨や有償ボランティアなどちょっとしたお手伝い、または子育て世帯や生活保護世帯、

障がい者への支援など雇用問題などの意見を含めていろいろありましたが、まとめさ

せていただきますと各地域が主体となって各地域の実態にあった方法により地域課題

の把握を今後行っていく必要があるということで意見が先ほどもお話ししたようにあ

りました。各地域ごとに社会福祉活動の発表・共有・交流の場として現在行われてい

ます、ちいき愛シンポジウムというものをより発展的に皆さんのほうに発信していっ

て参加のほうを促していくことで各地域の情報の共有化を図って、より社会福祉につ

いて皆さんが安心して暮らしていく住之江区というまちづくりをしていってはどうか

ということで意見が出ました。なので、とりあえずは情報の収集というのを再度図っ

ていこうということで２回の打ち合わせの内容となっています。 

 以上です。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。この福祉という問題は非常に難しい問題でいろい

ろ本音と建前というのがありますから難しいんですがこれについて皆さん、委員の皆

さん方ご意見がございましたらどうぞよろしくお願いをいたします。 

 この福祉の問題は非常に大きな幅がありますので、まず区長のほうからその姿勢を

ちょっと先ほどにようにお聞きしまして、それからご意見をいただきましょうか。 
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○髙橋区長 

 実はこの提言を今日の区政会議開催前に、数日前に見せていただいております。私

たちがこれを踏まえてこれからじっくりやっていきたいなというふうに考えておりま

す。というのが各地域の実態にあった方法ということ、これが本当に大事やなという

ふうに思いました。今日、何回か出ておりますように住之江区というのは非常に地域

差の多い区であります。安立、粉浜といえば昔ながらの街並みのところで、実は高齢

化が非常に進んでおりまして２６・７％、住之江区全体でいいますと２２．何％なん

ですけども、安立、粉浜でいうと２６・７％まで進んでいます。そういうまちもあり

ますし、例えば南港、住宅が全部集合住宅やという地域もあります。ここは高齢化率

こそは今住之江の平均にぼちぼち追いついてきた２２．何％ですけども、その追いつ

いてくるスピード、これがものすごい急なんですね。これをこのまま放置しますと超

高齢化していくのが見えているまちがあります。というような地域ごとの差がありま

すので、地域ごとに福祉に取り組んでいく地域福祉の取り組みが今までにも増して大

事なんやろなというふうにまず思っております。一つ目が地域ごとということです。 

 ２つ目が昔であれば高齢者も少なかった、あるいは障がい者も今よりは少なかった

ようです。ところが今高齢者が住之江全体で２２．数％でございます。ほぼ４人に１

人が高齢者。また、昔に比べたらちょっと理由のほうは私つまびらかに存じておりま

せんけども障がいをお持ちの方が昔に比べたらふえてきているという状況もございま

す。だんだん支えるものと支えられるものがだんだん一つになってきている。昔はた

くさんの人で一部の人を支えてたらよかったんだけども今は支えられ、また支えとい

うそんな感じになってきているのかな、現に地域の中のふれあい喫茶とか回ってみて

もご高齢の方がご高齢の方にお茶を出しているという、そういう支えたり支えられた

りという状況がございます。そういう一言で言いますと支え合いの地域というのをし

っかりつくり込んでいかんとあかんよねと、これは役所のほうから強制的につくり込

むという意味ではありません。役所のほうがいろいろご提案なんかしながら、あるい
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はご支援なんか差し上げながら地域の中でつくっていっていただくという、そんな動

きになろうかなと思います。つきましては、今地域の中の横つながりの団体でござい

ます。地域活動協議会というのができております。地域の中で連合町会、社会福祉協

議会、青少年指導員会、青少年福祉委員会、いろんな団体がございますけど、その団

体が横つながりでつながるプラットフォームができておりますので、そこが一つのキ

ーになりながら地域の横つながりの中で地域に応じた顔つきの福祉を支え支えられる

関係を地域の中でつくっていく、そういう動きを住之江区中で起こしていきたいなと

いうふうにこの議論を見て本当に心から思った次第でございます。 

○大木議長 

 ありがとうございました。この福祉というのは非常に幅広くございまして、老人問

題、子どもの問題、それから生活保護の問題、それから障がい者の問題といろいろあ

るでしょう。その中でなかなか言いにくい面もあるんですよ。だからこれは一概に言

えませんが、私が感じたのはこの中で提言されたこども見守り隊ですね。これも今だ

んだんと当初ほどの活発さがないんです。みんながやってくれるだろう、こうしてく

れるだろうということで参加者が非常に減ってきております。だからその辺の問題点

も皆さんとともにこれは今後考えていく必要があると思います。 

 それからもう１点、独居老人、私のまちもこの間孤独死というのがありまして独居

老人という問題は非常に大切な問題で、この問題もいろいろ私らのまちも名簿を出し

てくれということでお願いをするんですが、プライバシーといろんな問題がかかわっ

てくるということで難しいです。だけど、私がいつも言っているのは皆さんはプライ

バシーないですよと、スーパーに行ったらすぐカードつくるんやろ、どこ行ってもす

ぐカードつくるんやったら、あんなもんつくったらプライバシーはだだ漏れですわ。

だからそんなこと言わんと、まちでお互いに助け合っていくんだったら私の何丁目の

あのまちに独居老人としてる方が住んでいますよ、何かあったら助けてくださいよと

そういうカードづくりをやって、そして見守っていってあげるということも、やるほ
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うもお年寄りになるとだんだん意固地になって言わんのですね。それで何かあったと

きは一生懸命何か言うんですね。だから今これ私、区のほうにもお願いしたいんです

けど、生活保護家庭というのはきちっとつかんでおられるんですね。だから住民票で

も何でもいいから独居老人の高齢者になった方々のそういうのをきちっとつかんで、

そして全部に配慮しろとは言いませんがそういう活動をしているという、特にこうい

うことですよというぐらいのことはあって今後の一つの課題じゃないかなと思います

が、それは私の個人の意見であって、なかなか言えませんので、皆さんのご意見を総

合的に聞きたいと思いますがいかがでしょうか。 

 はいどうぞ。 

○永川委員 

 福祉の問題は非常に難しい問題もありまして、私どももいろいろそういうのに携わ

っているんですけれど、先ほど粉浜地域では高齢者が２１％ぐらいだというお話があ

りますけど、実は私の町会は４０％近くが高齢者です。地域によっては非常にお年寄

りが多いところがあります。一方、そういう昔からの粉浜に住んでいらっしゃる方が

そういうご高齢者が多いんですけれど、マンションがどんどん増えてまいりまして、

他地域から若い人がまた入って来ているわけですよね。そういうマンションに住んで

いらっしゃる方と従来から古くから住んでいらっしゃる方の折り合いが非常に悪いと

いう状況もあちこちで聞きます。マンションの方々と一般のその住宅の方とのコミュ

ニティが余りよくないという状況なんです。 

 その中にあって、いろいろ私どもも高齢者に向けてああしてあげたい、こうしてあ

げたいということで考えてやっていくんですけれど、なかなか思うように参画しても

らえないというような状況なんです。いろいろ考えていた挙句、こちらの考えを一方

的に押しつけるんじゃなくて、もう少しお年寄りならお年寄りの目線に立って腰をか

がめてお年寄りの話を聞いてあげるというところから始めないかんなということで現

在始めているんですけれど、それとお話がありますように非常に独居者がふえてきて
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おります。そういった方といろいろお話をしますと寂しいとおっしゃるんですよね。

話し相手がいらっしゃらない。だんだん高齢化してきますと腰も悪くなり足も悪くな

る。外へもなかなか出かけられない、目が悪くなってきて字も見にくいので新聞も読

めない、そういうような状況の中で何をしてあげたらいいのかということなんです。 

 私のほうで最近やっていますのが、高齢者といいましても６５歳から高齢者ですけ

れど、７０歳以上の方を対象にしまして、毎週一回必ずお邪魔させてもらってお話を

聞かせていただく機会を持っております。その中からいろいろああもしてもらいたい、

こうもしてもらいたいということが出てくるわけですよね。やもしますと、お年寄り

のため、お年寄りのためとやっているつもりがなかなか会を開いても集まってもらえ

ない、イベントをやっても来ていただけないというのが現状のようです。うまくいっ

てらっしゃるところもあるかもわかりませんけれど、実は出て行けないんですよね、

出て行きたくても。だから何かいろいろそういうおもてめいていいことばかりを考え

ていっても、結局お年寄りのためになっていないという現実をもうちょっと考えない

といけないのではないかと私は最近つくづく思うんです。 

 最近、私のほうで加賀屋・粉浜地域包括支援センター、包括センターは各地にあっ

たと思いますけど、その方に非常に厄介になる機会がございまして、それだけお年寄

りがいらっしゃるんですけども、そういう方の動きを見ていますとこれが本当の福祉

なんだなというふうには感じるんですけど、我々がとても想像していなかったことま

で微に細におやりになっている点を見て、これは私自身も考え直さないかんなという

現場によく遭遇するんですけど。そういったことをもう少し掘り下げて考え直してみ

る必要があるんじゃないかと。福祉そのもののあり方というのを、私はそのように思

います。 

 以上です。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。委員の発言からしましても福祉という問題は非常
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に難しいということはひしひしと思われますが、私の考えとしましては私どものまち

には常に連合会議というのをやりますけど、会議をやる都度に独居老人の方の名簿提

出の勧誘をしてくれと。これを常に言っとるんですよ。それでこれを常に常に言っと

んですが、なかなか実りませんが私のまち単体で１回やったときは出たんです。出た

んですけど、それをどこに使うのかという疑問があるわけです。だからそういうこと

でいろんな疑問を解消してかなあかんのですが、まず私が思いますのは何といっても

どこにその方が住んでおられるのか、そしてその方の関係者がどこにおられるのか、

子どもさんなり、ということの把握ができるような名簿づくりをまずやらないかんな

と、これが先決、それからの状態でじゃあこの人にどういうことをしてあげよう、こ

の人にどういう話をしてあげようというのが入ってくるんだと私はまずそういう名簿

づくりの課題を克服していったらいいんじゃないかないという気はしますが、ほかに

ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○佐野委員 

 名簿づくりのほうなんですけど、今防災名簿というのが今各地区の方でつくられて

いると思うんですけれど、私たちはそれを参考にしてこれから老老介護というか老老

ボランティアさんを募っていこうかなと思っています。なぜかと言ったら高齢者の方

でもお元気な方いらっしゃるんです、たくさん。それでその人たちもボランティアを

してたら自分の励ましにもなるし老老だったら結構いろんなお話をされるんですよ。

情報も早いです。どこそこでどこそこのおばあちゃんがちょっと足が動かれへんなっ

たでとかって、そのネットワークでその老老のボランティアを募ってたら結構各地域

では今高齢者の方が多いんです。ボランティアされている人。そこの地域の町会の情

報が一番早いんです。だから私はこれから老老ボランティアを募集してやっていこう

かなと、実は私たちボランティアの仲間の間ではそういう話をしています。名簿とい

うのは防犯の、うちの平林地区全員全町会出ていますので、それを参考にこれからず
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っとみんなで回っていってやろうかなと思っています。だから老老ボランティアとい

うのを皆さん大いにしてあげたらボランティアされている方も生きがいになるんです。

情報も早いです。だから一度私とこはそういう方面でやっていこうかなと思っていま

す。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

○栃村委員 

 魅力・ブランド部会の栃村です。 

 質問になるんですけれども、お年寄り、高齢者とおっしゃられる年齢層に関して私

はもうすぐ４０歳に手を届いてようやく介護保険を払わなければいけない年に近づい

てきているんですが、例えば私の父は６５歳なんですが自分は現役だと思っています。

私のおばあちゃんは８８歳です。みんながわかるおばあちゃんなんですけども、その

おばあちゃんも内職をして楽しんでいるんです。私たちのこの世代がちょうど私は多

分高齢者と言われる方々の孫世代に当たるんですけども、もちろんいろんなことに参

加したいですし、私自身ヘルパーの資格をとって介護の現場に向かうこともたくさん

ありまして、お年寄りの方とお話もさせてもらうんですが、実際何が問題が起きてい

るのかというのが具体的に少しわかりにくい部分として年齢で、どれぐらいの人に対

してこういう問題が起きているんだというのは漠然とはわかるんですけども、一体幾

つぐらいの方のことを対象として高齢者とおっしゃられていたり独居老人さんとおっ

しゃられていてどういう問題が起きているのかというのが具体的にすごくわかりにく

いというのが正直なところです。私たち北加賀屋でお年寄り向けのイベントをしよう

ということで大衆演劇のパフォーマーを呼んで実際にパフォーマンスをやったりしま

す。近所の方が来てくださいます。一番年の上の方は８８歳ぐらいの方ですし、もち

ろん６５歳ぐらいの方から８０歳ぐらいまでの方まですごく楽しんではいただいてい
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るのですが、その辺りがすごく漠然とした状態で困っているんだ、困っているんだ、

でも私たち孫世代の私たち、もしくは私より後輩の子たちは実際に何が困っているの

か正直わかっていないです。なのでその辺りをもっと具体的に福祉・健康部会さんと

かほかの部会さんも具体的な、どういうことに困っていて、どういう事態が起きてい

るのかというのが、ニュース以上のことが知りたいなというのが本音です。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。この意見に対してどうぞ。 

○大磯委員 

 高齢者の年齢はどこからかとか困っている方が何歳だとかそういうことは４０歳で

あっても、うつ病の方もあればいろんな困りごとというのはあるんですね、地域で。

私もネットワーク推進員をさせていただいていますので、先ほど話が出ました包括支

援センターの方ともいろいろ訪問もさせていただいていますけども、家族さんと昔か

らやっぱりうまくいっていない方とかそういうので家族と疎遠になっている方とかも

いろいろあるんです。本当にいろいろなケースがあるんです。精神障がい者で高齢の

方もあれば、虐待、私が今抱えているケースでも虐待も入って来ているんですけども、

そういう方をどう息子さんのフォローをどうしようかとか、どう息子さんと切り離し

たらかわいそうやけど、切り離さないとお母さんがすごくやっぱり暴力をふるわれる

んです。そういうのとか、うまく言えませんけども訪問に行くというか、一人一人食

事サービスとかふれあい喫茶とかを何ぼ進めてもやっぱり来られない方は来られない

んです。その方たちは、でも訪問に行くとお話されるんです。先ほど永川さんがおっ

しゃったように寂しいんです、皆さん。来てほしいんです。１対１のお話は何ぼでも

オッケーなんです。でも、どこかへ出かけますかとか言ったら、行かないとかいう感

じなんです。 

 きょうもちょっと一点、こんな話したらだめかもわからないけど。朝、訪問行った

ときにガラス戸に板を貼ってあるんです。何でこんな板貼ったのかというと台風が来
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るから戸がガタガタいうし怖いからといってガムテープで板を戸に巻きつけているん

です。その方もちょっと精神障がい者なんですけども、私は六、七年その方とはかか

わり合っていますけども、介護保険何ぼ言っても受けないし、だからそういう方を地

域は本当に困っている人を見守っていかないといけないんです。その見守りを誰がし

てくれるねんていうことです。 

 もちろん、ご近所、うちもボランティアさんがいててボランティアさんは本当に見

守りもしてくれていますし、いろんなケースも上がってきます。そのケースが上がっ

てきたら私らも行って包括支援センターにつないで区役所さんとも相談をしたりして

いろいろお話もさせてもらったりします。でも、それを本当に解決できないんです。

できないこともいっぱいあるんです。それをずっと見守っていかないといけないんで

す。それをネットワークがなくなったときに見守りをどうしていくのというのは私は

本当に一番区長さんに言いたいことなんですけど、すみません。 

 高齢者は一応６５歳って決められていますよね。でも６５歳で高齢というのはいろ

いろ居てはるからその本人が高齢と思うかどうかということですけども、一応決めら

れているのは６５歳以上からが高齢者ということで決められていると思います。 

○栃村委員 

 先ほどおっしゃっていた老老というのは例えば６５歳の方が８８歳の方を見守ると

いうこと。 

○大磯委員 

 そうです。ボランティアで若い６５歳ぐらいの方が８０歳ぐらいの方を、今でも親

子でそういう方の面倒を見ているという方もいっぱいいてます、家族で。 

○栃村委員 

 例えば、そこに私たち４０歳代とかそれ以下の人たちがどのようにかかわればよろ

しいんでしょうか。 

○杉村委員 
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 すみません、最初の私の発表がちょっとたどたどしくて申しわけなかったと思うん

ですが、それで福祉・健康部会のほうでやっぱり各地域ごとですごく差はあるという

ことで地域ごとの情報収集も含めて、再度そういう問題も含めてしていかないといけ

ないと。先ほど佐野委員からもありました、老老ボランティアも含めて使える社会資

源をどのようにして効率よく使っていけばいいかというのを含めて先ほどから重ねて

あるように地域格差があるので、まずはこの地域・福祉部会で情報収集を再度してい

こうということでこの間の会議をしています。なので先ほどの問題、栃村委員からも

ありましたように、高齢者というのは先ほど６５歳とあるんですが若い方のそういっ

た資源というのはなかなか活用できるのがすごく現状が難しい。なかなかボランティ

ア登録してもらうのも難しいという問題も含めて前２回の会議の中で若い方をいかに

引き込むか、今大磯委員からもありましたように幾らこちらからアプローチしてもな

かなか社会資源を使っていただけない方というのもすごくたくさん今現状としてはい

らっしゃるんで、そういう方をいかに社会資源と結びつけていくかなども含めて福

祉・健康部会で効率よくそういった社会資源に地域の方を結びつけていくというのを

今後検討して会議として進めていきたいと思っています。 

○大木議長 

 どうぞ。 

○森田委員 

 地域福祉の問題というのは行政が一つのパターンをこしらえてそれをそれぞれやれ

と、かつてはそういうトップダウン方式でなされてきたわけです。でも実際、いろい

ろと行政がこれまで心がけられたことは地域にどれだけ定着しているのか、例えばネ

ットワーク委員においても活性化していること、十分活躍しているところもあるし停

滞しているところもある。実情はさまざまであるわけです。ということで当部会では

この住之江区全域を一つの方針でくくるのではなしにそれぞれの地域がそれぞれの課

題を持っているというのは、地域というのはこの地域１４地域あるそうですけれども、
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その形成過程はみんな違うわけです。本当に中世からあるようなまち、あるいは近々

にできたまち、新開地、というようにさまざまな成り立ちが違いますから、成り立ち

が違ったら当然そこで住んでいる人たちの人間関係、歴史感とかそんなん全部違うわ

けで。だからそれぞれの地域に最もふさわしい方法で地域に住んでいる方々が見出し

ている、そこでどういう突破口を切り開いて行ったらいいか。これを地域で考えて、

そういうものを積極的に地域から提案して、それを行政がサポートしていく、そうし

ないと地域福祉というのはなかなか定着していかないわけです。 

 今ご質問があったように、今の地域の現状、たとえば私は住吉川ですけど、まさに

地域を見てみましたら老老介護なんです。若い方の参加なんてほとんどないです。ほ

とんどないというと申しわけないですけど、それは若い方はやっぱりローンを払わな

いといけないから家を構えて、ローンを払わないといけないから夫婦して働いておら

れるわけで、そういう人にボランティアに参加してって、それは無理なわけです。で

も地域にはボランティアをすることによって先ほど申されたように、元気になられる

んです。そういう参加をやめたらぼけてしまう。そういう関係にあるわけです。 

 そういう点ではやっぱり高齢者というのは社会的に一定の６５歳とのことを言われ

ているかもわかりません。それもまたさまざまな個人差があるわけです。だからそれ

を乗り越えてどう地域の条件に則してやっていくか、そういうことは地域で考えて地

域で切り開いていく、それをいかに行政がサポートして魅力・内容のあるものにして

いくか、こういうことが今私は問われているんじゃないかと。そのためには先ほども

部会長が申しましたように年に１回、その活動したことを持ち寄って経験を共有化し

て、そうすることによって活動の厚みを豊かにしていく。こういうことを積み重ねて

いくということが今まさに地域が問われ、また行政が、そういう視点で地域との関係

は取り結んでいくということがこの地域の大きな課題だと思っております。 

○大木議長 

 ありがとうございました。この問題は意見交換するときりがないんです。それでち
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ょっと時間もオーバーしまして、この問題の難しさは結局地域、世間に交わりにくい

人を助けないといかんのです。交われる人は出てくるんです。だから交われない人を

いかにその地域に出てきてお話をしていただくかというようなことを考えるんですか

ら。栃村委員がおっしゃったように何をしたらいいんですかというのでしたら、若い

方もお年寄りの方もみんなそういう方、世の中に交われない人を交われるようにどう

したらいいかということをまず考えていただいて、そしてゲートボールでも何でもい

いんですよ、ふれあい喫茶でもいいんですよ、そこへ連れ出すということを努力です

から、お年寄りがやるんだとか若い人がやるんだというのは、これは年齢別にしてそ

ういうことに目覚めた方がそういう交われない方を引き出しくると、出て行ってほし

いのは、私らあの世行かなあかんいう人も出てきとんですよ、こんな人は放っといた

らいいんです。そうじゃなしに、交われない人をやるということですので非常に難し

いのでこれをやりますと時間が足りません、この辺で打ち切らせていただきます。 

○坂下委員 

 教育部会の坂下です。 

 お年寄りを元気にするということで今いろんな取り組みをされてやっておられるん

ですけど、それに加えて、これは福祉だけじゃなく私たち子ども・教育部会の内容も

そうですし、そのほかの魅力・ブランドにかかわることもそうなんですけど、お年寄

りというのは割と小さな幼児なんかといるときに明るい顔になったり心を打ち解けた

りということもあります。いろんな世代が一緒に接するということで心が和む。先ほ

ど区長がおっしゃっていた支え合いというのも、そういった今までお互い壁があると

ころがちょっとずつ崩れてきて、そうなって支えができると思うんです。ですから魅

力・ブランド部会のところで全体のそういったお年寄りから小さい子まで含めてやれ

るようなことを計画していただいて、子ども・教育部会がまたそちらのほうで学校か

らの取り組みとか安心・安全のほうでそういった全体が、皆がいろんな年代が一緒に

できるようなイベントというか、何か取り組みを考えていただいたら、また、今お話
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しされてるお年寄りのためにというふうに方向が割と一方向に向いてしまっていると

思うんですけども、そういうことだけではなく全体的な見方でその高齢化対策だけと

いうことじゃなく全体に波及してそれぞれにプラスになると思うんで、そういったこ

とも考えていったらどうかなと思います。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。それでは続きまして、安全・安心部会の長田部会長さん、

よろしくお願いいたします。 

○長田部会長 

 それでは、安全・安心部会の報告をさせていただきます。 

 報告の前に、今年もまた日本列島、日本の各地で自然災害に見舞われて、特にこの

間の台風２６号で伊豆大島の被災者の皆様には大変な被害を受けられてお見舞いを申

し上げたいと思います。 

 安全・安心部会のほうで私、部会長を仰せつかっております、先ほどご紹介いただ

きました、長田と申しますけれども、私から左手のほうに合計４名、合計５名いらっ

しゃるんですけど、きょうは大津さんという方が欠席ですので４名の皆さん方、資料

１の一番後ろのメンバー表を見ていただきましたらおわかりかと思いますけれども、

全て皆さんは地域活動協議会で活躍を、あるいは指導的な立場で活動をなさっていら

っしゃるということでございます。お手元の資料５、表裏に従いましてご報告を申し

上げまして意見を交換したことのご報告と、それから提案という形で進めてまいりた

いと思います。 

 部会を３回行いました。８月７日、９月２４日、１０月２日、お手元資料５により

まして進めてまいりますけれども、安全・安心部会のほうですが大きくテーマが防災、

あるいは減災と、防犯とよく似た言葉ですが内容は異なるテーマでございます。まず

１回目の会議では防災と防犯について意見交換を、あるいは提案というものをしたん
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ですけれども、２回目３回目はやはりこの防災は防災で一つにまとめてやったほうが

いいんだろか、集中してやったほうがいいだろうか、防犯については防犯でやりたい

なと、そういう進め方でやってまいりました。資料に基づいて申し上げますと、防災

の取り組みは地域だけでは無理で区役所と一緒に取り組まないといけない。区役所は

地域の、あるいは地域は区役所の協力が不可欠であると。これはおっしゃるとおりだ

ということで区役所のほうからも意見をいただいております。地域特性があるので住

之江区という小さな地域であっても地域特性がございますので防災訓練についても一

律であってはいけないのではないかと、そういう提案というか意見を取りまとめまし

た。役所のほうからは現在地域の特性を考慮した地域別防災プラン作成に向けて専門

家と地域等コーディネートしワークショップや会議を開催しています。訓練について

も地域の特性に応じた内容になるように地域と協議をしてまいりますと、そういう意

見というか回答をいただいております。 

 次、防犯につきまして、防犯についてもやはり地域と一緒に取り組むべきだと、地

域のことは地域の人が一番よくわかっているからだと、そういうことを申し上げたと

ころです。地域防犯担当の方とか地域のまちの見守り隊の方などと連携して取り組ん

でいきますよと、そういう回答を得ました。 

 第２回目は９月２４日に開催いたしました。今回、このときは防犯について中心に

して意見交換等を行いましたけれども、申し上げますと、ひったくり防止カバーの取

りつけキャンペーンの取り組みについての周知活動がもっと必要なんじゃないかと、

広報板の使用とか地域で意識が高く活動している人に協力してもらえばよいのではな

いかという意見が出まして、取り組みの方法を検討していただくことになりました。

重点的に巡回が必要な地点、防犯についての情報を警察や学校からなかなかもらえな

いという意見が出まして、地域の拠点、会館等を地域安全センターとして登録すると

警察官の立ち寄り場所となったり情報の提供が受けられますよというお答えもいただ

きました。通学路の徹底、子ども、保護者、地域の人に協力をしてもらい、子ども見
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守り隊の強化が必要であると。見守り活動をしている方に学校とか区役所からの感謝

の気持ちをあらわしてもらえないかと、そういう意見も出まして区のほうからは表彰

制度等を検討してみますとそういうお答えをいただきました。区で防犯カメラの設置

がもっとできないのかと、まだまだ必要な場所が多いんとちゃうかと。大阪市の補助

事業だそうなんですけれども、それでは限界があるのでどうでしょうかというふうに

申し上げたところ、来年度は区の事業として予算化をめざしていきたい、そういうふ

うにいきたいという希望だけですが今のところはおっしゃっていただいております。

緊急対策強化事業で防犯ブサーの配付というのがあるのだけれども、配付対象者が男

女別、年齢別等の検討が要るのではないかと。今は高学年に絞られているのかな、配

布の対象者をもう少し検討していきたい、そういうふうに回答をいただきました。た

またまその９月２４日は防犯のテーマに絞って意見交換をやったんですけれども、９

月１６日に１８号台風が来襲といいますか、住之江区にも一部の地域に初めて避難勧

告がなされてそこで慌てたという事実がありました。勧告が出された中身は大和川の

水位が高くなって危険水位になったということだそうですけども、各避難場所での対

応に地域がすごく苦慮をしておりました。初めての経験だったので問題点はいろいろ

あったと思うので、その辺の検証をお願いしたいという観点からの申し入れをいたし

ました。問題点の洗い出しを今役所のほうではやっていただいております。 

 次に３回目１０月２日、今月になってからの第３回目の会議なのですけれども、今

回は、防災を中心に話をする予定だったのですけれども、まだ台風１８号の検証を行

いますという２回目の役所のほうの検討事項をお願いしておりましたところ、台風１

８号関連についても意見交換を行いました。避難所の鍵を預かる人の見直しをしない

といけないと。誰が持っているのかわからないということ、わかっていてもなかなか

おられないということとかがあって。また、学校の先生方とか職員の方々の対応とか

避難所を開設したり運営に当たっての検証が必要ではないかと、そういう意見が出ま

した。そのとおりだということで鍵の保管者の見直しを区役所のほうはお願いしてい
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く、そういうことだったんです。訓練については次年度２６年度全地域で避難所開設

訓練が行えるように支援をしていくと、そういうことだったのです。避難をしてくる

人についてですけれども、避難勧告と指示の違いや、とるべき行動を余りおわかりじ

ゃないという方が多かったと。地域や役所等が協力して勉強会を開くなどそういった

ことが必要ではないかという意見が出まして、役所のほうは広報紙を活用して周知を

していきたいと、また地域別防災プラン作成に向けた会議も行って、そこでも周知を

していきたいという回答を得ました。避難勧告が一部にしか出なかったと、つまり出

ていない地域に対しての連絡も必要なんと違うかと。一斉メール等の導入はできない

のかという意見がありました。それに対しては一斉メールについて研究します。費用

等もいるらしいです。それについても検討をしていきますという回答をいただきまし

た。 

 防災全般につきましては、火災、地震、水害あるいはそれらが重なった災害ごとに

行動の整理をしていく必要がある。ある地域では避難勧告で逃げて行ったのだけれど

も１階の体育館に逃げたと、意味がないわけですよね。学校の２階３階に逃げないと

水害の被害に遭う可能性があるわけです。そういった非常にもうちょっときめの細か

い行動をとるような訓練が必要なのではないかと、そういう意見が出まして、地域別

防災プラン作成に向けた会議の中で整理をしていきたい。地震は地震、水害は水害、

火災は火災、そういったことです。それから連絡体制の見直しが必要である。メール

やとかファクシミリ等、区からの連絡者として地域活動協議会の会長さん、連合町会

長さん、あるいは連合災害救助部長、防災リーダー隊長、避難所の鍵の保管者等に連

絡をして、そこから連絡網で住民に周知をしていくということをおっしゃっていまし

た。昼間は大人が勤めている人が多くて、少ない。中学生の力も必須であると、そう

いう意見も出まして中学校でも災害の訓練を災害対策の訓練をやっているということ

をお聞きしていますが、災害時には地域の中心的な役割を担う方の高齢化が進んでい

るので中学生にも新たな防災の担い手となるように育成を図っていきたいと、そうい
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うふうに役所のほうからの回答を得ました。２６年度、来年度に向けての提案を申し

上げたのですけれども、裏面になりますか、防犯の部では３つ、防犯ブザーの配付を

ご検討してもらう、防犯カメラの設置も予算の関係いろいろあると思いますけれども

設置を増やしてもらう、３番目は見守り隊のやる気アップ。表彰状をもらうことでや

る気が上がるかどうかわかりませんが、やはり何がしかの見守り隊の皆さん、先ほど

も会長さんおっしゃったかな、どういう方がやっているのかわからないというところ

もあるようにも聞きますので、そういった方々への対処、それらを提案いたしました。

 防災の部分についてはやっぱり訓練の見直し、地域別に住之江区といえども南港地

域やとか大和川沿いの地域やとか粉浜の地域とか異なりますので、地域別の防災訓練

をやってください。中学生も含めた訓練を連携してやってくださいということを１つ

目。２つ目は災害時の連絡体制。先ほどもありましたけれども一斉メールも検討して

いただいて連絡体制を構築するということです。それから３番目は先ほど出ましたけ

れども防犯カメラを使って防犯だけではなく防災にも活用していく、区での予算措置

をしていただいて設置場所を検討してやっていただきたいなという提案３つずつあり

ますけれども、そういった提案を取りまとめて我々５名で検討をし、提案をさせてい

ただきました。 

 以上でございます。 

○大木議長 

 はい、大変ご苦労さまでございました。この防犯の部分はいろいろ今起こっており

ますからいろいろ考えていたら、防災で見たら大阪は幸せなことにそれほど大きなも

のは出ていませんのでなかなか難しいかなという気がしますが、これについてもこの

ほうの一つの指針というものも説明をしていただきたい、できる限りでよろしいです

か。 

○髙橋区長 

 まさに委員がおっしゃったように地域ごとの特性があります。南港で背の高い集合
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住宅がたくさん立っているところと、例えば敷津浦で昔ながらの街並みが広がってい

るところとでは当然対応は違いますので地域ごとの防災プラン、また地域ごとの体つ

きに応じた、ニーズに応じた訓練をしていくという方針でこれから地域の皆さんと一

緒に力を合わせて臨んでいきたいというふうに思っております。台風１８号関連につ

きましては、その後区役所のほうでも方針をまとめましたので、後でちょっと森浦危

機管理マネージャーのほうから簡単に報告をさせていただきます。 

 防犯のほうなんですけども、街頭犯罪、残念ながら住之江区は去年に比べて増えて

いる傾向にございます。特に自転車盗と車上荒らし、この２つが増えておりまして防

犯の強化を区役所のほうでも緊急的にやっていきたいというふうに思っております。

どういうふうに強化していくかというのは今ちょっと考えているところなんですけど

も、例えばごくわかりやすい一つだけご紹介しますと、今区役所の１０人強のメンバ

ーが地区を分けてパトロールをして自転車で回っているんですけども、例えば服装一

つとってもＴシャツやウインドブレイカーで回るよりも、もう少しガードマンぽい、

僕たちは警備しているんだぞ、見回っているんだぞという服装で回ったほうが啓発効

果も高いということで服装からまず変えていこうやないかとか、あるいはうちの区か

ら始まって、まだ２つ３つの区しか取り組んで広がってないんですけども、９時から

１７時だけで見守るだけだとちょっと寂しいよね、朝の子どもさんたちの登校時間、

子どもさんたちの下校時間もということで朝の７時半から夕方７時まで拡大してパト

ロールしたりとかそういうことを今しております。とにかく強化をしていくというこ

とをしっかり進めたいと思います。 

 台風１８号関係をちょっと森浦危機管理マネージャー、簡単に。 

○森浦危機管理マネージャー 

 政策推進室の森浦と申します。 

 台風１８号関連で特に皆様方からの問い合わせが多かったのは、防災無線のスピー

カーからの音声が聞き取りにくいというのがありました。これにつきましては大阪市
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の危機管理室のほうからも検証をしておりますけども、なかなか小学校や区役所なん

かの公的施設設置しているために密集しておりまして反響する地域があるということ

で、また音声の伝わらない地域もあると。都市化が進んでおりまして建物の高層化あ

るいは高緊密化によりまして反響する地域が聞こえない地域がふえているという現状

の報告がありました。大阪市としましても来年度ちょっと現場調査を行って対応策の

検討を行いますという回答を得ております。区としましてはその防災のスピーカーに

つきましては大阪市の取り組みに委ねるわけですけども、区としては避難勧告や避難

指示を住民にしっかり伝えたい、伝えていかなければならないということで措置ある

いは検討を開始したことがあります。一つは情報をちゃんとより多くの皆様に伝える

ということで先ほどもありましたように携帯、スマートフォンのさらなる活用、ツイ

ッターのフォロワーを増やしていきたいと。区のほうにメールマガジンでも防災情報

を掲載しますのでぜひ登録していただきたいというふうなことを広報紙で情報発信し

て登録をしていただきたいというふうに考えています。広報車、地域に出て車でアナ

ウンスをしながら情報を伝えるということもありますけども、これも１台２台では広

く回らなあかんのでちょっとスピードを上げてしまったりとかいうのがありますので、

ちょっと台数をふやして保健福祉センターの車なり、後は建設局のほうに依頼要請し

まして車両を増やしてもらうとかいうことで対応していきたいというふうに思ってい

ます。先ほどもありましたように地域の連絡体制をきっちり確立していただいて、う

ちのほうからどなたに伝えたら次はどこへ行くというふうなところで住民への周知を

徹底できるような体制をつくっていきたいというふうに思っております。 

 避難所の関係なんですけども、避難所を開設してくださいと依頼したときに３階以

上への避難をしてくださいというふうに伝えたつもりだったんですが、なかなかそれ

が徹底していないために１階の体育館で避難されてた方を誘導してしまったとかいう

ところの地域があります。これも大いに反省点がございます。今回水害の場面になり

ますとも、３階以上への避難と、この指示を徹底したいというふうに思っています。
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それと今回は避難勧告がすぐ出てしまいましたけども、通常避難準備情報というのが

発令されるということを聞いております。ですから、今回は避難勧告が発令された時

点で職員を招集しましてそこからの対応ということで少し時間的にロスがあったとい

うふうに問題点ということで、改善ということで避難準備情報の時点で職員を招集し

まして避難所へ配置をしたいなと。そこには避難勧告までのしばらくの時間がありま

すので職員の指示も十分できるかなというふうに考えております。 

 簡単ですけれどもこれで対応していきたいと。後は細かいところがあるんですが、

まだ検討、研究をしていきたいと思っております。 

○大木議長 

 ありがとうございました。防災、防犯の件につきましてはこれも大変これから起こ

るか起こらないかという問題もありますので大変なんですが、私が一つ感じたことは

避難場所の問題で、私のまちでどうしても逃げる場所がここしかないなというような

場所があります。その場所にお願いしますと「よっしゃ」とおっしゃるんですが、さ

あどうですかというと本社に稟議書出しとるとかいろんなことをおっしゃってなかな

か実現しない。だからこれを行政の方にお願いしていけるのかどうかわかりませんが、

この津波に対する防災、そういう避難場所というのに対してはある程度まで民間であ

っても半強制的な指導もしていただいてやっていかないと希望の方、希望の方といっ

てやっていたら民間のところでは非常に難しいです。だから、そういう半強制的なお

願いをすると、それに対してそこの避難ビルに対しては例えばビルの中に入りません、

非常階段のようなものを設けてそういうところから入っていただきますよとかいうよ

うな何かの方法をとっていただいて、ビルの持ち主が「大いにやってください」と言

えるような体制をつくっていただいたら非常に助かるんだけどなと、私の経験からそ

ういうようなことを感じました。 

 それでは皆さん、どうぞ。 

○小髙委員 
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 非難の勧告とかそういう部分で情報の出方というのでリーダーがパニックを起こさ

ないという情報の出し方をしていただくというのが大事なんかなと。というのは避難

勧告というのが出て、ラジオとかテレビで流れてそこから先どうしたらいいのかわか

らないというのが現実にあるので、逆にいうと避難してくださいよ、学校へのどうの

こうのという部分が出てくるんですけども、学校の鍵はまとめて置いてあるや、それ

とあと誰が持っているのか。何人か持っているというのがあるから、その中の誰かが

行けば開くんですけども。ただ、情報をぱっと落とされて一般の人が、全部がパニッ

クを起こされるとどうしようもない、それからリーダーがパニックを起こすというの

も一番怖い。だからその情報の落とし方というのは少し専門家を入れてもらってやっ

ていただくというのがいいのかな。 

 また昔、ポートタウンであった例でいきますと、水道管が破裂事故を起こした、そ

の水が２時間後にとまりますという情報は正確に捉えたところは、要は自分のところ

のマンションの受水槽、高架水槽に全部水を張ります。それで各家庭に班長さん、各

町会組織なので班長がいてますので、一人が２０件たたいて回ればオーケーなんで、

すぐに風呂のところに水を張ってください、水がとまりますよというので、行くだけ

で済むという。そしたら水がとまった時点で別に大きな混乱もない。ただ、留守宅だ

けがそのことを知りませんので、それについては貼り紙１枚、必要な水はパック水が

届いてますからそれを持って行ってくださいよということだけで終わるんです。そし

たら、ほかのところで何が起こったかというと水がとまったという、水がとまるとい

う情報が全然伝わっていないので、とまった瞬間に慌てだして給水車が来て給水車を

襲うという、そういう状況が生まれました。だからそこのところきちっと最初の単位

である班というのがすごく災害のときに有効に働く。だから阪神・淡路大震災のとき

も同じですけども、班長さんが自分の担当しているところをとりあえず安否確認、事

故がないというのを確認したらそれだけで終わりなんです。そしたらそこから後は別

に救助も要らないと。留守宅のとこだけがチェックいると。それが大事ならどこが集
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約するねんというところでうちはマンションなので管理事務所があってそこに集約さ

れる、それが集約されたらどこ、連合が町会ごとを集約するというのは会館に集約し

ていく、そこから何かあっても電話途絶してでもそこのところには防災無線が置いて

あるからそれが活用できる。ただ、一番最初の単位のところがきちっと機能すればパ

ニックも起こらずにどうしましょうという、そこのところの情報の落とし方というの

がすごく大事なんかなと。またそれはそれぞれ町会の中で班が編成されているのをや

るということで、先ほどのこれもお年寄りの話も一緒なので、各それぞれ班が機能し

ていればそういう事故もほとんどないというのが現実にあるのかなというふうに、た

だ、情報のとおり避難勧告出ましたよ、学校に避難したらいいわといって混乱したと

きに門があいていなかったら大変なことになるので、その辺のところというのを情報

の落とし方でどうやって避難勧告をみんなに伝えるというのは一番最初の単位の班長

さんがここはあかんからすぐに避難しましょうと誘導していくというのが基本なのか

なと。それをやるのは消防訓練も一緒で消防訓練をやるときに一斉に火事になったか

ら避難しましょうとみんな出てきてそれを班長さんが誘導して訓練会館に連れていく

という訓練のやり方、そういうのも活用できるんじゃないかというのがいつでも思う

とこです。 

 以上です。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。 

 これは私のまちの例ですが、私のまちでは学校というのは避難場所として鍵を預か

っています。そのときに３つの鍵があります。３つだけ。それは各地域平均して渡し

まして、町会長会員とか必ずこの鍵はこの方とこの方が持っていますと常に発信して

います。だからそういうことが起こったときは必ず町会長を通じて発信していくとい

う組織のやり方をしておりますし、この間の大和川の勧告のときも私どものほうでも

学校に避難された方がおられるということで対象外でしたが、そのときは今、住之江
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区が推奨しております青色パトロールを活用して私どもは４回か５回まちを今対象外

ですということで回りました。そういう、いろんなその自分たちの持っているそうい

うものを活用してみんなと協力してやっていくというような方法で、鍵というのはこ

れは絶対に誰が持っているかというのを知らしめないといけない。まとめて置いとっ

たらだめです。だから防災の担当者を決めてきちんとして知らしめていくというのが

大事じゃないかなと思います。 

 次どなたかおられますか。 

○坂下委員 

 子ども・教育部会の坂下です。 

 私提案なんですけど、ここの防犯のところの提言の中でもありますように中学生を

対象の訓練との連携を含めて訓練を見直すということがあるんですが、これについて

は昼間の人間がどうなっているかというのは、お年寄りと中学生それから高校生、場

所によってはというようなのが主体にならないといけないというのは私自身も思って

いまして、それをやっていくに当たって居住者の高齢者の方の情報も必要だろうし、

いろんな問題があるんですよね。いざみんなでやろうと、そういうのを取り組んでや

ろうと言っても結局は難しくて何をどうしたらいいかわからないと思うんです。ちょ

っとモデル地区をつくるなり、１カ所そういったやりやすいところ、いろんな条件が

整っている地区を選んでいただいて、どういったことができるのか、まずは中学生で

す。高校生がいらっしゃってもそこまでいろんなことを一遍にできないと思うので、

中学生を含めた形の防災訓練というか何かあったときにどうすることができるのかと

いうのを研究してもらって、次の秋の全体の防災訓練までにその辺を研究してもらっ

て一つどこかでこういったやり方をやってみようというのをやっていただけたら、以

前からそういうような話はそれぞれ地区地域でも出てると思うんですけど、それ以上

前に進まないんです。その辺をいろんな研究専門家の方の知識もいるでしょうし、い

ろんな情報もあってやっていかなと思うんで、その点区のほうで考えていただいたら
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時間は来年以降、それからになるかとは思いますけど、今後のことについて有効なこ

とになるんじゃないかなと思っています。その点お願いしたいです。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。意見はたくさんございますが、ちょっと時間の関係で３

０分ほど遅れていますので申しわけないのですが、総合的なところでまたご意見をい

ただきたいと思いますが、続きまして、子ども・教育部会ということで田村部会長よ

ろしくお願いいたします。 

○田村部会長 

 ありがとうございます。それでは、子ども・教育部会のほうからの報告ということ

で報告をさせていただきます。 

 私たちのメンバーは門さん、坂下さん、下道さん、鷹野さん、林さん、安田さんと

いうことで、この田村が部会長に選出をされましたので、子ども・教育部会の報告を

させていただきます。 

 まずは第１回目の会議ということで８月２０日に行いました。その議題としては小

学校の学校選択制度についてということと中学校給食について、それと子どもの学力

向上についてということで、お話合いを進めてまいりましたけれども、小学校の学校

選択制についてというのは２７年度までに導入という大阪市の方針に沿って議論をさ

せていただきました。その数ある選択肢の中から自由選択制を一応選ぶということに

なりました。ただし、距離の制限を設けたりということも考えまして当初は学校から

中心半径２キロということでお話を進めたんですけども、児童の歩行速度や道路の状

況というのを考えまして半径１．５キロということを提案させていただくという運び

になりました。２６年度に大阪市で６区実施されるというのがございます。今希望調

査中なんですけれども、現状まだ回収中なんですが大体５割強の回収がなされとると。

本来の校区以外の希望者は約４から５％だということです。それで本来の校区へ通学
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するという生徒さんは、もう調査票結構ですということなんで、総合的に考えますと

全体で３％前後になるのではないかと。住之江区の新しい小学一年生の方が大体９０

０名というのを仮定しますと、大体住之江区で２５名前後になるのではないかという

ような調査報告もいただいております。 

 続きまして２番目の中学校給食についてなんですけども、これも２６年度から大阪

市の方針に沿ってめざすということで全員喫食、一、二の三で一年二年三年全員喫食

というのが一応望ましいと思うんですが、新一年生から段階に喫食をするのが選択の

中で全員喫食するよりも望ましいんではないかと。現場が混乱する恐れが非常にある

ということで段階的にやることもやむなしだというような考え方になりました。後日

加賀屋中学校を見学、私ちょっとこれには行けなかったんですけども、加賀屋中学校

を見学しにいった委員さんからも来年度に一斉に導入するのは厳しい現状ではないか

ということで段階導入ということを提案させていただきました。 

 ３番目に子どもの学力向上についてということで住之江区では中学生による英語検

定の受験を実施していますが、英語検定よりもやっぱり国語力のアップという、要す

るに国語力をもう少し向上させる必要があるではないかということで第１回目のご報

告とさせていただきます。 

 第２回目９月２５日に開催しました。これは一つ、２６年度に向けての提案も兼ね

てます。子どもの学力向上についてということで全体的な学力の底上げが必要だと。

それから家庭学習の時間が少なくなってきているので家庭学習の習慣づけが大切では

ないか。それで、地域をも巻き込んで家庭学習に取り組むことはできないか。情緒教

育が大切だと思うが、以前は学校で映画鑑賞とかそういう予算がついていましたけれ

ども、区役所で今後補助はできないのかというような提案がされました。 

 第３回の会議、１０月３日なんですけども、平成２６年度の施策については予算等

の問題はあると思いますけども、子どもの学力向上の取り組みを実現をしていただき

たいということと、これはちょっと重複しますので先に報告で述べさせていただきま
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した。平成２６年度に向けての提案ということで、学力向上の取り組み、夏休み等の

補習開催のため有償ボランティアの補助ができないかということなんですけれども、

現段階ではボランティアの確保が難しい。そして例えば塾の講師さんなんかを雇いま

すと、とんでもないぐらいのお金がかかるんじゃないかということで、これは今回ち

ょっと見送らな仕方ないなというような結論になりました。 

 ３番目なんですけども、学校の情緒教育ということで映画鑑賞等を実施するための

補助ということなんですけども、各学校において校長に戦略予算というのがあります。

必要ならば校長に相談してそういうのも各学校で取り組んでいったらどうかなという

ようなご意見がありました。 

 ２番目に戻りますけれども、家庭学習の拡大ということで小学生による漢字検定、

漢検ですね、それをしたらどうかというようなお話もございました。日本語力のアッ

プ、要するに高めるということが非常に大切やと、日本語の学習や能力を高めるとい

うことが一つの一番大事なことではないかということで、また今テレビ等でやってい

るような漢字の書き方とか書き順とかそういうのをクイズのような形でやっているこ

とも視野に置いて子どもたちの親も参加できるような、そういうような取り組みがで

きないかというようなことを発言された委員さんもたくさんおられました。家庭学習

の一つの取り組みになっている。だから地域も何もかも家庭も巻き込んで今後子ども

たちの学力アップということを図っていきたいと、そのように報告をさせていただき

ます。 

 以上でございます。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。時間が非常にオーバーしとるんですが、皆さんの

中で自然現象したいという方がおられましたら、ちょっと休憩に入りたいと思います

が、いかがでございますか。５分間ぐらいだったら十分いけるんじゃないかという感

じがしますが、引き続きよろしいですか。 
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（委員より「はい」の声あり） 

○大木議長 

 はい、わかりました。それでは、自然現象の方は個人で立って行ってください。そ

れではこれ教育問題ですので、これはまず区長にご意見をちらっと言っていただきま

して、それで皆さんのご意見を聞きたいと思います。 

○髙橋区長 

 子どもさんたちがしっかりと学力をつけていくことにつきまして、実は２５年度か

らも住之江区のオリジナルの取り組みをしてございます。一番わかりやすいのは英検

を全中学校で受けれるようにしました。まずは５級から取っかかりでということでや

っている、それは住之江区だけなんでございますけども、実は例えば発達障がいをお

持ちのお子さんに先生方のサポートがいる、あるいはちょっと学習等に支援が必要と

される家庭の子どもさんの指導なんかにやはり先生のサポートがいる、それで勉強を

教えることだけに集中できない環境があるという部分があります。勉強を教える以前

の部分でしっかりとサポートせんとあかんなあということで、例えば学校がボランテ

ィアをお願いしやすいようにボランティアの方にちょっとお礼ということでレインボ

ーカードを渡すような事業も区役所のほうでさせていただいております。また、不登

校のお子さんなんかの相談に乗るようなスタッフ、あるいはご家庭のいろんな子ども

にまつわる相談に乗るようなスタッフも住之江区は少し厚く配置をして子どもさん方

の学力アップということで取り組んできております。引き続き、子どもさん方の学力

向上、あるいは子育てのしやすいまちづくりということでしっかりと取り組んでいき

たいと思います。議論いただいたことは全て受けとめて、できることから実現してい

きたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。これ、皆さんのご意見を全部聞いていたら大変な

時間になりますので、後お二人のご意見を聞きたいと思いますので、委員さんの中で
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おられますか。 

 はい、どうぞ。 

○杉村委員 

 先ほどの子ども・教育部会にありました学校での情緒教育の中で映画鑑賞というの

があったんですけど、これはあくまで一定のところをお薦めするのもあれなんですが、

住之江区で人形劇団クラルテという結構有名なとこもあるので情緒の教育にも人形劇

というのも結構いいかなと思うので、そういうのもまた検討の一つに加えていただけ

たらなと思うのと、それと先ほどの安全・安心部会の中でありました中学生を含めて

防災の訓練という中で私も介護事業所をやっておるんですが、介護事業所や地域包括

支援センターというのはそういった社会的に弱者と呼ばれる避難困難者の情報を多く

お持ちなんで、そういった防災訓練の際に介護事業所や地域包括支援センターも一緒

にやっていただけるようになると、すごくより社会弱者と呼ばれる方の避難というの

もよりよい。 

○永川委員 

 もうその辺やっているところもありますよ。中学校でも一緒に防災訓練やってると

ころもありますし。 

○杉村委員 

 例えば訪問介護の事業所なんかは結構独自で動いているケースが多いので、そうい

った防災訓練を訪問介護の事業所も加わらせていただけることでより効率的に動ける

と思いますので、またぜひ。 

 すみません、以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。どうぞ。 

○森田委員 

 学校教育についてご提案をお聞きして私自身は市長のラインに従って自由選択制と
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いうことを打ち出されたわけですけど、私は個人としては小学校にそんな選択性がい

るのかどうか、私自身は個人としては疑問に思っているのです。今ともかく無償の学

力調査の学校単位で向上するように大阪市がお決めになったわけなんですけれど、や

っぱりこれを実施するためには私はいくつかのハードルがあると思うんです。例えば

住之江区の中のいくつかの学校は教員が非常に努力をしてもなかなか教育向上が見ら

れないという地域もあるわけで、例えば毎日毎日の児童生徒の登校状況を見ても一人

や二人じゃない、少なくとも十数人の生徒が授業時間、登校の時間に学校に来ない、

あるいは不登校が続く、そういう現状を抱えている学校があるわけです。こういうよ

うな生徒を抱えているところでは英語検定や国語検定も重要ですけど、そういう子ど

もたちをぜひ学校に引きつける魅力、努力というのが必要なわけです。そうすると学

校教諭の中でなかなかそういう子どもたちを家から連れ出すということは現状として

非常に難しいようで、既に親が働きに出ておらない、親が夜間働いて寝てしまって子

どもを起こさない、そういうさまざまな状況の中でなかなか子どもは生活習慣が確立

されてないわけです。そういう点で学校とそういう家庭、そして子どもを結びつける

ような、そういう活動をする教員というのが必要なんですね。例えば今区長さんは発

達障がいを抱えている学校は非常に困難だからと、そういう学校に対して配慮したい

というようなご発言があったわけですけど、それ以上にそういう問題があるというこ

とをよく学校の現状というのを承知なさらないといけないと思います。やっぱり社会

福祉のケースワーカーをしておるような教員、そういう学校教員でない社会福祉にか

かわるケースワーカー的な教員の配置というのは問われているわけです、そういう学

校においては。そういう問題を解決しないとなかなか諸学力の底上げというのはでき

ないわけです。ちなみに住吉川ではここ５年来、子どもたちを集めて毎週土曜日寺小

屋をやっています。全部、オールボランティアです。何の援助も受けてない。ぜひ援

助を得られたらありがたいです。でもボランティアの皆さん方の協力で５年間やって

いるんです。大体来てくれている子どもたちは１０人から２０人ぐらいの幅です。来
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てくれている子どもたちの中にはよくできる子もいますけど、問題を抱えている子ど

もたちもいるわけで、また寺小屋に来ることを救いとしている子どもたちもいるわけ

です。そういう子どもも含めて私たちは住吉川では寺小屋を運営しているわけですけ

ど、そういう取り組みというのに対しては何らかの行政として目を注いでいただきた

いというのを申し上げたい意見でございます。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。この問題は私も３０分ぐらいかけて意見を申し上げたか

ったんですが時間がございますので、ただ小学校というのは子どもたちの大人になる

ための一つの踏み台です。そこで学力向上、学力向上じゃなしに、おはようございま

す、こんにちはと言える生徒をしっかりつくっていただきたいというのが短く言えば

そういうことです。 

 それで大変申しわけないですが先生方も長時間、貴重な時間をとっていただきまし

たので、ここで先生方に今までのこの意見を踏まえてお一人ずつご指導をいただけれ

ば幸いだと思いますので、まずお並び順で半田先生から一つよろしくお願いいたしま

す。 

○半田議員 

 半田です。 

 いろいろ聞かせていただきまして、いろいろこれからも行政に参考にさせてもらい

たいというふうに思いますけれども、少しちょっと思いついたところだけ発言させて

いただきます。 

 まず、住之江区の魅力をどうするのかということですけども、住之江区は一寸法師

とか高燈籠とかいろんなものがありますし、特別養護老人ホームとか介護老人保健施

設とか病院も充実しています。公園も２つあります。そういうのをあわせてどう利用

するのか。それとあと、一番これから重要なのは平林の今貯木場を埋め立てています
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けれども、それをどういうふうに利用するのかと、それが全く工業地帯になってしま

ったらだめなんで、集客施設があるような、例えばアンパンマン会館を呼ぶとかそう

いうもっとお客さんがいろんなところから集まってくるようなものを貯木場跡の埋立

地はぜひ区が主導権を握って地域と一緒になってやってほしいと。これはもう大阪市

の中であれだけの土地はもうないです。ですからそれを使わないというのはもったい

ない話ですから、それはぜひ区と地域の人たちと一緒になって活性化のために貯木場

の埋立地をどういうふうに住之江区で利用するのかということはこれからの大きなま

ちづくりの一つになるのではないかというように思います。 

 それと防災関係、福祉関係ですけども、まずやっぱり先ほどから出てますけども一

人所帯がどれだけいるのかというのをまずつかまないとだめだと。それはやっぱり地

域が主体的にやってくれていますけども、区役所もちょっと統一的な様式で調査をす

るような仕組みをつくってデータ化するとか、そういうものをつかんでおいたら防災

のときにもどこにそういう人たちがいてるのかがわかりますし、高齢者の福祉にも使

えると。まずはそういう基礎をつくっておかないと手が打てないのではないかという

ことで、思っています。ですから、それが一番大事じゃないかと。ですから災害の時

でも、独居老人がどこにいてるかということがわかっておれば誰かが助けるんじゃな

しに、そこの家の人は誰かが担当をするということにすれば、あそこの人は私が見に

行くんやというふうにすればお互いそういう災害が起こったときに助けることができ

るのではないかと思いますから、誰かがじゃなしに誰が助けるのかというようなそう

いうものをつくっていったらどうかなと。 

 それと区役所の体制ですけれども、何となく災害のときに担当するんじゃなしに、

やっぱり地域のエリアは誰が担当するのかというのを決めてもらってその人がその地

域をちゃんと知っている、つかんでおくというような職員を部を越え課を越えて担当

職員をつくってもらって地域を知ってもらう区の職員をつくっておくということが大

事じゃないかと、そういう体制をつくっていってもらっているのかどうかわかりませ
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んけども、そういうのをつくってもらったらいいのではないかなというふうに思いま

す。 

 ちょっと思いついた点、以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。それでは、石原先生よろしくお願いします。 

○石原議員 

 こんばんは。ちょっと一つ一つお話をさせていただいたら３０分ぐらいどうしても

かかりますよね、これだけ大事なことですから一瞬のうちに全てをさらけ出すという

のはちょっと酷な話ですし、かといってちょこっと言ったからって、すみません。全

体論になってしまいますけれども、各地域ごとに地域それぞれの特性があって地域か

らの声があって地域の課題があるということは共通されましたし、そのことと誰が担

うのかという課題です。どの方がどのようにしてどうするのかということがそれぞれ

の立場でそれぞれのことを考えて、こうしたらいいなという声は、たくさんいただけ

ると思うんですけど、では実際にそれを誰がやるのかということになってきます。そ

したらこういうことをしていただきたい、こういうことがあれば助かる、こうあって

ほしいと願う人の数もたくさんありますけれども、何か力になって私の力を使っても

らえることもあるのではないか、役に立つことがあるのではないか、６０歳を超えて

定年を迎えた、することが少し時間のゆとりができたというような方もおられます。

そういう方と必要な方、何かしてほしい、何かあれば助かる、何かあれば頑張れると

いう方にそことどう組み合わせをするかという仕組みです。ボランティアを募るとい

うことだけで言えばそれは終わってしまうんですけど、やっぱり物すごい高齢化と言

われていますけど、この中で、その辺が一番大事かなと思うんです。 

 そこが一番私としては大事なことではないかと考えていますので、是非是非その辺

の仕組みは十分成り立つようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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○大木議長 

 ありがとうございます。ご意見いろいろありますが、じっくり時間をとってまたお

話合いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○片山議員 

 片山です、お疲れ様です。 

 まさに住之江区に区議会ができるというような感じで、私も議員となりまして、ま

だ２年半でございますが、本当に若い者というかみんなに話をしているんですけど、

本当にこの１年目の政治家というのはどんなことをしたらいいのかと本当に悩みまし

た。それはこれと同じように市民感覚を持って行政がやろうとしていることをいいの

か悪いのか、そういうことを判断するというのが議会、議員であるというふうに思っ

て今も頑張ってやっているわけなんですが、こういう区議会が住之江区でもこんな形

でできてきたらいいなというふうに思います。だからその市民感覚でこれは正しい、

悪い、余りにも専門性にならないように公務員的な感覚にならないように今後ともや

っていただいたらすばらしいアイデアが出てきて、この住之江区がよくなっていくん

じゃないかなと思います。そういう点でぜひとも今後とも頑張っていただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。髙野先生、よろしくお願いします。 

○髙野議員 

 いろんなお話、４つの部会で非常に熱心に議論されているのがわかります。まだま

だ議論せねばならない部会あるいはまた、既にこの部会で出た意見が実施に向けてで

きそうな部会もあろうかと思います。今回、長田部会長の報告があった、特に安全・

安心部会、つい先般の９月１６日の台風の経験をして大和川があふれそうな、洪水に

なりそうになったという、私も川を見に行きましたけど、まさにそういう危険に接し

て、すぐ来年度から予算につけてこういうことが早速できるんじゃないかということ
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もあるんじゃなかろうかと思います。だから時間をかけて議論されることはもっと時

間をかけてやっていただきたいと思いますし、意見交換も随分多岐ににわたってやっ

ていったらいいと思います。でも実施できそうなやつ、実施しなければならないやつ

はもう早速平成２６年の予算編成も１０月１１月１２月でやっていくわけですから、

特にそういう安心・安全のそういう防災対策、この辺はぜひこういう意見を早速区長

さんを中心につくっていただいて具体的にやっていただいたらということをお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。松崎先生お願いします。 

○松崎議員 

 松崎でございます。 

 今いろんな意見が出ましたけど、これは区の中で予算をつけれる分と区で予算がつ

けれないのがあると思います。そのセレクトがこれから一番大切じゃないかなと。

我々議員でありますので議会でいかにこれを予算化させるかというのがこれからの住

之江区のまさにまちづくりに貢献できることではないかと思いますので、早速そのこ

とについて取り組みをさせていただきたいと思います。それといろいろお聞きいたし

ておりまして、一番大切なボランティア、社会奉仕のそういった力をこれからいかに

この区の中で育てていくか、やはりそれをまた学校教育の中にも再度根づかさせてい

くことも大切かなと思いますのでそういったところもまだ取り組みもさせていただか

ないかんなと、このように思っております。 

 以上でございます。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。大変ためになるご意見をいただきまして、これも

今後区長とともに反映していきたいと思います。 
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 それではここで区民モニターさんの皆さん、永らくお待たせをしまして申しわけご

ざいません。全体的なご意見がございましたら、こういう時間でございまして本当に

申しわけないですが、簡単明瞭に２名ほどご指名させていただきたいと思いますがい

かがでしょうか。いらっしゃいませんか。 

 いらっしゃいませんでしたら、この今の議論の中身をしっかり頭の中で整理をして

いただいて、そしていろんな意見を出していただきたいと思いますので、最後にこの

部会で話し合った意見や提案いろいろありますが、これは事務局のほうがまとめまし

て、これは別途部会のほうにまとめたものを提出するというものがございますので、

今後ますますこの区政会議がよりよい方向に進みますように皆様のご努力をお願いを

いたします。 

 私が最後にボランティアの要請といういろんなありましたが基本的に私、いつも言

ってるんですけど、ボランティアというのは有償は別ですけど、ボランティアという

のはこれは対価をを求めたら成り立たんのですよ。だからボランティアというのは対

価を求めず、そして私いつも言うてるんですが、できるときにできる人ができるだけ

やるんだと、これがボランティアの私の最大の基本やと思いますので、それを改めて

一回頭に入れていただいて、それからもう一回活動をしてやろうというような方向に

持って行っていただきましたら非常にうれしいなと思います。これでこの会議は一応

終わりまして、区長の総合的なコメントをいただきたいと思います。 

○髙橋区長 

 皆様、長時間本当にありがとうございました。ご提案いただいたことはその実現に

向け検討し、全て取り組みます。取り組みまして、ただ予算がつくかどうかとかいろ

いろハードルもございますので、取り組んでできるだけ実現をしていきたい。もしそ

のままの形で実現できなかったら、かわりにお金は使わない、こんな形で取り組みま

すということなんかもお示しをしていきたいと思います。いただいた提言は全て皆様

にこういう形でやりますとかいうご返事をさせていただきます。 
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 それと、先生方にご指導いただきました点なんですけども、まず石原先生と松崎先

生、ボランティアあるいは担い手という点でご指摘いただきました。ボランティアバ

ンクを区役所なりにつくるなど、いろいろ取り組みをしていきたいと思います。 

 それから、半田先生にいただきました担当職員という考え方、これは大変大事な考

え方やと思いますので、ちょっと検討させていただきたいと思います。できたら実現

をしたいと思っております。 

 片山先生、市民感覚ということでご提案いただきました。確かに私らはふだん書類

を前に仕事をしていますとついつい市民感覚がなくなりがちでございますので、参考

にさせていただきます。 

 それから髙野先生、早速具体的に取り組めるものは来年の予算からでもやれという

ことでございます。頑張りたいと思います。予算の要らんものについては今年度から

でも取り組みたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本当に今日は長時間ありがとうございました。 

○大木議長 

 それでは、大変長時間ご意見をいただきましてありがとうございました。最後に事

務局のほうにマイクを渡しますので、事務局のほうから報告をしていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○小田総合企画課長 

 どうも長時間お疲れ様でございました。本日いただきました各部会からの意見や提

案につきましては、検討状況とか結果につきましては、また部会を開催いたしまして

そちらのほうでご報告をさせていただきますので、またよろしくお願いいたしたいと

思います。日程調整のほうは別途させていただきます。 

 それから次回の全体会につきましては当初１回のときにご案内しましたとおり２月

または３月ごろを予定しておりますので、どうかまたよろしくお願いいたします。詳

しくは改めてご連絡差し上げますのでよろしくお願いします。 
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 本当にどうも、今日は長時間ありがとうございました。 

○髙橋区長 

 ありがとうございました。 

○小田総合企画課長 

 これで第２回の区政会議全体会を終了させていただきます。本当にどうもありがと

うございます。 

 

 


