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平成２５年度 第３回住之江区区政会議全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２５年１２月９日（月）１５時０５分から１７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、 

     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、下道 秀美 委員、杉村 和朗 委員、  

田村  直 委員、伊達美寿保 委員、栃村結貴子 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、森田 康夫 委員、  

安田 和史 委員 

     〔市会議員〕 

     石原 信幸 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 住之江区長、森田 俊介 住之江副区長、 

     小田眞智郎 総合企画課長、各部会担当課長 
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４ 議 事 

  （１）区長あいさつ 

  （２）第２回住之江区区政会議にての提案・意見に対しての区政への反映状況に  

     ついて 

  （３）平成２６年度 区運営方針（素案）について  

  （４）その他 

 

５ 発言内容 

○小田総合企画課長 

 皆さん、こんにちは。 

 定刻が参りましたので、ただいまから第３回の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、急な開催にもかかわらず、また何かとお忙しい中ご出席いただきまして、

まことにありがとうございます。私は、住之江区役所の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。  

 まだ出席予定者の方、少しまだ来られてないみたいですけども、始めさせていただ

きたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。着席させていただきます。  

 前回の１０月２２日に、第２回の区政会議全体会を開催をさせていただきました。

その際に、すごく活発なご意見いただきまして、部会を超えて各委員の皆様から意見

交換を行われ、意見とかご提案をたくさんいただくことができました。  

 今回、部会ではなくて、この全体会に変えまして、意見・提案の反映状況や、区の

運営方針の素案のご説明をさせていただくことになりました。  

 それではまず、お手元のほうに、本日配布の資料がありますので確認をさせていた

だきたいと思います。１枚目のほうが次第です。２５年度第３回住之江区区政会議全

体会と書いた次第がございます。その下のほうに資料１としまして、名簿をつけさせ
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ていただいております。次に座席表です。これは部会ごとの座席表となっております

が、座席表をつけさせていただいております。次に資料３としまして、第２回住之江

区区政会議にての提案・意見に対しての事業への反映状況というＡ４の横バージョン

のものをつけさせていただいております。それから資料４としまして、平成２６年度

住之江区運営方針（素案）。これは、パワーポイント用の説明用の資料となっており

ます。これをつけさせていただきます。 

 本日、お手元の次第には資料５としまして、平成２６年度の区運営方針（素案）と

いうのを記載させていただいておりますが、これは先に郵送でお送りさせていただき

まして、本日のところはご用意はさせていただきませんが、もし必要という方がいら

っしゃいましたらご用意をさせていただきますが、よろしいでしょうか。資料のほう

はおそろいでしょうか。 

 それでは会議に先立ちまして、高橋住之江区長より、ご挨拶を申し上げます。 

○髙橋住之江区長 

 皆様、お忙しいところ区政会議にお集まりいただきまして、本当にありがとうござ

います。 

 区政会議ですね、いつも申し上げてることでございますけども、区民の皆様自身の

手で区政をつくっていくということにちょっとでも近づけていきたいなと思っており

ます。後ほどご説明しますけども、いろいろいただいている意見というのはできるだ

け反映をする、反映に向けて努力するということで頑張っております。また、２６年

度の区の運営方針につきましても、皆様からいただいた意見をかなり反映をした形で

やってまいりたいと思っておりますので、今日もぜひ活発なご意見をいただきますよ

うに、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○小田総合企画課長 

 続きまして、委員の皆様のご紹介ですが、先ほどの資料の中に本日の座席表を配布

させていただいておりますので、委員の皆様につきましては座席表でご確認いただき
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ますようよろしくお願いいたします。  

 それでは、本日の会議には２４名中ただいま１７名の方がご出席いただきましたの

で、会議のほうは定足数を満たしているということで、成立していることをお伝え申

し上げます。 

 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様です。  

○半田議員 

 どうも、こんにちは。  

○小田総合企画課長 

 市会議員の石原議員様です。  

○石原議員 

 こんにちは。 

○小田総合企画課長 

 市会議員の松崎議員様です。 

○松崎議員 

 こんにちは。 

○小田総合企画課長 

 市会議員の髙野議員様につきましては、少し会議が入っております。少し遅れて来

られるということですので、よろしくお願いいたします。それから、市会議員の片山

議員様につきましては、本日公務のためにご欠席となっております。  

 また、オブザーバーとしまして区民モニターの方６名に参加いただいておりますこ

とをお伝え申し上げます。 

 また、本日、区役所職員につきましても、こちらのほうにたくさん出席をさせてい

ただいておりますけども、紹介につきましては割愛をさせていただきます。  
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 今回の区政会議につきましても、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今までどおり後日公表となり

ますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 本日の区政会議ですけども、この区政会議、本日は２６年度の区の運営方針（素

案）についてのご説明がメインテーマとなっておりますので、どうかよろしくお願い

をいたします。 

 それでは、ここからは進行を議長にお願いしたいと思います。大木議長、よろしく

お願いいたします。 

○大木議長 

 皆さん、こんにちは。大変、月曜という難しい時間帯にお集まりいただきまして、

ありがとうございます。  

 それでは、早速進めさせていただきますが、前回の会議で皆様から活発なご意見を

いただきまして、多岐にわたりまして意見をいただきましたが、その意見を踏まえて

行政と検討しながら区政運営の方針（案）が作成されましたので、区役所の区の区政

の検討、それから反映状況について説明を受けた後に、意見や質問をいただきたいと

思います。 

 まず、前回の部会や委員の皆様から意見の提案を、検討状況について区役所のほう

から説明をいただきます。それではよろしくお願いいたします。  

○小田総合企画課長 

 区役所の小田でございます。説明をさせていただきます。  

 資料３、第２回住之江区区政会議にての議案・提案に対しての事業への反映状況、

これに基づいてのご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 この表ですけれども、左のほうに「部会及び委員からの意見・提案」と書いてます。

これは皆さんからいただいた意見とか提案を要約をさせていただいております。それ

から、「区政への反映状況」というところですが、これの方は今現在の検討状況や取
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り組み予定の状況につきまして記載をさせていただいております。  

 一番右のほうに、「平成２６運営方針（素案）の具体的取組」と書いてございます

が、これは運営方針の中に具体的取り組みという欄がございまして、そことの関連づ

けの番号を書いておるところです。  

 それでは、資料に基づきましてご説明をさせていただきます。  

 まず、魅力・ブランドのほうで、１点目ですけども、住之江区の持つ歴史的な資源

でありますとか、新しい文化、これらの新旧の文化を組み合わせた新たな魅力発信で

きるイベントの開催というのが必要ではないかというご意見をいただいております。

これに対して、早速ですけどもこの２５年の１２月３１日か１月１日に、実行委員会

主催によりまして、加賀屋天満宮でコスプレイベントを開催をする予定となっており

ます。また、２６年の２月から３月ごろに加賀屋新田会所跡で、加賀屋新田のすばら

しい歴史といいましょうか、これとポップカルチャーイベントをドッキングさせまし

て、イベントを開催する予定となっておるところです。 

 それから項番２ですが、地域の魅力をつなげるような仕組みづくりということで、

住之江区は非常に広く、各地域にそれぞれすばらしい資源、魅力ある資源があるとい

うことで、これらをつなげるような仕組みづくりを行ってはどうかというようなこと

をいただいております。それに対しまして、平成２６年度中に区政４０周年を記念し、

区民の皆様と一緒に、地元情報やクチコミ情報を集めた魅力マップづくりを検討して

まいる予定でございます。  

 項番３としまして、新たな情報発信の手法を検討ということでございまして、これ

はこの前の全体会のところに意見が出たところですけども、区内外に効果的に伝える

ような新しい手法、ＳＮＳといいましょうか、そういうものを使った手法を検討して

はどうだろうかと意見をいただいております。  

 それに対しまして、今年度中に区のフェイスブックの立ち上げに向けて、現在検討

中でございます。今年度中には立ち上げて、それを活用していきたいというふうに考
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えております。 

 項番４ですが、地域の主体的な福祉課題の把握ということですが、これは部会のほ

うで意見が出されたものですが、各地域が主体となって、地域のことは地域の者がよ

くわかっているということで、地域の実態、実態にあった方法によりまして、福祉課

題の把握をしていくべきであるというふうなご意見をいただきました。それに対しま

して、区役所としまして、各地域で福祉課題を主体的に把握していただくために、区

役所としまして基礎データの提供を行わせていただきます。また、中間支援組織のま

ちづくりセンターですが、これと連携しながら、地域活動協議会が開催します「地域

編集塾」を支援していく予定でございます。  

 次に、項番５ですが、地域福祉活動の発表・情報共有の場の開催が必要であるとい

うご意見をいただいております。それに対しまして、この２５年度末に、企画段階か

ら地域代表や区内福祉事業所の参画を得て、各地域の福祉活動の共有・交流の場であ

る「地域福祉推進大会」を開催をする予定としております。  

 項番６です。安全・安心の部会のほうです。防犯ブザーの配布ということで、年齢

やあるいは性別等を検討して防犯ブザーを配布していただきたいというご意見をいた

だきました。区の状況ですが、平成２６年度中に犯罪発生地点において防犯啓発を行

い、防犯ブザー約１，０００個を配布する予定です。配布時期や対象者につきまして

は、今後地域と相談をさせながら進めていきたいというふうに考えております。  

 項番７です。防犯カメラの設置をふやすことが必要であると。防犯カメラは非常に

犯罪抑止力に対して有効であるということから、防犯カメラを区の予算をつけてでも

設置をしてほしいというご意見でございます。区としまして、平成２６年度中に地

域・警察と連携し、犯罪が多発する地域や子どもの通学路などへの防犯カメラ２８台

の設置に向けまして、現在予算要求中でございます。設置時期や場所については、地

域と相談をしながらまた進めさせていただく予定でございます。  

 項番８、子ども見守り隊への感謝の気持ちを伝え、やる気向上の仕組みづくりが必
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要であるというご意見もいただいております。２６年度中に、子ども見守り隊として

熱心に活動いただいている方に対して、地域からの推薦などをいただきつつ対象者を

選定し、贈呈時期などについても地域と相談し、区長感謝状贈呈を実施してまいる予

定でございます。 

 項番９です。災害時における避難所開設等にあたっての連絡体制機構。これは実際

に台風１８号が来たときに実際に上がった大きな課題の一つとして挙げられまして、

この意見といいましょうか、テーマが出てきたところです。  

 現在、地域において取り組んでいる「わがまち防災プラン」の作成に合わせて、平

成２５年度中に区役所と地域が連携し連絡体制を構築してまいりたいと考えておりま

す。 

 それから、項番１０ですが、地域ごとの特性に合った防犯訓練への見直しというこ

とです。地域地域それぞれ特性、事情が異なりますんで、それに合った形での訓練を

する必要があるということでのご意見でございます。平成２５年度中に作成します地

域ごとの「わがまち防災プラン」を活用し、平成２６年度に住民が主体となって防災

訓練が行えるように支援をしてまいりたいと思っています。  

 項番の１１です。災害時における避難勧告・指示等の情報発信手法の見直し。これ

も、この前の台風１８号のときに見出されたといいましょうか、おきた課題でござい

ます。スピーカーで公園、学校を回っても聞こえなかったとか、情報が錯綜してたと

いうようなこともご意見をいただいております。現在、区のほうでは、スピーカー搭

載の広報車の台数の増や、区のメルマガあるいはフェイスブックの活用などの手法を

検討中でございます。  

 それから項番１２ですが、中学生を災害時に役割を担えるようにする取り組みの推

進でございます。平成２６年度に、全中学校１年生を対象に出前講座を実施するとと

もに、３校の中学２年生を対象に防災研修会を開催するなど、中学生を対象とした防

災教育を実施してまいります。実施時期は中学校と調整をして進めてまいりたいと考
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えております。 

 項番１３でございますが、大阪市の方針に沿った小学校の学校選択制の導入という

ことでございます。部会の意見の中で、大阪市の方針として導入をするということで

あれば、選択肢の広い自由選択制が望ましいというご意見を聞いております。平成２

７年度からの子どもの通学に距離制限を設けた上での自由選択制の導入に向けまして、

現在、平成２７年度以降小学校入学予定の保護者を対象とした説明会を開催中でござ

います。 

 それから、項番１４。中学校給食の全員喫食導入についてです。部会の意見では、

全員一斉の喫食が望ましいが、学校の配膳室とハード等の問題もあるので、学校の状

況、学校長の意見を聞いて、段階的導入もやむを得ないのではないかという意見をい

ただいております。現在ですけども、平成２６年度から中学１年生全員に導入し、以

降、各学校の状況を考慮し段階的に全員喫食を導入するという予定でございます。 

 次に、学力向上の取り組みでございます。学力向上としましては、学力向上の基礎

となるのは国語力であるというご意見もいただき、また、何て言いましょうか、家庭

事情、家庭での学習等々におきまして、やっぱり時間とか短くなっているんじゃない

かというような意見をいただきましたので、その辺の取組みのところを１５、１６と

いうところでもって挙げさせていただいております。  

 まず１５のほうのご回答ですが、先ほど申しましたように、国語力の向上を図るた

めに、平成２６年度に小学校におきまして、小学５年生、または６年生を対象とした

５級から７級の漢字検定を実施するための予算を要求中でございます。また２６年度

に、夏休みや冬休み等の長期休業時期に補習学習が行えるよう、全小・中学校に学習

指導員を派遣するための予算も要求しているところでございます。  

 １６ですけども、こちらも家庭学習及び学習習慣の定着というところですが、中点

上の２つにつきましては、先ほど申しました１５と同じ内容となっております。３つ

目ですけども、平成２６年度中に、中学生以下の保護者を対象とした家庭学習の定着



－10－ 

のための取り組みに向けての予算を要求しているところでございます。  

 それから１７ですけども、情緒教育の取組みというところでございますが、学力向

上も大事ですけども、やっぱり情緒教育というのも非常に大事であるので、以前のよ

うな映画鑑賞などの実施に対する補助等ができないかというご意見もいただいており

ます。 

 これにつきましては、学校や他事業との連携しての、例えば映画鑑賞、あるいは人

形劇などの情緒教育の取り組みが可能かどうかを検討してまいる予定でございます。  

 次に１８ですが、平林貯木場の埋立地について、まちづくりに資する活用への取り

組みというのが非常に今後大事になっていくんではないかというご意見でございます。

これは港湾局と連携しまして、地域活性化に向けまして土地利用が図られるよう、中

長期的に取り組んでまいる予定でございます。  

 項番１９でございますが、災害時に備えた地域担当制の導入ということで、常日ご

ろから災害に備えた形で、地区別の職員の担当というのを割り当てて、地域をよく知

ってもらうというのが必要ではないかというご意見でございます。現在、地域担当の

編成、業務の編成も含めまして、地域担当の編成を検討中でございます。  

 項番２０でございますけども、ボランティア等の社会的資源の発掘ということです。

今後ボランティアの力とか非常に大事になってくる、これを見出して定着させるとい

うことが大事ではないかというご意見でございます。地域・ＮＰＯ・企業への呼びか

けやホームページなどでボランティアスタッフを募集して、平成２６年度中に「きず

なステーション」にボランティアスタッフの情報を集めた、仮称ですけども、「ボラ

ンティア人材バンク」を設立してまいりたいというふうに考えてございます。  

 以上、この前の会議での意見とか提案の反映状況については、説明は以上でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○大木議長 

 ありがとうございました。それでは、ただいまのこの住之江区運営方針（素案）の
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中の取りまとめということで書いてありますが、このことにつきまして、反映状況に

つきまして、各委員からのご質問があれば、これから質疑応答に入りたいと思います

が、これ一つにまとめてありますと非常にバランスが取れませんので、まずこの書い

てあるとおり、魅力・ブランドというところから入っていきたいと思いますが、魅

力・ブランドの中で何かご質問とか、それから反映状況とか、それはこうしたらいい

とか、これはなってないとかいうご意見がございましたら、ただいまより挙手にて、

ご指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 いかがでしょうか。はい、よろしく。 

○林委員 

 どうもすみません、私、所属しているのは別な部会なもので、単純なちょっとお聞

きしたいなという点でそぐわなかったら申しわけないんですけれども、項番の４番で

すが、一番最後のところに書いております、各地域での地活協が開催する「地域編集

塾」というようなものなんですけど、これ具体的にはどのような内容の事業というか、

取り組みになられるのかなというのを少しお伺いさせていただければと思います。  

○大木議長 

 はい、わかりました。これは。 

○髙橋住之江区長 

 今年度、既に一部の地域で始まってるんですけども、地域活動協議会にご参加され

ているいろんな団体から、若手の方も含めて、できるだけたくさんの皆さんにお集ま

りいただきましてワークショップ形式で課題を出し合って、貼って剥がせるポストイ

ットシートみたいなのありますよね、あんなんを使いまして課題を出し合って、そし

てその課題をどう解決していくっていう話し合いをしていくというそんな取り組みで

す。既に敷津浦とか一部の地域で進めさせてもらってるんですけども、結構評判よく

て、できるだけ広い取り組みにしていければなというふうに思っています。  

○大木議長 
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 はい、ありがとうございます。よろしゅうございますか。  

○林委員 

 はい、ありがとうございました。 

○大木議長 

 では次の方。はいどうぞ。お願いいたします。  

○森田委員 

 １番のところですけれども、この加賀屋新田やあるいは天満宮でいろいろとこの行

事をなさるわけですね。こういうような行事というのは、それはもう季節ごとにやら

れるといいと思います。しかし、こういう行事で地域を盛り上げるというのはあくま

でも一過性的なものなんですね。やっぱり我々は地域住民として、やっぱりこれらの

文化財を未来永劫にわたってやっぱり魅力あるものにしていくためには、地域整備を

していかないといけないわけです。例えば、この加賀屋新田などは大阪地域では唯一

残された新田なわけなんです。やっぱりこの新田を中心にして、どうまちづくりを進

めていくのか。そういういわゆる整備ですね、地域整備。あるいは地域指定っていう

んですかね、そういうことをやって、まちづくりを進めていかないかんわけですね。  

 話はちょっと別ですけれども、例えば住吉大社などという大きな社殿がありまして、

住吉大社の門の前の町並みというのは実にずさんなもんなんですね。京都のまちづく

りなんかと見てですね、全然もうほんと恥ずかしいような状況になってね、たまたま

住吉大社という偉大な文化財があるから、そういうものをふっしきしてるわけですけ

ども、加賀屋新田のようなこういう文化財を我々住之江区民として、あるいは住之江

区として未来永劫にわたって、そこを大事にしていくためには、そういうやっぱり構

想というものがなかったらいけないのではないかと私は常々思っておるわけです。  

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。委員のおっしゃるとおりでございまして、ただ、現在ま
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でそういうのが住之江区としてできてなかったものですから、だから、例えばこうい

うことを初めとして、そして徐々にそういうものを、こういう意見を聞きながら保存

をしていく、それから進展させて発展させていくことを考えるためにこの魅力・ブラ

ンドというのができましたので、今後、部会とそれからこの行政とも話し合いをして、

できるだけそういうものを皆さんに知らしめて、そしてやっていくということで前進

したいと思います。ありがとうございました。  

○森田委員 

 もう一点だけいいですか。  

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○森田委員 

 加賀屋新田へ行くのにバスを降りてそこに何の大した表示もしてないわけですね。

実に、大阪市あるいは住之江区がこういう偉大な文化財に対する姿勢が、私から言っ

たらなってないと、そういう感じがしますね。恥ずかしいです。  

○大木議長 

 本当に、私どものまちも柴谷町に石碑があるんですけど、それも現在、草ぼーぼー

で見てもなかなかわからんというような状況がありまして、草刈もして、その草を誰

が処置してくれるんかという問題もいろいろあって、どこがどないなっとるとかなか

なかわかりにくい。だからそういう面もあわせて、いろんな箇所にそういうもんがあ

ると思いますので、頑張っていきたいと思います。よろしく。ありがとうございまし

た。 

 次、どなたかいらっしゃいますか。はい、どうぞ。  

○井上委員 

 今の話に関連して、全体的なこれからの未来について森田委員お話しされたんです

けど、具体的にこの２月、３月に行われるコスプレ＋ポップカルチャーイベントとい
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うのは具体的にはどのようなイベントになるのか、今わかる範囲で教えていただけま

すでしょうか。 

○大木議長 

 これね、加賀屋新田のほうはちょっとわかりませんが、加賀屋天満宮のほうはどう

いうことするかと申しますと、宮司さんにお願いをしまして、人がたくさん集まって

くれて宣伝になればいいんだと。だからまず今のところは、加賀屋天満宮というのを

知らしめると。そして若い方が来ていただいて、「あ、こんなことしてるのか」とい

うことで、またそれを皆さんが見られて加賀屋天満宮にお参りをしていただくという、

そういうことで、大みそかと正月にかけてやっていただくということで。それでその

コスプレでございますから、そこへ神社でありますし、来ていただいても常識を逸脱

しないような状態で写真撮影とか、来られた方と一緒に、そういう活動にもっていっ

てくださいということを今お願いをしてます。これ、大改造ですから、どういう状態

になるかわかりませんからね。ただ、神社がぱっと明るくなればいい、今まではそん

な手を合わせてお参りするというだけではなしに、そこへ来られたら、ましてやそう

いう行事もあるんだからと。それで子どもたちが喜んで一緒に写真撮影をすればいい

んじゃないかなという単純な、今の第一回のところは、そういう考えでございます。

それでここの加賀屋新田のほうはちょっと。 

○杉本ブランディングマネージャー  

 政策推進室、杉本と申します。 

 ２月、３月に実施予定としております加賀屋新田会所跡でのイベントということな

んですけれども、こちらも加賀屋天満宮で始まりましたコスプレ関係のイベントをさ

らに発展させようということで、今、加賀屋新田のほうでは、例えば寄席ですとかい

ろんなイベントをしておるんですけれども、今回は、若い方にも新田会所跡を知って

いただくような試みということで、コスプレですとかポップカルチャー、例えばアニ

ソンソングとかいろいろな都市でもされてるんですけれども、そういうふうなイベン
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トをプロポーザルといいまして、事業者さんのほうを公募いたしまして、開催してま

いりたいと今検討中でございますので、よろしくお願いいたします。  

○大木議長 

 ありがとうございました。はい、どうぞ。  

○栃村委員 

 全体的にちょっとお尋ねしたいんですけれども、この実行委員会をつくっていたり、

他の取り組みに関してもこういうのを実施していきますというふうに書かれているん

ですが、それが主催とかそういうのが、区役所が中心となってやっているのか、もし

くは別実行委員会などが立ち上がってやっているのか、そのあたりのところの区別が

この表からは読み取りにくくて、地域の方からよく質問されたりしても私ども自体も

答えにくい状況が続いているかなという印象があるんですね。例えば、今ちょうど１

番の部分がたまたま我々ブランド部会という形で書かれているんですが、実際、井上

委員や伊達委員、私ですね、はっきりと地域の方に返答ができない状態というのはち

ょっと困るかなというところなんです。ほかの部分の安心・安全部会の方からのご提

案等々を、一体誰が中心になって、どのように進めていくのかというのがもう少しわ

かりやすく掲示していただけると、地域の方々の質問もしくは協力を得るときへのご

説明が可能かなと思うんですけども、いかがでしょうか。  

○大木議長 

 わかりました。それでは、これは担当の魅力・ブランドは杉本課長代理ですね、お

願いいたします。 

○杉本ブランディングマネージャー  

 魅力・ブランドにつきまして、まず年末年始のコスプレイベントにつきましては、

今までも開催しておりますアートビートですとか、関係の実行委員会、区役所もメン

バーの一員となっておりますが、地域の方と一緒に進めてまいりたいと考えておりま

す。 
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 加賀屋新田の会所跡につきましても、区役所と加賀屋新田の会所跡を管理していら

っしゃいます公園事務所さん等々と一緒になって実行委員会という形になるのかちょ

っとわからないんですけど、ともに進めていくということで考えております。 

 第３のマップづくりとございますが、こちらは区政４０周年の実行委員会、区役所、

あるいは区政協力会の方々を一緒になりまして立ち上げる、２６年初めないしは２５

年度中に立ち上げる予定でございまして、そちらのほうが主催となって開催する予定

でございます。 

○大木議長 

 ありがとうございます。栃村さんよろしいですか。  

 それでは次、どなたかいらっしゃいますか。  

○栃林委員 

 ごめんなさい。もう一つ。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○栃村委員 

 では、その委員会等々、それらに関して興味ある方とかが地域の方からあらわれた

場合に、区役所にご相談してみてくださいとか、参加したい、協力したいという方は、

区役所へ問い合わせていただいたらいいんでしょうか。その地域編成塾云々とか、ほ

かに幾つかの団体名が出てくると思うんですけど、それらのことに関して、今後活動

を支えあっていくっていうことの場合に、区役所さんにお問い合わせをすればいいん

でしょうか。 

○大木議長 

 まず、この会議そのものですね、区政の問題ですから、区の担当者に伝達をして、

それからどうしていくかということを我々が考えていきゃいいと思います。まず、区

が主催になると思いますよ。それでよろしいですかね。  
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○髙橋住之江区長 

 今、議長ご指摘のとおり、区政会議でございますので、区が責任を持って答えると

いうことでございます。ただ、事業の性質によって区が単独でやったほうがいいのか、

実行委員会をつくってやったほうがもっと盛り上がるんやろか、あるいは区が誰かに

委託してやったほうが専門的な知識がいかせるんちゃうかとか、それはちょっとケー

ス・バイ・ケースで、あるいは区が小学校・中学校に提案してやってもらったほうが

ええんちゃうか、それはケース・バイ・ケースでいろいろやり方としてはありますけ

ども、問い合わせ先としては今の段階ではとりあえず区ということでご案内いただけ

ればええんかなと思います。  

○大木議長 

 それでは、魅力・ブランドだけでいきますと非常にその時間の制約もございますの

で、この辺で福祉・健康のほうにいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 この福祉・健康の部会の提案についてご意見がございましたら、どうぞ挙手をもっ

てお願いをいたします。 

○森田委員 

 いいですか。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○森田委員 

 ５番で言われてるんですけども、これは福祉部会の中で話し合ったことなんですけ

れども、それぞれ一年間活動した中で、お互いに学び合うというんですか、自分たち

のこのまちの明日を考えて学び合うと。そうすると、ここで私、地域推進大会と書い

てあるのがちょっと気に入らないんです。華々しく大会にして大勢の人を集めてわー

わー言って終わりと、そういうことじゃなしに、やっぱりこれからの地域福祉という
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のは学び合ってそれを地域に実現していくと。そういうやっぱりこの場、それは何も

大きな大会じゃなくて、フォーラムであってもいいでしょうし、そういうこの配慮が

必要じゃないかと私は思っておるんです。  

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。このご意見について、区長、何かございますか。  

○髙橋区長 

 まさにご指摘のとおりでございまして、ようさん集まってわーっと目立つことやっ

て終わりというもんではなくて、それぞれの情報がしっかりと交換できる、学び合え

るというそういう場にしていきたいと思います。大会という言い方がちょっとここで

はそぐわないのかもしれませんので、言い方はちょっと工夫をしたいと思います。  

○大木議長 

 ありがとうございました。他に。はい、どうぞ。 

○大磯委員 

 ４番目のことで基礎データの提供を行っていただけるということも書いてあるんで

すけども、基礎データの提供というのはどの程度の基礎データなんでしょうか。  

○大木議長 

 はい、ちょっと待ってください。  

○藤井市民生活課長 

 政策推進室の藤井でございます。  

 基礎データとございますのは、各地域ごと、例えば高齢化率とかあるいは独居率、

また少子化の状況、各地域においてやっぱり特色がございます。そういったことにつ

いて、データとして我々把握をしておりますので、それを地域の方々にお示しする、

また、まちづくりセンターと協力しまして「地域編集塾」等の場でもそれを活用して

いただくということを考えております。  
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 以上でございます。  

○大磯委員 

 ありがとうございました。それと、「地域編集塾」についてなのですが、今、敷津

浦がちょっと活発に活動していますので、少しお話しさせていただいてよろしいでし

ょうか。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○大磯委員 

 一応最初の、私は「地域編集塾」という名前ということは最初知らなくって、地域

の未来像を考えるということで始めたのですが、今結構、部会集まっていろいろ活発

に話し合っています。最初は何か２回ぐらいで終わるんちゃうかとか言われていたみ

たいなんですけども、地域の皆さんが結構いろいろもっと、もっとやろうもっとやろ

うということで、今４回、５回と続いています。来年度に向けていろいろ災害のこと

やら子どものことやら、高齢者のことやらいろいろ考えながらやらせていただいてい

るんですけども、これもうちが今一番活発にやってる敷津浦ですけど、一番活発にや

っているということで、あとの地域がまだ１つ２つというので、２回で終わったとか

そういうのは聞いているんですけども、これをもうちょっと何ていうか、具体的に他

の地域にも広めていくとか、それは地域性があって、うちなんかほんまに、うちも２

回で終わるんちゃうかというようなことがあったんですが、やりだすと何かなかなか

おもしろくていろいろやっているんですけども、うちの状態を今ちょっとお話させて

いただきました。よろしいですか、すみません。 

○大木議長 

 ありがとうございました。まさにそのとおりでございまして、この区政議会は、各

地域からの代表で出てきていただいて、またいろんな方が参加していただいてますが、

そういう地域地域でいろんな活動をしたのを、この全体の、住之江区全体に広げてい
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って活性化していこうということですから、これは一つのモデルですから、しっかり

やっていただいて、それで敷津浦さんがこういうことやってますよということを発表

していただきましたら、それはそれによって各地域「あ、うちもやってみようかな」

ということになりますんで、そういうことが目的の会議でございますので、しっかり

やっていただいて、そしてしっかりとそういう発表していただくというのがこの場で

ございます。大変ありがとうございました。  

 他にいらっしゃいませんか。どうぞ。  

○長田委員 

 今の「地域編集塾」に関しての質問になるんですけれども、この名称っていうのは

地域によってそれぞれつけ方というのは自由にやっていいものなのか、あるいはこれ

を統一してやるものなのか、地活協のような名称として。その辺はどんなふうに。中

身については我々十分に把握しているつもりなんですけども、名称だけちょっと気に

なりまして。 

○髙橋住之江区長 

 名称もメンバーもやり方なんかも、それはもう地域の考えに合わせて一番いいよう

にやっていくべきだと僕は思っております。名称も含めて、その地域その地域で変え

ていくということが基本だと思っております。 

○長田委員 

 ありがとうございます。  

○大津委員 

 いいですか。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○大津委員 

 敷津浦も、今のお話ありがとうございました。大変進んでおられるようで、非常に
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すばらしいなと思うんですけど。地域の未来像を考える場を設けられて、そういう検

討を進められてる。１つ２つ事例でいいですけども、未来像、敷津浦地域の未来像、

どんなふうに、どんな１例か２例、どんな姿、意見が出てるんでしょうか。もうかい

つまんで１つ２つで結構です、すみません。 

○大磯委員 

 未来像というとすごく夢みたいな話になってくるので、具体的にやっぱり災害、今

災害が起きるっていうことで、地域でどういうふうに高齢者を守っていこうかとか、

そういうことの取り組みです。それと子ども、今子ども会がすごくちょっと下火にな

ってきているので、その子ども会をもう一度活性化させるためにはどうするかとか。

あとは高齢者の見守りをどうしていくかとか、具体的にやっぱりそういうことです。

何も本当に敷津浦の本当に未来というんか、そういう難しいことはあんまり考えてな

いんですが、具体的に今のことよりももっとよくなるように考えていってるっていう

ことです。 

○大津委員 

 ありがとうございました。  

○大木議長 

 ありがとうございました。そうですね、大きなことを言ってもどうしようもないの

で、小さいところから徐々にいけるような取り組みをやっていただき、提案をしてい

ただいたらいいんじゃないかと思います。  

 それで次、どなたかいらっしゃいませんか。 

 それでは安全・安心の部会に入りたいと思いますが、この安全部会に対して、ご意

見がございましたらどうぞ。はい、どうぞ。 

○坂下委員 

 １２番の項目なんですが、中学生を災害時に役割を担えるようにするということで

すが、先週末ニュースで知ったんですが、もう既に済んでる区内の中学校の１校、９
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月の防災訓練の際に地域の方と連携をされたみたいで、高齢者、地域の高齢者の方、

それから園児を誘導して避難訓練を行ったというニュースがありました。それで賞を

受賞されたというニュースを先週拝見したんですが、その点について、住之江区とし

てかかわりをもっているのか、さらにその辺の情報を収集できてるのか。これ単独で

中学校のほうでどんどんどんどん進めていかれる、その経験をやっぱりストックして、

そのときによかったこと悪かったことをチェックして今後に進めていかないといけな

いと思いますし、この運営方針の中でも、モデル校をつくってそういったことも進め

ていかれるようなことを計画されてますんで、その点、既に行われた学校の取り組み

についてどういうふうに住之江区として認識されてるのか、お伺いしたいです。 

○大木議長 

 それでは、森浦課長代理。 

○森浦危機管理マネージャー  

 防犯・防災担当の森浦と申します。  

 今おっしゃられてたのは、南港南中学でしょうね。南港南中学は大変防災教育に進

んでおられまして、区役所と地域との防災訓練も南港南中学さんと協力しまして実施

をしております。南港南さんのお年寄りが、それの誘導訓練というのも情報も聞いて

おります。南港南中学さんの校長先生と連携をとりながら、情報もいただきながら、

中学校だけでやれるもの、区役所と地域と学校と協力しながら一回やりました、今年

は。来年もどういう形でやっていこうかというふうに検討もしておりますので。情報

提供は受けております。区役所も地域のところと、それをもう中学校単位でするのか、

それぞれの小学校単位で、小学校と中学校と連携していくのかというのも検討してお

るところです。よろしいでしょうか。 

○大木議長 

 よろしいでしょうか。  

○坂下委員 
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 はい、ありがとうございました。  

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○林委員 

 これは直接的には、先ほど坂下様おっしゃっていたのとかぶるのかなと思うんです

けれども、この中学校区の防災ジュニアリーダー体制みたいなのも、恐らく区のほう

でも進めていらっしゃるということで、新北島なんかでも何回か講習会を開いてジュ

ニアリーダーを任命されたりであるとか、あとはうちのほうの地元の中学校でも、地

域の防災訓練には当初から中学生が参加してという形で取り組んではいるところもあ

るんですけども、この次の子ども・教育部会とも関連するんですが、こういう形で区

で進められている事業っていうのが、要は学校現場であったりとか他の教育委員会で

あったりとか、そういうところとも連携を取っていただけない結果、ちょっと残念な

結果にっていうのがやっぱり多々ありますので、例えばこの防災に関するこれ中学生

でしたら、こうね、とりあえず全一年生を対象に出前講座。で、３校モデル校的なっ

ていうような形で、恐らく協力いただける学校であるとかそういう趣旨を理解いただ

けてる学校３校なんでしょうけれども、例えば某中学校さんとかであれば、「今回急

に来るからと言われても無理やから、丁重にお断りしました」とかっていう学校さん

も中にはあるでしょうし、委員会さんのほうは委員会さんのほうで、別窓口で似たよ

うな事業を進めちゃってるときに、現場のほうでは、そんなんどっちのほうから聞い

たらええんかわからんと。じゃあ、もう面倒くさいから断っておこうっていうのが、

今回の件ではなくて、ほかのこととかでも実は結構多かったりしますので、ぜひそう

いうところの調整等を、お手間かもしれないし部局が違うから難しいのかもしれない

んですが、やっていただくことには、いろいろなところで貴重な予算をつけていただ

いて、ありがたいことに事業の内容自体もすばらしいものをやっていただくのに、結

果的にそんなに効果が出ないっていう、ちょっと悲しいことになってしまわないかな
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という心配なところもありますので、その調整というか、その努力だけはよろしくお

願いいたします。 

○森浦危機管理マネージャー  

 貴重なご意見ありがとうございます。１つ、中学生の防災リーダーさんということ

で、地域の区役所がお願いしてます、地域の防災リーダーさんと、それと中学校でそ

ういう中学生を育てるんやというところで、最初はちょっとそぐわないところがあっ

たんです、齟齬があったんですけども、その中学校で進めてるのも大変いい事業なん

で。ただ区役所が全然かかわってなかったんで、そこがおっしゃるとおり、ちょっと

その辺の調整も努力しながらやっていきたいと思います。  

○小高委員 

 いいですか。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○小高委員 

 今の南港南中学の防災のやつなんですけど、これ要は学校の方も土曜授業の一環と

しての中の一つのメニューとしてやってます。それなもんですから、学校主体で組み

ますんで、その分に地域がどうかかわるかっていう形でのやり方になってます。だか

ら学校、要は子どもを参加させようとすると、そこのところに学校という一つの枠の

問題点があるようで、そこのところの中に地域の人が入ってやるっていうのも、大分

中ではハードルが高いです。今度は、次年度に小学校の方も同じ様な企画をやったん

ですけども、規模がちょっと大幅に縮小になってやる形に変わってきとるんです。だ

から授業としてやるんなら子ども全員参加なんです。そうでなければできないという

のが実態としてあるので、調整入るときに、地元と学校との連携というのが非常に微

妙やったかなというのが感想です。以上です。 

○大木議長 
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 ありがとうございました。１つ、私どものまちでは、この防災訓練で強制でないん

ですが、クリーンピックってのがありますね、あれと防災訓練をうちは兼ねてやりま

す。そのときに、クリーンピックに子ども会の子どもたちを全部出さすんです。そし

て、その方々を今度防災訓練に参加しろよということで参加させておりますので、き

ょう松崎先生も来ておられますが、いつもご挨拶いただいておりますけど、子どもも

一緒になってやるんですよ。子どもも遊び半分ですけどね。しかし、その担架の運び

方とかいろんなそう、そういう勉強しますんで、その方々がだんだんと５年生になり

６年生になり中学生になるということで、その方々が強制というかそういう状態でし

ておれば、参加をやってくれるのかなあということで、私たちの町は子ども会、それ

から子どものクリーンピック参加というのを促して、今現在やっていますが、恐らく

その子たちも習ったことは絶対忘れませんからね。次の段階に入っていって、中学に

なったときに協力をというときに理解ができるんじゃないかなという気はしますけど

ね。そういうやり方をしております。  

○森田委員 

 いいですか。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○森田委員 

 論議せんないかんことは２つあるんです。１つは、この会議として、区として関係

の学校にそういう災害のときに子どもに、やっぱりできる範囲の活動をしてほしいと

いうことを要請して、あるいは提起されているような学年に応じた防災教育活動を展

開されるということは大事なことなんです。  

 もう１つは、それを受ける中学校の校長、学校、あるいは教育委員会の立場から考

えると、訓練ですから災害のとき参加しやすいですけど、実際そういうことが起こっ

たときに、これは人命にかかわることなんです。その人命にかかわることを校長が命
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令する、あるいは子どもが正義感にかられて参加する。そのときのやっぱり人間的な

保障ということは、やっぱりしっかりこういうことを提起するときは、行政として考

えれないかんわけです。そういうのをのけて、こんなことを先行させては、なかなか

それは学校長としては限度があることだと思います。そういうことをやっぱりきちっ

と論議しておかないと、何でもいいことだと、子どもがやってくれる、でも現実に、

その災害のときになったときに学校長がこの命令をできるのか、濁流の中を子どもに

進めということを言えるのか。これはやっぱり何らかの人命の危機にかかわることで

すから、きちっとした保障を、体制をとっておかないとなかなか口で言うほどに、こ

れは簡単なことではないわけです。実は私はこのことについては、かねがねやっぱり

中学生ないしは地域の高等学校の生徒などは、中間部に災害が発生したときに、動員

に駆けつけてほしいということを私はかねがね提起してきたんです。でも、もう１つ

は、このことがきちっと行政サイドでなされないと、現実の問題としてはうまくリン

クしないわけです。その点は区長さん、どうお考えですか。  

○大木議長 

 よろしいですか。 

○髙橋住之江区長 

 保障の問題についての議論というのが、今までに十分、うちに限らずですけども、

あまりどことも議論されてないというのが、これが現実ではないかなと思っています。

子どもさんだけやなしに、地域の防災リーダーの皆さん、あるいは町会の防災の皆さ

んはいざというときに助けに行かれる。瓦礫に埋まった人を助けるべしで、例えばい

ろんな機材を地域の公園の防災倉庫の中に置いてるわけですけども、じゃあその助け

てるときに二次災害が起こったらどないすんねんというあたりが、なかなか整備がさ

れていないということかと思います。恐らく、トータルでその地域の皆さんの助け合

いの現場で二次災害が起こったときの保障の問題というのは、基本的には、区役所と

か市役所とかそういうレベルでなかなか扱いにくい問題なのかなとは思っております。
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と言いながら、問題意識というのはしっかり持ちながら議論はしていきたいなという

ふうに思います。とりもなおさず当面は、あんまり危ないことを中学生に求めるとい

うことでなはしに、自分ひとりで逃げるんやったら小学生の手を引いて逃げようとか、

無理のない範囲のものを意識づけをしていければなというふうには思っております。  

○森田委員 

 ちょっと続けて。その点は、今おっしゃられたように限定的に学校に伝達してあげ

ないと、学校長はやっぱり判断に困るわけです。やっぱり学校というのはそういう親

から、そしてまた大人と違って未成年ですから、全責任を学校長あるいは学校にある

わけです。だからその辺のやっぱり連携を行政としてきちっと、あるいはまた教育委

員会としてきちっとお立てになりながら、しかしなおかつ、やっぱり災害というそう

甘いもんでなないわけです。どうして塀が倒れてきて、どんなことが起こるかわから

ないというね、だからそういうことに対してやっぱり私は単に一住之江区だけじゃな

しに全市を挙げて、あるいはまた国レベルでそういうときにはどうするのかというこ

とについての問題提起を住之江区は率先して、万一のときに、人命の危機の際に何ら

かの処置ができるような体制だけはとる努力をしていただきたい。そうでないとやっ

ぱり、学校や子どもたちに強く訴えられないわけです。問題はここがネックなんです

よ。 

○大木議長 

 ありがとうございました。この災害の問題になると、誰が責任を持つかということ

なると、非常にその規模や状態によって変わってきますが、難しい問題だと思います。

それで私どもがこの防災訓練をやるときにまず申し上げるのは、自助、公助、共助と

いうこの３つをしっかりと皆さんに理解をしていただいて、訓練をしての、まず自分

が逃げるんですよと。自分がよければまたほかの人を助けるんですよ、そうして、公

助というのが出てくるいうことで説明をしておりますが、それが徹底されればいろん

な問題が解決されると思いますが、その保障の問題というのは非常に難しい。これか
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らこの区政会議も初めてですから、考えて問題提起をいったらいいと思いますが、た

だもうここで規模の問題がありますから、非常に難しい問題だと思いますが、ご提言

受けます。ありがとうございました。  

○小高委員 

 保障の問題、我々地域の活動をやるにあたって、事故、それからそういったときに

保障の問題っていうのは、差し迫った問題としてきちっと頭に置いとかなあかんとい

うのは１つ。過去でいうと、青指（青少年指導員連絡協議会）とか福祉（青少年福祉

委員連絡協議会）とかいうのは大阪市が保険を掛けてくれてました。それが今、地域

全体に一応保険が掛かってますけども、地域の中の取り組みとして、地域の町会の活

動、地域でやってる活動全体に対して保険をきちっと掛けて、訓練とか町会の活動っ

ていうところについては事故があっても担保できるっていう備えは、今のところうち

の町会の中では、地活協の中では取り組んではいてます。それが、最後、保障全体と

してはもちろんなるとは思いませんけれども、金額としては多少低いけども、地域と

してできる最大限の担保なんで、そういったことを踏まえて、いろんな活動をやると

きに保障ができるという体制というのはきちっと考えていっとかないとしんどいのか

なあっていうのは。だからそれに対しては、備えは今の現行の制度でできるとこまで

の分はできるんかなというふうには思ってます。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。どうぞ。  

○長田委員 

 いま、どの部会のところに進んでいるのかちょっと確認したいんですけども、安

全･安心部会でよろしければ、我々の安全･安心部会の中で議論したことを、項目１２

ですか、項番て書いてありますか、安全・安心のところの１２。中学生を災害時に役

割を担えるようにする取り組みの推進という提言をしてるんですけども、これは今の
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議論と少し違って、学校、中学校の教育の中で既に訓練は教育の中でなされてるそう

なんです。小学校は小学校で避難訓練もやってる。ただ、地域でやる防災訓練のとこ

ろでは、地域の住民の人たちが中心に集まって来られたりするんですけども、そこに

も中学生たちが参加できる、してもらえたらいわけですけども、それぞれの学校の中

でやってる訓練と地域でやってる訓練を一体化してできないものかと、そういった提

言でございまして、災害の何て言うのか、かえって二次災害を受けるとかいうような

議論までしてることではなくて、実際にやってることをもう少し地域とも一緒に連携

とってやれたらどうかなという提言をしたつもりなんですけれども。違いましたです

か、大津さん。 

そうでしたね。 

○大津委員 

 そうそうそうそう。  

○長田委員 

 そういうことなんですね。だからそこら辺を実際に地域、出前講座を実施するだと

か、中学生を対象として防災教育を実施するというのは、多分なされているんじゃな

いかなと私思ったんですけど、どうでしょう。学校の先生方が今日お見えじゃないか

らわからない。 

○林委員 

 うちの地域のほうの事例なんですけれども、通常ですと防災訓練というと、町会さ

んが主催でということで、すごく失礼な言い方になっちゃって申しわけないです、お

じいちゃんが集まって、ポンプの出し方であるとかっていうような形の訓練だけだっ

たんですけれども、多分今、長田委員おっしゃってたような趣旨、多分地域の皆さん

思ってはったんだと思うんですが、４年ほど前から地域の防災訓練のときには、ただ

子ども会に声をかけて、要は避難者役、けが人役で小学生を集めると。ほんでそこに

住んでる中学生も出てきてもらって、要は先ほど森田委員さんとかもおっしゃっては
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った、その中間の時間帯ですと、やっぱり僕たちみたいな働いてる者は市内に行って

る、居住地にはいない。特に高齢化も進んでいる地域なので、やっぱりそういう方と

か自分の身を守るのもあわせて、その機材の使い方を少しぐらいわかったほうがいい

んだろう、もしくは、こういう物がここに格納されてるよというそういう知識として

もってもらうという意味合いで、地域の防災訓練に入ってもらうようにはなってきて

ます。今は小学校とか中学校とかその会場で、その子どもと地域のおじいさんとか集

めて一緒に訓練をするというようなことで進めていってますので、本当、先ほどおっ

しゃってたような形で、実際その子どもたちが率先して人民救助をするであるとか、

その危険なところに行くというよりは、自分の身を守る、家族の身を守る、そのため

の知識を身につけるというようなレベルでの、本当にそういうような今までちょっと

抜けてたであろうというところを補完するという形で、ほかのところもそういう形で

地域も進んでいらっしゃるのかなとは思いますんで、ちょっと先ほどの意味合いとは

変わるのかなと。 

 僕が最初に言った、そのいろんな窓口が違うところの連携をっていうのは、本当お

っしゃってたように、学校でっていう形で窓口を直接話を持っていくと、学校の先生

は、いやそれは、例えば授業としてやるのか、であるとか、こんだけ子どもを集める、

並びに引率の先生をやるってなると業務命令になるとか、そういう難しいのを考えて

しまうので、できれば学校のほうに、例えば「こういう授業を考えております。地域

が主体になっておりますのでご協力ください」という形で話をしていただくであると

か、そういう授業主体がどっちになるかっていうところで、物すごく警戒感を感じて

シャットアウトしがちな先生ていうのが非常に、特に管理職の方は多いので、内容が

いいものであれば、それを少しでも実現するために、話を持っていく順番であるとか

そういうところはうまく考えてくださいねという意味合いで、すみません、ちょっと

言っただけだったんです。  

○大木議長 
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 ありがとうございます。そのとおりでございまして、災害が起こって町でいろいろ

何かやろうということは難しいんです。だから私はいつも言っておるんですけど、防

災訓練にあたって、まず自助ですよと。それから考えてくださいということでお願い

をしていっております。だから、ほかの地域もほとんどそういう状態で始まってるん

じゃないかと思います。学校に主催してやるといいますと、学校そのものが責任持て

ん、怒るでしょう。だから私どもは、その施設を使わせてくださいという協力を仰い

どんですよ。で、その前に、こういう防災訓練、クリーンピックがありますから、学

校で朝礼のときでもいいし帰るときでもいい、何月何日ありますよという報告はして

くださいということで、それ以上の要請は私どもの町ではしておりませんが、なかな

か学校じゃ難しいですね。そういうことで私のとこはやってます。  

 はい、コメント。はい、どうぞ。 

○大津委員 

 ９番の災害時における避難開設所にあたっての連絡体制の構築と。２５年度中に区

役所と地域が連携して連絡体制を構築すると、こうなっておるんですけど、この、ど

んな意味なのか、連絡体制を構築というのは。これはもう私もこの部会におりますの

で、要望的な意見を申し上げますと、やはりこの連絡体制だけじゃなくて、その避難

所開設という、避難所のやはり中での機能・役割、それから手順、置き方、そういう

ものを総合的な体制づくりというものがやっぱり求められる、緊急に僕は求められて

ると思います。しかも、それは災害の種類によって違います。地震の場合と津波の場

合。しかも津波でしたら、大和川右岸の本流筋、それから大阪湾の防潮筋とまた違う

かと思います。粉浜さんのようなそういう川に沿ってないところも違うと思います。

これは相当その差異が、違いが出てくると思います。その内容をとにかくつくって、

シミュレーションをしてみると、動いてみると、それを地域ごとに。その１４地活協、

そこまで動いてみて実際に、この考えた動き方がええのかどうかということを検証し

て、やっぱりつくり上げていかないと、この間も台風１８号、秋でありましたけども、
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ほんまにこれは心もとない。それはこっちの責任なんですけども、地域の責任が多々

あるわけですけれども、これはぜひとも連絡体制を構築とこう書いていただいており

ますけども、この中身をそこまで一緒になってつくり上げるという方向で、これは考

えて取り組んでいただきたいなと、役所さんの方もそうしていただきたいなとそうい

うふうに思います。 

 以上です。 

○広瀬委員 

 安全・安心の６番の防犯ブザーの件なんですが、今回は１，０００個配布というこ

とで、多分小学生、中学生に配布するんだと思います。ただ、これも防犯ブザー持た

せたからと言って安心できるものではなくて、できたら１，０００個が多いんか少な

いんかちょっとわかりませんけど、住之江区に小学校１４校ですか、１校２５０人ぐ

らいとしても、かなりな生徒さんがいると思うんですよ。持たせた後、持たすだけっ

ていうことになっても、結局ブザーが鳴っても誰かが気ついてくれないとこれ困るん

で、そういう危ない場所っていうか、危険な場所の通る子どもについてはブザーを持

たせてますと１軒ずつ頼んで歩いたらいいと思うんですよ。この音がしたら表出てく

ださいと。やはり人の力がないと、物だけ持たせてもこれどうしようもないと思うん

で。そういった、何ちゅうんですかね、ことはやってほしいなと。ちょっと面倒でも

やってほしいと。 

○大木議長 

 ありがとうございました。  

 間違っておったらちょっと失礼ですが、私どもの小学校では各生徒が全てブザーを

持ってますよ、防犯ブザー。これ引っ張ったら音がピッピッピという音が出るのを

時々確認しながらランドセルに全員、加賀屋の場合は全員持ってますけどね。だから

この１，０００個というのが私もちょっと意味がわからないんですよね。加賀屋小学

校では全部持っとります。  
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 それからもう一点。先ほどの災害の避難開設所の問題ありました。これ今現在、岡

本先生を中心にして抜本づくりしてますね。それができ上がったら、そうするとどう

いうふうになるのかということを、各地域でやっとられると思いますので、だから、

これができ上がった状態で、またいろんなご意見が出てくるんじゃないかと思います

が。 

 もう一点は、このビルの避難場所が書いてますね。あれを私は毎回言っておるんで

すけど、自主的にやってくれといってもやりませんよ、普通の民間企業は。だからこ

れは先生方にお願いするか区役所にお願いするかして、その地域のそのできるという

ような半強制的な、緊急ですから、物を何かでつくっていただいてご協力いただくよ

うな方向性をつくっていただかないと。私のところでいろんなとこに頼みましたが、

１件ですよ、できたの。加賀屋で１件なんです。あとは、いや、本社に出してます、

どこに出しますと、なかなか進みません。だから、この問題、本当に真剣に取り組ん

で、その地域のこの何を考えていくんであれば、この岡本先生の抜本をつくったうえ

で、そういう方法をとっていただければ助かるなという気はいたします。  

 それでは時間があれなもんで、次、子ども・教育の問題に入っていきたいと思いま

す。 

 では皆さん、どうぞよろしく。はい。 

○門委員 

 子ども・教育部会の門と申します。感想と、ちょっとお聞きしたい点、２点ほどあ

ります。 

 １つは、１３番目の学校選択制の問題なんですけれども、私個人的には、学校選択

制は余り賛同はしていないんですけれども、部会で大阪市がどうしてもこれを実施す

るということなので、方法等についてっていうことで、ここに書かれているような議

論の結果になったんですけれども、来年度実施をする予定の各区の小・中学校の、今、

学校選択で希望の人数を区役所等がずっと集計したものを出しているのを見たんです
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けれど、インターネットで出てましたので。そしたら、ほとんど２桁になってるとこ

ろはなくて、３ないし、多いところでも７、８件ぐらいで、１０人とか２０人とか取

れますってなってるところでも、大体１桁台で、そんな満杯になってるっていうよう

な状況ではなくて、それを見たらやっぱり小学校なんかは保護者のニーズとしては、

非常にこの選択制のニーズは低いんだなということを感想として思いました。わざわ

ざ選択制にしなくても、この前区のさざんかにも書いてありましたけれども、指定外

通学の、もうちょっと広げていくことで、保護者や子どもたちが希望したら、行きた

い学校って言ったらちょっと言葉があれかもわかりませんが、行けるのではないかな

という感想を持ちました。わざわざ、何かばーっとアドバルーン的に学校選択制がと

てもいいことのようにやる必要はないのではないかなという、数から見てそういう感

想を持ちました。 

 ２点目は質問なんですけれども、中学校給食の問題です。各学校の状況を考慮して

段階的に全員喫食ということになっていますけれども、これも部会では、できれば一

斉にやればいいんじゃないかなっていうふうな意見もあったんですが、学校の施設や

いろんな状況とか学校の教職員のお考えとかご意見ですか、そういうこともあって一

挙には無理かなという形で、じゃあ１年生からという形になったと思うんですけれど

も、この前私も加賀屋中学校のお昼の状況を見学させていただいたんですけれども、

このいわゆる給食室というんですか、そこの場所が加賀屋中学の場合なんかとても子

どもが集まって、大勢集まってスムーズに運べるかなというふうなことを、とても無

理じゃないかと。ここがもう一斉にというのは確かに無理なんです。だから、ここに

段階的にと書かれてるんですけれども、そういう施設等の段階的に無理なところは改

善をするなり、場所を変えていかなくてはならないというふうに思ってるんですけれ

ども、それは集約して区のほうから要望すれば、教育委員会のほうなりで施設をきち

っと整えてくれるのか。整わず今のままで段階というのは、ある意味非常に無理があ

るのではないかなっていうふうなことを思ったので、そういう要望を出して変えるっ
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ていうのか、場所を変えるなり配膳室を広げるとか、そういう工事をともなうやつで

すが、それはどういうことになるのかなということをご質問したいと思います。  

 最後に、１５、１６、１７と、子どもたちの学力だとか、学校教育の向上について

書かれているんですけども、いろいろ話し合って、少しでもやっぱり学力向上が一つ、

ある意味での課題かなということでこういうことになったかと思いますが、これだけ

ではやっぱり子どもも窮屈な思いをするんじゃないかなっていうふうに思います。し

たがって、この１７番に掲げられている、別に映画鑑賞とか人形劇にこだわりません

が、やっぱり情緒教育なども重視していただけるようなことが大事じゃないかなとい

うことと、特にそこにそぐうかどうかわからないんですけれども、魅力・ブランドの

ところで書かれているいろんなこの行事に、もっと地域の子ども、大人だけじゃなく

って実際この地域に住む子どもたちも参加をして、やっぱりここで長く過ごしたいな

と思えるようなことになればいいのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○大木議長 

 はい、ありがとうございました。じゃあ、教育関係、長船課長代理、よろしくお願

いいたします。 

○長船未来づくりマネージャー  

 政策推進室の長船です。どうぞよろしくお願いいたします。  

 まず１点目の１３番、小学校の学校選択制の導入の件でございますが、門委員おっ

しゃったように、先行６区、あんまり進んでないのが現実でございます。  

 住之江区でのアンケートなんですが、平成２４年度、小学生をお持ちの親御さんに

対象アンケートをとらせていただきまして、小学校１，９１５名の方から回答ござい

ました。小学校入学時に選択制が必要ということ、こちらが６３３名の方がいらっし

ゃいまして、選択制が必要ない、１，１１５名。確かに１，１１５名ございましたが、

こちらのほうは内訳行く行く読んでみると、学校が遠いとか、例えば、そのクラブ行
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きたいんで、そのクラブを行くために学校を変わったんだけれども、先生が変わっち

ゃったら行っても意味がないとか、行く行く読んで、読み込んでみますと、あくまで

も反対という意見が少なかったんで、やはりこの６３３名の方の意見も大事にしたい

ということで、やはり学校選択制のほうを導入させていただく。この１，１１５名の

方につきましては、今選べなくてもいいんじゃないかということで、６３３名の方の

意見を大事にしたいということで選択させていただいております。  

 それと、次に学校給食なんですが、門委員おっしゃったように、一番加賀屋中学の

ほう非常に設備が悪いということで、実は加賀屋中学校のほうからも要望書上がって

まいりまして、うち、高橋区長のほうも教育委員会のほうに改善の要望を出させてい

ただいております。それと、段階で行っていきながら、例えば間口が狭いのであれば

表に出して、例えばあのストッカーですか、ほこりとかよけるようなストッカーで外

に出させていただいて、一斉に並べて間口を広げて取っていただくとか、こちらのほ

うにつきましては、１年なり２年なりかけて改善の検討をしていきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。  

 それと、１７番の情緒教育の取組みでございますが、こちらのほうにつきましては、

ちょっと予算化のほうが今年度はちょっと単独での予算ができませんでして、ただ、

区役所でも取り組みでございますが、生涯学習や人権啓発のフェスティバル等の時に、

こちら書いてあるように人形劇とかそういう観点から取り組めて、そちらで学校のほ

うに来て参加していただければいいかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○門委員 

 その費用がどうなるかというのを聞きたいんです。  

○長船未来づくりマネージャー  

 費用ですか。 

○門委員 
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 費用っていうのか、ストッカーつけるとかいろいろおっしゃってましたけども、そ

ういう費用は区がもつのか、教育委員会がもつのか。  

○長船未来づくりマネージャー  

 いや、教育委員会のほうです。  

○大木議長 

 よろしいでしょうか。はい、どうぞ。 

○林委員 

 どうも、何回も申しわけないです。この１５、１６に関してなんですけども、この

夏休みや冬休みなんかの長期休業中に対する学習指導員を派遣するためのっていうこ

の部分に関してなんですが、これ、今現在、今年からの市内の全中学校区で元気アッ

プ地域事業、地域本部事業か、これが推進されておりまして、各中学校区においてこ

ういう学習支援であるとか環境整備、もしくはそういうような活動に対するっていう

ことが動いているんです。これ、元気アップ事業というやつで、要は各中学校でこの

定期テスト前もしくはこの長期休業の間に、通常ですと、学校の先生なんかが補習な

んかを行ってたりとかするものに連携をされるやり方が１つ。もう１つは、この元気

アップ地域事業本部のほうが主体的に学生ボランティアなんかを集めて補習授業をさ

れる場合が１つっていう形で、もう既に先行して動いている取組みと、これとの位置

づけっていうのは、今現時点でどうなってらっしゃいますか。 

○長船未来づくりマネージャー  

 まず、すみません、こちらの事業なんですが、小学校・中学校を対象にしておりま

して、小学校のほうは平日放課後、ステップアップ事業というのを行っておりまして、

ただ長期休業期間中になると、そちらのほうが行われていない。その期間中はステッ

プアップ事業の補完的な要素で学習指導員のほうを各学校に派遣してまいりたいと。

中学校のほうにつきましては、基本的には林委員おっしゃったように、元気アップ事

業について行っておるんですが、図書館開放とか、人的支援が基本的には中心でござ
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いまして、やっぱり学習の支援というはちょっとかなり薄いと聞いておりまして、ボ

ランティアのほうにつきましてもなかなか集まってこないということを伺っておりま

して、各中学校の校長先生からも要望ございましたので、今回１名ちょっとつけよう

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

○林委員 

 それでしたらあくまでも、これは学校のほうが主体として行う授業に対して、区の

ほうの予算でこういう学習指導員もしくは補助員というのを入れるという形になるわ

けですか。それとも昨年度のスクールカウンセラーの増員と同じ様な形で、こちらの

区のほうから委員会へ対するっていう、そういう方向なるんですか。  

○長船未来づくりマネージャー  

 こちらのほうは、区長の自由経費ということで、私ども区のほうで予算をとりまし

て予算化しまして、各学校のほうへ派遣をするということを行ってまいります。 

○林委員 

 それであれば、各学校にアンケート等をとって、何名必要ですかっていうような形

をして、そこへ人を当て込む形で具体的には考えてらっしゃるんですか。  

○長船未来づくりマネージャー  

 すみません、２２校ございまして、やはり予算的に非常に厳しくございますので、

１校につき１人、最上限何コマ、１時間当たり何コマということで、上限を決めてま

いります。 

○林委員 

 先ほどおっしゃってたように、確かに元気アップ地域本部はほんと、学校によって

その学習支援まで手が出せてる学校、出せてない学校、特に、ごめんなさい、ちょっ

と小学校の話は置いちゃってるんですけども、この住之江区内においては、恐らく学

習支援が比較的円滑に回せてるのは住之江中学校さん１校だけなんですね。それ以外

の学校に関しては実質、図書館開放もしくはその環境整備のみしか、具体的に言うと、
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学校で学習支援をお願いするであろう学生ボランティアの確保が難しいっていうこと

になっておりまして、その中でも、ただ今現状、地域コーディネーターと支援員の２

種類の学校があるんですけれども、その中で個々に研修会とか連携を深めて、じゃあ

どうやったら人を集めようかっていう感じで、実は具体的にどうなるかは別にして動

いてらっしゃったりするんです。特にこの区内でいきますと、加賀屋なんかが支援員

制の学校で、そこは来年度から地域コーディネーター制に変わらないといけないんで、

今年無理やりにでも枠組みをつくってそれを回していかないといけないなという感じ

で支援員の方はおっしゃってますんで、そこはそこで進めようとする、で、あとは区

は区のほうで学校のほうで要望を受けてっていう形でいくと、先ほどの話じゃないん

ですけれども、どこかですり合わせを、学校のほうにしてもらうのか、それはその元

気アップのほうでするのかは別なんですが、うまく協力する形でせんと、動いてはる

方がいてたとしても、こっちでボランティア集めました、あ、でも区のほうから補助

員が入ってくるからうちいらんよというふうに言われてやるとかね。ほんと、これは

学校によって事情が違うので、一概には言えないっていう難しさはあるんですけれど

も、先ほどの話と一緒で、同じその予算をかけてやっていただくんであれば少しでも

有効な形で、継続的に続くような事業にしていただきたいなというのが切実な要望で

す。 

○大木議長 

 ありがとうございました。じゃ、簡単に今の。  

○長船未来づくりマネージャー 

 小学校、中学とは十分連携とっておりまして、小学校は毎月各小学校長会、私のほ

う参加させていただいております。今申していただきました、加賀屋中学校の先生と

も十分打ち合わせをさせていただきまして、その中でやはり非常にしんどいというこ

とで今回こういう予算をとってまいりました。  

○大木議長 
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 それでは、ご意見いろいろあると思いますが、時間の制限もございますので、この

辺で一応打ち切りまして、次回のときにご質問、ご回答いただくとくことで、ただい

まより区長による区の運営方針ということで、一言お願いいたします。  

 すみません、自然現象のしたい方おられますか。５分間休憩しますので、どうぞ。  

（休憩） 

○大木議長 

 それではただいまより、区長、お願いいたします。よろしくお願いします。  

○髙橋住之江区長 

（スライド使用） 

 それでは皆様、平成２６年度の住之江区の運営方針の素案というのをご説明を申し

上げます。 

 運営方針というのは、一カ年度住之江区がどういう方針で区政を運営していくねん

というお話でございます。現在この段階でございまして、素案をつくっております。

これを区政会議等でご意見いただきまして、２月には案にしまして、さらにご意見い

ただきまして４月には運営方針の確定をしていきたいという順番で進めてまいりたい

と考えております。 

 時間もちょっと押してますんで、約１０分程度説明させていただきます。よろしく

おつき合い願います。 

 区の目標で何を目指すんかということなんですけども、これは運営方針そのもので

はありませんでして、区のビジョンに書いてあることでございます。従来からと変わ

っておりませんので省略をいたします。  

 住之江区の使命。これも従来と変わっておりません。その上で、２６年度の区の重

点的な取り組み何やねんということなんでございますけども、自立的な地域運営、こ

れをぜひしっかりとサポート・応援していきたいと思っております。役所のほうから、

ああせい、こうせいよ、これしてくださいということではなしに、各地域の皆様が自
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身で自分ところの地域の運営を自立的にされる、そういう地域づくりをサポートする

区政を目指したいなというふうに思っています。  

 ２番ですけども、教育環境とか学力、この辺はしっかり力を入れたいなと思ってい

ます。 

 住之江のブランド化、アートとかクールジャパンという住之江の、既にかなり持っ

てる資産というのはしっかり生かして世間に売り出していきたいと思っております。  

 ４番、多様なつながりの推進。一人ではでけへんことが、２人、３人になるとでき

るようになる。１＋１が３とか４になる。これが人と人のつながりであります。この

つながりをいろんな場面、例えばきずなステーションなんてものも今区役所のほうで

つくってつながりづくりをしておりますけども、そのつながりのパワーで、まちを元

気にしていきたいなというふうに思っております。企業と地域のつながり、こんなん

も積極的に今コーディネートしているところでございます。  

 ５番、安心・安全まちづくり。これはベーシックなことでございまして、ちょっと

欠かすことができない。とりわけ台風１８号なんかが来た後でございます。しっかり

と体制をつくっていきたいなというふうに思います。  

 これはちょっと飛ばします。区政会議で皆様からいただいたご意見を中に反映して

おりますので、ごらんくださいということでございます。 

 では、まずは未来に向けて輝くまちづくりということをご説明したいなと思います。

未来ということがしっかりイメージをできないと、今のまちというのは前に進めてい

けないんじゃないかというふうに思っております。そういう枠組みの中で、従来から

英検を中学１年または２年生に受けていただく事業、スクールカウンセラーや発達障

がいサポーターを配置する事業、家庭児童相談員による相談体制を他区よりも充実す

る事業を住之江として進めてきておりますけども、加えまして、先ほどから出ており

ます家庭学習の習慣づけの取り組み、これを先生と一緒にやっていきます。小学生の

漢字検定、あるいは学習指導員、先ほど議論のあった話でございますけども、こうい
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ったのを進めてまいりたいというふうに考えております。  

 子育てのしやすい区にしたいよねということでございます。従来からこの○新 と書

いている分が新しい分でございます。これにちょっと今日は集中して申し上げますと、

子育て情報というのは、なかなか届きにくいのが実態でございます。例えば子育てサ

ロンなんかも地域の会館でやってる部分がある、区役所なんかがそれに近いものをや

っている。あるいは各保育所なんかもやってられている。それを一括してお届けする、

実はアイテムがないということがわかってまいりまして、そういったことを含めまし

て子育て情報というのをしっかり強化したいと思っています。  

 この辺りは飛ばしまして、ライフライン事業者などの虐待防止サポーター参加を促

進してまいりたい。ライフライン事業者と申しますのはガス会社とか、電気会社とか

そういうところでございます。常日ごろから各ご家庭を回ってるわけですから、そう

いうところと協力して虐待防止の取組みを充実させていきたいというふうに考えてお

ります。 

 それからここに、住之江区「夢・未来創造」って書いていますけど、さざぴーカー

ドっていうのを今年度から試験的に頑張ってやり始めております。要するに、ツタヤ

のＴポイントカードみたいなものの住之江区版であります。住之江区って言うのは東

西に長い、電車は南北に通っている。したがいまして、ちょっとええもん食べに行こ

かとか、ちょっと買い物行こかちゅうのは、すぐ難波とか堺とか、南港に住んでる方

でしたら本町方面でしょうか、行かれると思います。もっともっと区の中でお買い物

をして区を盛り上げようよということで、区民の方が区内の参加店でお買い物すると

ポイントがつくというカードを事業者さんと一緒につくりました。それを普及促進し

ていきたいと思います。  

 これはアートとクール、住之江のアートの取り組み、あるいはクールジャパンの部

分をしっかりとブランド化の材料として世間に打ち出していきたい、引き続きやって

いきたいと思っています。とりわけクールジャパンのほうが、この４月から南港のほ
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うに大阪エンターテインメントデザイン学校、つまりアニメーションのデザインなん

かを勉強する新しい学校ができます。そんなことも含めまして、一緒に力を合わせて

盛り上げていきたいと思っております。  

 これは大きな公共を担う活力ある地域社会という分でありますけども、いろんなつ

ながりをいろんなところでつくっていくんですけども、とりわけボランティアの人材

バンク、ここを頑張りたいと思っております。新しい取り組みといたしまして。実は

区役所の地下に、きずなステーションというつながりづくりのフリースペースが、こ

の８月からできております。月、水、金と日曜日に時間限定で開いてるんですけども、

そこに人材バンクをつくりまして、そこに新しい、自分の開いてる時間だけ少しだけ

でも地域貢献するよという人の名簿バンクをつくりまして、マッチングをしていきた

いなというふうに思っています。そんな中から、新しい地域の担い手なんかも出てこ

ないかなというふうに期待をしております。  

 このあたり、今既にやっている事業は飛ばさせていただきます。  

 市民による地域運営の活性化。「地域編集塾」これは地域でどういう名前つけるか

はそれぞれの地域のお考えに応じますけども、そういうものを開催して、地域の課題、

ここ困ってるよね、ここもっと伸ばせるよねと、そんなことを区民の皆様が自主的に

ワークショップ方式で話し合って解決に向けて歩いていける、そういった体制づくり

をサポートしてまいりたいと思います。住之江ですね、企業が大変多ございます。企

業の力をこの地域社会に取り組むという、この交流会を何回か開催してまいりたいと

思っております。社会的ビジネス、これは要するに役所の事業を地域の力にもっとも

っとなるように再構築できへんかなと。例えば、広報さざんかを全家庭にこの１０月

から配っておりますけども、その広報さざんかを配るにあたって一緒に見守りしたら

どうやろかとか、そんなような発想で何か再構築でけへんかな、そういったことを頑

張っていきたいと思います。  

 各地域でのラウンドテーブルなんかも、おしゃべり会ですけども、こんなことも引
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き続きやってまいりたいと思います。  

 ここはちょっと新しい事業がいろいろ多いんですけども、わがまち防災プランを活

用しまして、住民主体による防災訓練の実施、これをさらに応援してまいりたいと思

います。あるいはツイッターなどを活用しました災害情報のリアルタイムの発信。こ

れも既にやってるんですけども、さらに強めてまいりたいと思います。まちを守る中

学生、これは先ほどの話でございます。区民の安全・安心を担う総合拠点としての区

役所づくり。犯罪発生地点における、これブザーの配布、先ほど出てきたお話でござ

います。それからこれは、子どもの通学路に防犯カメラを設置。これも先ほど出てき

たお話でございます。この辺もしっかり頑張っていきたいと、皆様にご意見を伺いな

がら、しっかり頑張っていきたいと思っております。  

 幅広い世代が暮らしやすいまちづくりということでございますけども、大会という

言い方はどうやろかということでございますけども、地域の皆様が各地域のすぐれた

取組みを発表し合い学び合う、そういう場を開催したいと思っております。  

 さらに、今実験的に走らせておりますさざぴー号ですが、その実験の成果を踏まえ

て、より使いやすいものに変えていきたいというふうに考えています。  

 小児・周産期医療の充実というのは、これは区役所のほうで直接してる事業ではあ

りませんけども、住吉市民病院の後に民間病院を誘致する。それでもってかえって小

児・周産期医療を充実するということを取り組んでおります。先日新聞に発表ござい

ましたように、後に進出していただける、手を挙げていただける民間病院が一応決ま

ったところでございまして、これからさまざまな必要な調整にはいるところでござい

ます。 

 南港・咲洲地域、大変高齢化がすごいスピードで進んでおりまして、今から１７年

後には５０パーセントを越えてくるであろうと。先行しているニュータウンあります

けども、そういうとこの再生プランなんかも踏まえまして、いろいろしっかりと手を

打っていきたいということで、各局と今、プランニングを始めているところでござい
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ます。まだ勉強している段階でございますけども。  

 自律した自治体型の区政運営ということでございますけども、いろんなことを既に

取り組んでまいりました。この黄色の部分、これ区政会議からいただいた取り組みで、

新しく取り組んでまいります。ツイッターとかフェイスブックを活用して子育て支援

情報や若者向けのイベント情報を発信する、こういったことにしっかり取り組んでい

きたいと思っております。  

 ちょっと駆け足になりましたけども、以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○大木議長 

 区長、ありがとうございました。大変時間が迫りまして、時間時間と言うと叱られ

るんですが、とりあえずそう約束事もありますので、ここらで今の区長の提案に対し

て、二、三人の方からのご意見をいただきたいと思いますが、ございますか。なけれ

ばですね。 

○門委員 

 すみません、ちょっと今のお話聞いていて、事前に資料みたいなのも送っていただ

いてたときにちょっと思ったことなんですけれども、この南港とかここが大変高齢化

が早いスピードでいっているっていうことの説明も今お聞きしたんですが、例えば、

若者をこの地域に呼ぶっていうのは、今まちの中で若者がワンルームのマンションを

借りるとかしても、５万、６万かかります。その補助をどうするんかちゅうのを、私

はちょっとお金のあれはわかりませんけれども、例えば、実際空きがあるかどうかい

うのもわかりませんが、南港の市営住宅なんかを若者が入居するときには格安にして

いただけるとか、なんかそういうことをすると、きっと若い人はやっぱり住みやすく

なるんじゃないかなとかいうようなことをちらっと思いました。今どんどん、何て言

うのか、減らされていく傾向ですけれども、例えば新婚世帯に対する住宅手当とか、

いろんなことを大阪市やってますけども、ああいうふうなものを若者向けに何かもっ
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とならないだろうか。やっぱり住むところってすごく若い人求めていて、なかなか安

くっていうのは難しい状況の中でそんなことを考えていただいたらっていうふうに思

います。 

 それから、区長もおっしゃったように、この小児・周産期医療のことで、私も新聞

報道を見て、へぇと思っているよりも何か内科とか外科もついたような病院ができる

っていうようなことが書かれていて、本当にこんなんが、大阪市も撤退したのに、や

っていけるのかなあっていうふうなことで、上げて、ぜひここが途中でダウンしない

ように区のほうからも市に向けて、続けてやっていただけるような体制を、いろいろ

ご意見言っていただいたらありがたいなというふうに思いました。  

 以上です。 

○大木議長 

 わかりました。この件について。  

○髙橋住之江区長 

 １つ目の南港への若者呼び寄せ策でございますね。これまさに今各局、関係局を集

めての勉強会を始めております。公営住宅法というかなりきつい縛りがある中で、大

阪市だけ家賃安うできるんかというのは、ちょっと僕、その辺の仕組みをきょうお答

えする知識がないんですけども、いろんな方策で工夫してまいりたいというふうに思

っております。 

 それから、２つ目ですね。これからさまざまな調整ということがあるんですけども、

しっかりと努力をして、区民の皆さんの小児・周産期の不安がないように頑張りたい

と思います。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。周産期の問題は、今ご指摘いただいとる先生方も力を非

常に強く働きまして、そして区長の約束どおり、あそこに解消されるということで、
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大変私はいい問題だなと。ただ、あと継続性の問題ですね、しっかりやっていただい

たらと思っております。  

 他にいらっしゃいますか。それでは、今日お忙しい中をご出席いただいております

各議員の先生方のご意見と、それから取組みというものに対して、お一人ずつ発表し

ていただきたい。前回に続きまして、半田議員のほうから、よろしくお願いいたしま

す。 

○半田議員 

 半田です。かなりいろんな議論をしていただいて、いい会議にしていただいてるな

という気持ちがあります。それと今、周産期の問題出ましたけども、本当に計画どお

りやっておられるのか私はちょっと疑問を持ってまして、やってくれればいいんです

けども、小児科の先生がほんまに集まんのかどうか。あれだけの夢のあるような病院

と特養がほんまにできるのかどうか、ちょっときっちり区役所のほう、してもらいた

いと思います。産科・小児科の医師を集めるのは至難のわざですから、病院の、来る

病院見ておりましたら大体特養とか老健の専門的な病院になってますので、そこらへ

ん、特養と老健だけで食い逃げされないように、きっちり監視をしてほしいいうふう

に思います。 

 それと今日の議会になかったんですけども、まだ振込み詐欺が多発してますので、

住之江区の中でどんだけ被害におうてる方がおられるのか、ちょっと私わかりません

が、できましたら振込み詐欺、いつまでも続いてますので、高齢者の方が自分の人生

のためにためてきたお金がなくなってしまう。私も１件相談がありまして、証券の詐

欺に遭うたから、いろいろ取り組んでお金は取り戻すことはできませんでした。３割

ぐらいまでは取り戻したんですけれども、なかなか全額取り戻せなかったと。それも

高齢の老人の方一人でしたので。そこのところにも電話をかけたら「息子や」って言

って電話かけたりしたんですけども、まだまだ振り込み詐欺がありますので、そこら

へんの対策も少し区のほうでもしていただいたらなと。警察のほう一生懸命やってま
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すけども、区民のことですから、少しちょっとそこらへんも調査していただいたらな

と思います。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。じゃあ石原先生、よろしくお願いいたします。  

○石原議員 

 こんにちは。石原です。どうぞよろしくお願いします。  

 この区長の素案を拝見させていただいて、区政会議の意見を集約されて、今ずっと

説明をお聞きしましたけれども、これは全体的にどのくらいの割合で区政運営に反映

をしていってるか、割合をちょっとまた教えていただければと、１点です。 

 もう１点は、区政会議から反映され形になっていく、その予算額というのはどのく

らいの規模まで考えていらっしゃるのか、この２点だけお願いします。  

○髙橋住之江区長 

 ちょっと予算額は、きょうは積み上げた金額がございませんのであれなんですけど

も、一定の区政会議枠というのは設けているというやり方はしておりませんでして、

いただいたご要望を自分たちなりに、例えば教育ですと学校の先生方、関係先と相談

の上事業化して今予算要求をしているという段階でございます。その積み上げた金額

はちょっとお時間いただければすぐにお示しできると思います。  

 １つ目ですけども、割合というのは全予算の中の区政会議の割合という意味でしょ

うか。 

○石原議員 

 ここの運営方針の中に、多くの意見を区政会議からいただきましたが、５ページで

すね、その中で、どの項目が反映されたかについては各取り組みの中でご紹介、説明

させていただきますとなってるんで。これ全て項目が織り込まれているというふうに

解釈することなんですかね、それとも。  



－49－ 

○髙橋住之江区長 

 ここで○新 と書いてあります、ごめんなさい、どのマークやったかな、リボンみた

いなんがついてるのが区政会議からいただいた意見を実施していく分です。ですので、

ちょっと今すぐ数えますんですけども。  

○石原議員 

 いいです、いいです。大体反映ができていて、予算ができて実現ができれば、区政

会議が実のあるものになるし、すばらしいなということになっていきますし、せっか

く一生懸命言っていただいた形を必ず実現していく方向で今日は取りまとめていただ

いて、形にしていただく、予算を獲得していただく。こういうのもぜひぜひお願いし

たいなと思っております。  

○髙橋住之江区長 

 そのつもりでやっております。ほぼ全ていただいた意見は反映しているというふう

に考えております。 

○石原議員 

 皆様、大変ありがとうございます。以上です。 

○大木議長 

 髙野先生、お願いします。 

○髙野議員 

 皆さんご苦労さんでございます。今区長さんから聞きました、この区政運営につい

て前向きに取り組んでおられること、評価させてもらっております。ただ問題は、こ

のようにいろんなことをやっていく中で、今後の、今の各団体の組織運営とのかかわ

りはどうなってるんだという、例えば、地域振興会もあり、民生員協議会もあり、ま

た青少年指導員、福祉員もあり、また学校ではＰＴＡがありと、いろんな団体が既に

団体が、組織があるわけで、こういう組織がどのように変わっていくんか、またどの

部分が編成していくんかということを、既存の段階ではしっかり情報を共有しながら
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やっていかないかん。変にこだわることは言いませんので、その辺が少し気がかりで

す。 

 もう１点。未来に向けて輝くまちづくりということで、今半田議員のほうからこの

住吉市民病院への心配などありました。まあ医療ですから、その小児・周産期という

のは特に不採算です。だからしっかりとした医師の供給と医療レベルがないと、せっ

かくつくっても機能しないのでは何のために住吉市民病院を廃止したんかわからんよ

うになりますんで、この担保をしっかりやっていただきたいと思います。  

 ３番目に、これ今日の報告には一切出てませんが、未来に向けて輝くまちづくりで

今、ポートタウンの高齢化の問題のお話ありました。実はこのポートタウンは、昭和

５２年にもう町になって３５年ほどになるんですけども、ニュートラムを導入したり

とか、ごみの空気輸送を導入したりとか、また緑と川のまちづくりということで、本

当にすばらしい未来のまちづくり、住民の皆さんに住んでもらうために呼び込みやっ

たんですが、現実問題、今もう川の流れもとまっておりますし、今空気輸送を、ごみ

の空輸を廃止しようとしている。いわゆる大阪市の市政改革側が望む廃止ということ

なんですが、市政改革でいろんな経費や人件費や物件費や、こう変えていかなあかん、

その方針はわからないでもないですけども、未来に向けてつくったものを、そういう

市政改革で潰していいだろうかという問題。じゃあ、これからのそういう若い人にも

住んでもらうまちであれば、未来に向けてもしっかり、こういう部分は最低限残すと

いう、そういう、何と言うんですか、調整はぜひこの地元の区長さんのほう中心にな

って行政、各局と、港湾局なり関係局がこの対応の局ですけども、やっていただきた

いなと。また、病院の方は病院局としっかり協議していただきたいという要望をさせ

ていただきたいと思います。  

○松崎議員 

 市会議員の松崎です。ご苦労さまでございます。 

 市民病院の跡地については、もう半田さん、そしてまた髙野さんおっしゃったとお
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りやと思います。これは早急に決定された医療機関と協議に入っていただきたいなと。

そして、いち早く向こうからしっかりとした担保をいただいてもらいたいと、そのよ

うに思います。 

 それと、この区政会議でいろいろと議論をいただいてるんです。ちょっと私先ほど

気になりましたのが、学校選択制で、この住之江区でアンケートをとった場合に賛成

と反対が非常に大きな差があったけれども、賛成の意見を、なんかこう重視せなあか

んというような、そういった発言があったんですけども、市長さんが決めたから絶対

やらなあかんということもないと思うんですね。市長さんは各区に任せるというふう

におっしゃっているんですから、この区政会議、そのための私は区政会議であると思

いますので、この区の中でしっかりと皆さん方で議論いただいて、そしてそれがその

住之江区の子どものためになるんであれば、それはやっぱり押し通すぐらいの、それ

ぐらいの強い力は発揮できるんではないかと思いますので、そういったこともこれか

らまたしっかりと考えていただきたいなというふうに思います。  

 また、この未来の区についていろんな意見がございます。それも、やはり着実にこ

なしていけるように、区のほうでも最大限の努力をしていただきたい。もちろん私も

議員も、いよいよこれから予算編成に取り組んでまいります。３月市会に向けて、ま

たしっかりと提言をさせていただきますことを申し上げ、私の感想とさせていただき

ます。ありがとうございました。  

○大木議長 

 大変貴重なご意見いただきまして、ありがとうございます。これに対して区長さん、

何かございますか。 

○髙橋住之江区長 

 ただいまのご意見踏まえまして、区政会議の皆様とともに、ええ住吉区、住之江区

づくりを目指して、住吉市民病院とまた間違えました。すみません。住之江区づくり

を目指して頑張ってまいりたいと思います。  



－52－ 

 ただ、今の松崎先生の、反対がたくさんあったというとこなんですけども、選択制

の導入が必要やという人が６３３、必要ないという人が１，１１５でございました。

それで、早急な導入というのは見合わせて、２６年度最短の導入というのは私ども見

合わせました。その後、さまざまな一つ一つアンケートめくっていきまして、理由を、

必要ないという方の理由を確認しましたところ、隣の校区に行かしたってしょせん遠

くなるだけやとか、そういう制度自体に反対というよりも、うちの子を行かせる必要

ないわいというお話がほとんど、かなりの割合でございました。それで、そういう皆

様にとっては、仮に制度を導入したとしても、自分のお子様を他の校区に行かせなけ

ればデメリットはあらへん。逆に制度を、導入が必要やという皆様にとっては制度を

導入しないと、その期待が実現でけへんということをもっていろいろ悩んだ結果、導

入をしてみるべきではなかろうかという結論に今のところ至っている次第でございま

す。 

○松崎議員 

 僕の持論から言うと、小学校は学校選択制について、僕は反対ですわ。はっきり申

し上げます。中学は、そらまあまあしっかりしてます。ただ、中学校でも気をつけな

あかんのは、これは皆さん方にも申し上げますけど、やはり確実に減るであろうなと

いう、やはり校区から減っているのは事実ですからね。それはいわゆる、その同和推

進校。これはこの間議会でもはっきり出てますので申し上げますけど、やはり同和推

進校からはごそっとやっぱり減ってるんですね。そういう検証がちゃんとされてなか

ったっていうのもありますので、性急にやはり、その結論ありきで物事をそこへひっ

つけていくんではなくして、やはりある程度積み重ねをしっかりやっていかないと、

大事なお子さんのためにならないんじゃないかということだけは申し上げたいと思い

ます。 

○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ありがとうございました。  
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 それでは、公募の方々で、きょうのこれに対して、二、三質問がございましたらお

受けいたしますが。いかがですか。特別なければ、大変時間が迫っておりますので総

括をしたいと思いますが、よろしゅうございますか。はい。  

 私は、この２６年度の住之江区の運営方針（素案）というこの、皆さんお持ちです

ね。この中で私が目標としております一番やりたかった、地域法人化を目指して、そ

して自律した自主運営をするんだということが書いてあります。非常にいいことです

ね。これは、私は先生方にも再三申し上げてますが、私どもの地域でこういうことを

やりたいということはまさにこれなんですよ。これをやりますと、今のいろんなご意

見をいただいてる分の多くのことはできるんです。だから私は、皆さんとともに地域

の法人化を目指して、そして自律をしていって、活動の拠点を地域に持っていく。そ

して行政におねだりをするんではなしに、行政に対して私どもが提案をしていくとい

う、逆の発想のまちづくりをやっていかないと、幾らいろんな問題を検討しましても、

もう本当に、これをやりなさい、じゃあこうしますというようなやり方では前向いて

進まんと思うんですよ。だから私はこの会議を基本にして、区長さんにもお願いした

い。それから議員らの先生方にお願いしたい。地域を、地域から発信できるような組

織に変えていただきたい。そうしますと、我々が自主的にいろんな行動がとれますし、

いろんなことができます。だからそういうことを目標にしておりますので、それでこ

れ書いてありますので。私は非常によかったなと思っております。だからそれを大い

に区長に申し上げて、期待をして、きょうの会議を終わりたいと思いますが、総括的

に区長さんのほうからまたご意見をいただいて終わりたいと思います。  

○髙橋住之江区長 

 本日は本当に、少し時間がオーバーしてしまいました。活発なご意見ありがとうご

ざいました。とにかくここでも申し上げましたように、区民の皆様のご意見をいただ

きながら、区民の皆様自身が区政をつくっていく。そういうことに一歩一歩近づけて

いきたいと思っております。どうぞ引き続きお時間いただきますが、どうぞよろしく
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お願い申し上げます。  

 本日は、ありがとうございました。  

○大木議長 

 すみません、ちょっと最終、小田課長さんから。 

○小田総合企画課長 

 すみません、申し訳ありません。先ほども説明ありましたように、運営方針、今素

案段階ですけども、適宜修正を加えた後に、来年３月の大阪市議会の予算の確定を経

て決定をされることになりますので、最終的には４月公示をする予定となります。  

 それから、今後の区政会議の予定ですけども、全体会につきましては、今年度は今

回が最終と考えております。別途また新しい案件が出た場合はまた調整をさせていた

だきますが、今年度はこれが最終と考えております。ただし、各部会につきましては、

部会の取り組みの状況とかテーマの状況もありますので、それにつきましては適宜開

催をする場合もありますので、その際よろしくお願いいたします。  

 それと、この区政会議、今年大きくやり方変えて始めたわけですけども、さらによ

りよく運営するために委員の皆様方からのご意見を伺いたいと考えておりますので、

また今後アンケート等のご協力をお願いするかと思いますけども、どうかよろしくお

願いいたします。 

 それからすみません、最後に、先ほど説明ありましたけども、さざぴーカードとい

うものの説明がありましたが、これにつきまして説明とカードの配布のほうさせてい

ただきますので、今しばらくお願いします。 

○小藤市民協働課長 

 政策推進室市民協働課長の小藤でございます。いつもお世話になっております。  

 私のほうからささやかではございますが、クリスマスプレゼントというわけではご

ざいませんが、小さいカードをお配りさせていただいております。先ほど区長のほう

の運営方針にもありましたように、さざぴーカードというのを住之江区でつくりまし
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て、普及・促進をしていきたいんですが、何せカードを、Ｔポイントカードと同じや

り方でポイントが貯まっていく方法です。１つ違うのは、ポイントが貯まりますと、

全員、社会福祉協議会の善意銀行に寄附していただくということになってますので、

そこらあたり念頭に置いて皆さん普及させていただきます。  

（委員より「全額じゃないですよね」の声あり）  

○小藤市民協働課長 

 一部ですね。こちらに書いてあります、売り上げの０．５パーセント、ほんのわず

かでございます。ちりも積もれば山となるという形でございますので、ご協力いただ

きますようよろしくお願いします。  

 ただ現在、ＡＴＣのほうのお店で普及を始めたばかりでございますので、皆さんに

お配りしてます２枚目のほうにありますように、皆さんのお近くのお店でこのカード

を使ってご利用いただく店がありましたら、区役所のほうまでご連絡いただけました

ら、委託している業者のほうから説明に行きます。導入費用はほんのわずかでござい

ます。パソコン等をお持ちでありましたらほとんど金額はかからないというふうに考

えておりますので、どうぞ加盟店の募集、それからＡＴＣ、南港のほうに行かれまし

たら、こちらのほうにご案内させていただいてます飲食店舗でお使いいただきますと、

ポイントがたまっていきまして、皆さんのほうにもポイントがたまることになってお

りますので、どうぞご協力をお願いいたします。ちょっとしたクリスマスプレゼント

でございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

○大木議長 

 ありがとうございました。それでは、大体４０分ぐらいちょっと超過しまして、誠

に申しわけございませんでした。この２６年度の住之江区運営方針の素案について皆

さん方が見張り番ですから、しっかりと見張っていただいて、出来ていなかったらこ

れ区長尻たたいて、それで次の一年後にこれどのくらいかということで、皆さんとと

もに、また評価をしていって、またよりよい区政になっていくようにやっていきたい
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と思いますので、どうもありがとうございました。  


