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平成２６年度 第１回住之江区区政会議全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年４月２１日（月）１９時００分から２０時４８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、下道 秀美 委員、杉村 和朗 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、 

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、片山 一歩 議員、高野 伸生 議員、松崎  孔 議員 

    〔住之江区役所〕 

     髙橋 英樹 区長、南 則行 副区長、 

谷上 武 総務課長、坂田 育子 総合企画課長、原口 幸次 市民生活課長、 

杉本 栄美子 ブランディング課長、小藤 一吉 市民協働課長、 

世古口 隆志 まちづくり課長、森 忠彦 窓口サービス課長、 

西川 康宏 保健福祉課長、藤井 幸太郎 生活支援課長 

田島 透 総務課長代理、伊藤 寿弘 区会計管理者、 

長船 設哉 未来づくりマネージャー、山﨑 智弘 まちづくりマネージャー、 

東條 成利 施設保全マネージャー、井阪 悟 危機管理マネージャー、 

政木 孝次 窓口サービス課長代理、樫本 栄治 保健福祉課長代理、 

的場 光則 保健福祉課長代理、上野 恭枝 保健福祉課長代理、 

川人 礼子 保健副主幹、谷口 勇二 生活支援課長代理 
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４ 議 事 

  （１）区長挨拶 

  （２）平成２５年度区政運営の振り返りについて 

  （３）平成２６年度住之江区予算について 

  （４）その他 

 

５ 発言内容 

○谷上総務課長 

 それでは、定刻が参りましたので、ただいまから、平成２６年度第１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、何かとお忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

私は、本日の司会を務めさせていただきます住之江区役所総務課長の谷上でございま

す。今年度、区政会議を担当させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 

 それではまず、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料

をご覧ください。まず、住之江区区政会議委員名簿をお配りしております。その次に、

本日の座席表をお配りしております。その次が、平成２５年度区政運営の振り返りに

関する資料でございますが、こちらは本日使用いたします、壁に映しますパワーポイ

ントを印刷したものです。あと、先だってお送りさせていただいたのと同じものにな

りますが、資料の方もお渡ししております。続きまして、パワーポイントの資料とし

て、平成２６年度住之江区予算という資料を、印刷した資料でお手元にお配りしてお

ります。そして最後に、もうちょっと言わせてアンケートとなります。こちらにつき

ましては、後ほど御案内させていただきます。資料は、皆様お揃いでしょうか。 

 それでは早速会議に入りますが、会議に先立ちまして、髙橋住之江区長より御挨拶

を申し上げます。 

○髙橋区長 

 皆様、こんばんは。本当にお忙しい中、またお仕事あるいは会議でお疲れの中、区
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政会議に御参加ありがとうございます。 

 昨年から、地元のことは地元で決める、住之江区のことは住之江区で決める、住之

江区民の皆さんの御意見のもとに区政をしていくということで、この区政会議を立ち

上げまして運営させていただいております。 

 本日は、平成２６年度に入りました、この時点で、平成２６年度の皆様の御意見を

いただきながら作ってきた予算を一度御説明したいと、それをメインにお集まりをい

ただきました。あわせて、平成２５年度が先月末で終わりましたので、平成２５年度

の振り返りもしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○谷上総務課長 

 次に、委員の皆様の御紹介ですが、先ほどの資料に本日の座席表をお配りしており

ますので、委員の皆様方につきましては座席表で御確認をお願いしたいと思います。

なお、座席は部会ごととさせていただいております。 

 本日の会議には１９時５分現在、１７名の委員の方にお越しをいただいており、定

足数を満たしておりますので、御報告申し上げます。 

 引き続きまして、アドバイザーといたしまして本日御出席の市会議員の皆様を御紹

介させていただきます。 

 市会議員の石原議員でございます。 

○石原議員 

 こんばんは。 

○谷上総務課長 

 市会議員の片山議員でございます。 

○片山議員 

 こんばんは。片山でございます。 

○谷上総務課長 

 市会議員の松崎議員でございます。 

○松崎議員 
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 こんばんは。 

○谷上総務課長 

 なお、府会議員の半田議員につきましては、本日御欠席される御予定でございます。

また、高野議員につきましては、遅れてお越しいただけると伺っております。 

 それでは、区役所の職員についても出席させていただいております。４月の人事異

動などに担当部署の変更などもございましたので、改めて自己紹介をさせていただき

ます。ちょっと部屋の都合で、顔とか見にくいかと思いますが御容赦いただきまして、

順に本人から自己紹介をさせていただきます。 

○世古口まちづくり課長 

 まちづくり課長の世古口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西川保健福祉課長 

 ４月１日付で保健福祉課長、総務課長のほうから異動しまして、保健福祉課長にな

りました西川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○杉本ブランディング課長 

 ブランディング課長の杉本です。よろしくお願いいたします。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ４月１日付で危機管理マネージャーとなりました井阪です。よろしくお願いします。 

○原口市民生活課長 

 市民生活課長の原口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田島総務課長代理 

 総務課長代理の田島です。よろしくお願いいたします。 

○的場保健福祉課長代理 

 保健福祉課長代理の的場です。介護保険でやっております。よろしくお願いします。 

○川人保健副主幹 

 保健副主幹の川人です。よろしくお願いいたします。 

○上野保健福祉課長代理 
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 保健福祉課長代理の上野でございます。保健業務を担当しております。よろしくお

願いいたします。 

○森窓口サービス課長 

 窓口サービス課長の森でございます。住民情報と保険年金を担当しております。昨

年に引き続き、よろしくお願いいたします。 

○谷口生活支援課課長代理 

 生活支援課課長代理の谷口です。生活保護、それから民生委員の担当をやっており

ます。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 

 未来づくりマネージャーの長船です。昨年に引き続き、よろしくお願いいたします。 

○藤井生活支援課長 

 生活支援課長の藤井でございます。よろしくお願いします。 

○樫本保健福祉課長代理 

 保健福祉課長代理の樫本です。保育所、医療手当と子育て支援業務を主に担当して

おります。よろしくお願いします。 

○政木窓口サービス課長代理 

 窓口サービス課長代理の政木と申します。住民登録、戸籍を担当しております。よ

ろしくお願いいたします。 

○東條施設保全マネージャー 

 施設保全マネージャーの東條でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

○伊藤会計管理者 

 ４月１日付の異動で住之江区役所のほうにお世話になることになりました、区会計

管理者の伊藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○坂田総合企画課長 

 総合企画課長の坂田と申します。引き続きよろしくお願いいたします。 

○山﨑まちづくりマネージャー 
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 ４月１日付で、まちづくりマネージャーとなりました山﨑と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○小藤市民協働課長 

 市民協働課長の小藤でございます。いつもお世話になります。よろしくお願いしま

す。 

○南副区長 

 最後になりますが、このたび４月１日付で副区長になりました南です。この１年間、

区長以下、今のメンバーで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○谷上総務課長 

 改めまして、よろしくお願いいたします。 

 今回の区政会議につきましては、公開の取り扱いとなっております。本日の内容に

ついては、個人情報など、特に非公開情報はございませんので、規定どおり公開とさ

せていただいております。また、議事録についても後日公表となりますので、公表す

る際には、発言者と発言内容についても公表をさせていただきますので、あらかじめ

御了承願えますよう、よろしくお願いいたします。 

 本日の区政会議は、平成２５年区政運営の振り返りというテーマと、平成２６年度

住之江区予算の説明が議題となっております。この中でも、特に平成２６年度予算の

説明につきましては、去る平成２６年第１回の大阪市議会における予算案の決議に際

しまして、区長の自由経費は区長の独自性や区政会議などで酌み上げられた区民の意

見が反映されるべきものであるということで、そういったことを反映して取り扱いを

するようにという附帯決議をいただいております。そのため、当区も速やかに区政会

議を開催いたしまして、平成２６年度住之江区予算を御説明いたしまして、今後の事

業の執行に向けて御意見を伺いたいということで、本日会議を開催させていただいた

ところでございます。 

 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。 
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○大木議長 

 皆さん、こんばんは。平成２５年度に引き続きまして、私、加賀屋連合の大木でご

ざいます。平成２６年も、至りませんが、皆様の御協力のもと議事進行をやっていき

たいと思いますので、どうぞ御協力のほどをよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速進めてまいりますが、平成２５年の会議では、区運営方針の平成２

６年度予算反映に向け、部会や全体会の場で、皆様に活発に意見を交換していただき、

多岐にわたり御意見をいただいたところでございますが、本日は平成２５年度区政運

営の振り返りと平成２６年度住之江区予算について、区役所より説明を受けた後に、

意見や質問をいただきたいと存じます。 

 まず、平成２５年度区政運営の振り返りについて、区役所から説明をしていただき

ます。課長、よろしくお願いします。 

○谷上総務課長 

 それでは、パワーポイントを使いますので、照明を少し落とさせていただきます。 

 それでは、平成２５年度の区政運営の振り返りにつきまして、私、谷上より御説明

いたします。正面のパワーポイントを使いまして御説明いたしますが、お手元にも同

じ資料を印刷して御用意しております。御参考いただきながら、説明を聞いていただ

ければと思います。 

 それでは、住之江区の使命につきましてですが、ここにはご覧のとおり、平成２５

年運営方針を御説明したような内容でございます。こちらにつきましては、ちょっと

長くなりますので、また資料をご覧いただきまして御一読をいただきたいと思います。 

 それでは早速、次に参りたいと思います。目標に向けた住之江の取り組みについて、

特に重点的な取り組みについて御説明をさせていただきます。まず、未来に向けて輝

くまちづくりに向けた取り組みといたしまして、住之江区夢・未来創造プロジェクト

の推進を進めさせていただいております。資料３ページでございます。こちらにつき

ましては、市民ファンドを活用したハートフルマネーすみのえ事業を立ち上げ、運用

を開始することができました。このファンドにつきましては、参加協力４，５００件
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ということで、目標につきましては星印でお示しした達成となりました。 

 続きまして、住之江ブランド、ｓｕｍｉｎｏｅ アート・ハート・ビート（仮称）

の推進でございます。こちらについては、ブランド魅力ということで、近代化産業遺

産を活かしたアート・ハート・ビートを推進するということで、このようなイベント

の開催を予定しておりましたが、予定どおりそれぞれのイベントについて開催を見る

ことができました。また、下の部分については、歴史的エリア、建造物を生かしたｓ

ｕｍｉｎｏｅ アート・ハート・ビートということで、加賀屋緑地を利用したコスひ

な祭ｄｅおもてなしを開催いたしまして、目標については達成したところでございま

す。 

 続きまして、教育環境の整備と学力向上でございますが、学力向上の取り組みにつ

きましては、区内の全市立中学校で実用英語技能検定試験、いわゆる英検の取り組み

を実施いたしまして、当初想定していた目標を達成いたしました。また、教育環境の

整備というところでは、スクールカウンセラーの人員を１名増員いたしましたほか、

小・中学校に発達障がいサポートボランティアを新たに配置するなどして、環境の整

備に努めましたので、こちらについても目標達成となりました。なお、学校選択制に

ついてでございますが、平成２７年度から小学校の学校選択制を導入することといた

しまして、類型は自由選択制とするが、おおむね２キロ以内の範囲での選択とする旨

の方針が、平成２６年３月２５日に大阪市教育委員会議で決まったところでございま

す。 

 続きまして、住之江子育てしやす区プロジェクト推進、資料６ページになります。

子育て支援室と地域との協働による子育て支援につきましては、子育てサロン等への

保育士の派遣をいたしましたほか、各子育てサロン運営者で構成する子育てサロン連

絡会を実施いたしました。また、家庭児童相談員も１名を増員いたしましたので、目

標については達成をしたところでございます。 

 続きまして紙面の２つ目、大きな公共を担う活力ある地域社会づくりでございます。

まず、市民による地域運営の活性化につきましては、地域運営に係る支援をするとい
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うことで、一括補助金の支出計画を区ホームページに公表いたしましたほか、敷津浦、

平林、加賀屋東、住之江の４地域で地域編集塾を開催することができ、一定の成果が

得られたところでございますが、もともとの目標が７地域でございましたので、開催

に向けた意識を高めることができなかったことや、場所の調整のため、開催数に達し

なかったということで、達成できませんでした。今後につきましては、地域活動協議

会同士の活発な情報交換を行うことを目的とした情報交換会の開催に向けた取り組み

を中間支援組織とともに支援いたしたりするなど、これからの増に向けて取り組みを

進めてまいりたいと思います。 

 続きまして、安全安心なまちづくり、資料８ページでございます。防災のわがまち

防災プラン策定プロジェクトということで、全１４地域での防災プラン作成を目標に

してまいりましたが、おかげさまで全ての地域での作成いただくことができました。

今後は、この防災プランを活用した取り組みを進めてまいります。 

 続きまして、幅広い世代が暮らしやすいまちづくりというテーマのもと、コミュニ

ティービジネスによる地域交通の促進を取り組んでまいりました。これにつきまして

は、いわゆる福祉的移動手段、さざぴーバスを７月１日から運行を開始いたしました。

また、ルートの変更を行ったり、昇降場所の追加をするなど、利便性を高める取り組

みをその後も進めてまいりました。また、地域交通の担い手となり得る区民ＮＰＯ、

事業者等で形成された協議会を立ち上げて、事業立ち上げへつなげるための取り組み

も進めてまいりました。それに向け、福祉有償運送補助要綱という要綱をつくりまし

て、事業者等を対象としたセミナーも開催いたしたところでございますが、複数の事

業者への説明、協議を重ねた結果、必要性は理解していただけるものの、残念ながら

立ち上げまでには至らなかったということ、それから、さざぴー号のほうは、周知も

十分に行き渡らなかったということで、利用者が思うようには伸びなかったというこ

とで、目標には届かないという状況でございます。今後は、ＰＲの完成とか、地域交

通手段については、ノウハウの提供などの支援を進めまして、今後、引き続き平成２

６年度の運営方針に反映し進めてまいりたいと考えております。 
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 続きまして、小児・周産期医療の充実でございますが、こちらにつきましては、公

募条件等の方針を決定いたしました。選定委員会で募集要項を決定し、公募をかけま

して、事業予定者が決定いたしました。このことにつきましては、区ホームページや

区広報紙にしてほぼ周知を図ったところでございます。 

 続きまして、虐待防止あったかネットプロジェクトですが、虐待防止サポーターあ

るいは虐待防止リーダー等の養成講座をそれぞれ開催しております。結果、虐待防止

サポーターの９４５名、虐待防止リーダーについては７５名、コーディネーター１４

名を養成することができました。また、要保護児童、いわゆる要待機の実務者会議、

あるいは協議会の個別ケース会議を開催し、情報共有にも努めてまいりましたが、こ

れらのサポーターについての開始時期、あるいは地域との調整が難航した結果、実際

の人数については目標を１，４００名にしておりましたので、人数は下回る結果とな

りました。今後につきましては、地域の方のみならず、ライフライン事業者、企業、

ＮＰＯなどにも積極的に働きかけて、サポーター数の増を図ってまいりたい考えてお

ります。 

 続きまして、自律した自治体型の区政運営ということで、改革を担う職員づくりを

テーマに、職員の意識改革を目指す取り組みに努めました。窓口がある職場において

は一斉挨拶、窓口対応のない職場は朝礼の実施を行ってまいりますとともに、窓口サ

ービスに関してのプロジェクトチームも立ち上げまして、接遇でありますとか、庁舎

内の改善を実行してまいりました。また、外部講師が職場環境や接遇をチェックしま

して、評価すべき点や今後改善すべき点の洗い出しを行った上で、その内容を区役所

内で情報共有しました。また、それをもとに全職員を対象に実際的な接遇研修も実施

いたしました。目標自身がアンケート結果での一定数を超えることということで、そ

ちらのほうは残念ながら達成はできませんでしたが、おかげさまで平成２５年度区役

所業務の格付、こちらにつきましては、来庁者等に対する窓口サービスの格付結果で、

去年は星がなかったんですけども、今年は星１つをいただけたところでございます。

これにつきましては、プロジェクトチームなどでいろいろ議論を行ってはきましたが、
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やはりより広く職員の意見や提案を聞き取るという状況ではなかったということがご

ざいます。また、窓口サービスも星を１ついただきましたが、まだまだ改善に努めて

いく必要があるということで、今後ともいろんな取り組みをしてまいりたいと思いま

す。区長につきましては、みずから職員の意見や提案を聞くために、職員向けのメー

ルを開設されておりますし、我々も課題について情報共有、課題共有しながら取り組

みに入ってまいりたいと思っております。 

 それでは、以上で平成２５年度の取り組みの振り返りを終わらせていただきます。

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、ただいまの説明について、各委員から御意見、

御質問をいただきたいと思います。発言される委員の方は、挙手をお願いいたします。

どうぞ、どなたからでもよろしゅうございます。何の部会のことからでもよろしいで

す。順次、質問を受けます。 

 はい、どうぞ。 

○永川委員 

 永川でございます。おおむねの説明の中で、体制の整備が行われたとか、結果のみ

を達成したというふうな御回答が多くあるように思うんですけれど、もちろん体制整

備とか、人員増強とか、そういうことも１つだと思いますけれど、それによって従来

こういう状態だったのがこのように変わったというところが大事じゃないかと思うの

で、その辺りのところの発表が全くなかったように思います。追加で御説明いただけ

るんでしたら、お願いいたします。 

○大木議長 

 はい、わかりました。 

○谷上総務課長 

 平成２５年度の取り組みについて、実施をしましたというような内容が多くござい

ますので、実施をしたということをもっての目標達成となっているものが多くなって
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いるのは事実でございます。また、１つ目標を達成できなかったところの１例といた

しまして、虐待防止サポーターなどは目標数には足りなかったというようなことで、

数値目標での設定での達成云々についても御説明はさせていただいたと思いますが、

後ほど御説明させていただきます予算のほうでも、皆さんの御意見を反映していきた

いと思ってますし、今後また課題の抽出をいたしまして、平成２６年度の運営方針に

も反映をして進めてまいりたいと思います。また、個々の細かい説明につきましては、

この場では省略させていただきます。個別に特にこれがというのがありましたら、お

っしゃっていただいたらと思います。よろしくお願いします。 

○永川委員 

 ということは、結果が出てない。 

○大木議長 

 これが、私も今ちょっと疑問に思っています。私見として申しますけど、これは各

部会で協議をされて、そしてそれのいろんな報告会があるので、これをやる前に各部

会に対して、結果どうだったか、反省会はどうだったかと、やったうえでここへ来れ

ば非常によかったんですけど、それがいきなりぽんと来たもんですから、各部会の

方々が自分たちで提案したことは達成されたのか、されてなかったと各部会でお話し

合いができなかったか、こういう問題もちょっと起こっておるんですけどね。それに

しましても、その結果を報告、今の段階では、さっき数を達成した、達成しなかった

ということで全体的に、今、振り返っていただきましたので、ここに対して質問に回

答できなかった分は、また結果を調べてお答えするということで議事進行していきた

いと思います。 

○永川委員 

 今のところ申し上げますけどと、我々が一生懸命話し合ってやってきたところを財

政とか人員的な問題で進めてはもらってますけれど、その結果どうなったのかという

のを我々としては一番知りたいことなんですね。それがために我々はやっているわけ

ですから、その辺のところをお聞かせ願えませんかということなんです。 
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○髙橋区長 

 今、申し上げたのは平成２５年度の振り返りであります。この現行のメンバーの区

政会議で話し合ったことは、平成２６年度の予算に反映しておりますので、自分たち

の話し合った結果がどこにどないなってるねんというのは、次のコーナーでちょっと

またご覧いただきたいなというふうに思っております。 

 それが１つと、もう１つは何分、以前の区役所、区政というのは、局の出先機関的

なお仕事が大変多かったわけですけども、今の体制、つまり区役所が区政に対して、

局にもいろいろ指示をしながら、区役所独自の政策をしていくという形になりました

のが平成２５年からでございます。平成２５年は、まずは体制を整えようやないかと

いうことに主眼を置いて議論をしまして、目標を立てたところでございまして、目標

の立て方自体がそもそも、まずは体制を立て直そう、体制を整えようというとこに主

眼を置いたところでございます。それに対して達成したかどうかというのを、今、御

説明を申し上げました。ですので、これからだんだん、平成２６年度、平成２７年度

と時が進むに応じまして、その整った体制によってどういう結果ができたのか。例え

ば、そうですね、スクールカウンセラーが１人増えた、そのことによって子供さんた

ちがどういう状況になったのかとか、あるいは教育現場においてどういうふうな御感

想をお持ちいただいているのかとか、これから時間の経過とともに、そういう成果目

標的な、どんな結果が出たか、そこに目標をシフトしていきたいと思っております。 

 繰り返しになりますけども、今回の平成２５年度分は初年度のことでございまして、

体制をまずつくるというところから始めたということで御理解を賜りたいと思います。 

○永川委員 

 それだけで、平成２５年度を進めてこられたということですね。 

○髙橋区長 

 そこに主眼を置いてということで。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 
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○長田委員 

 住之江連合の地域活動協議会の長田と申します。今のプロジェクターを拝見した中

では、確かに永川委員がおっしゃったような疑問点ですか。ただ、このもう少し詳し

い振り返り、例を使っての御説明をいただいたら、答えがもう少しわかったように思

いますので、私もプロジェクターで拝見して、英語の検定を取り組みされたという御

説明はあったんですけれども、それだけでどうなったのかと疑問に思ったんですけど、

そこの３ページですか、読ませていただいたら、もう少し細かい説明があったし、今

後の課題というんでしょうか、そういったことも文書として載せていただいておりま

すので、その辺を説明いただいたら何の疑問もなかったかと思いますけどね。 

○大木議長 

 それでは、次どなたかいらっしゃいますか。 

 はい、どうぞ。 

○門委員 

 門と申します。よろしくお願いいたします。２点、尋ねるというのか、希望もある

んですけれども、１つは、さざぴー号の運営というのか、利用がもう１つ伸びなかっ

たというふうな御説明があったと思うんですけれども、私も一度乗ってみたいなとい

うふうにずっと思ってたんですけれども、年齢の制限があるということと、それから

妊婦さんだとか、一応、名前が福祉のためという形になっているので、一般の、いわ

ゆる以前走っていた赤バス等とは違って自由に乗れないという形だったので、私はで

きれば、例えば、有料にするのも問題かもわかりませんが、以前の赤バスのような１

００円程度のお金を払っても、本当に区内を行くのが遠い、行きにくい場所もありま

すので、そういうふうなことを検討していただいて、ちょっと年齢制限なんかを取っ

払っていただくと、もう少し利用が増えるんじゃないかなというふうな感想を持ちま

した。 

 それからもう１点は、小児・周産期医療の充実ということで、民間病院云々という

形で目標達成という御説明があったんですけれども、この進捗状態がどうなのかなと
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いうことと、実際問題これは大阪市の病院局のほうで取り組んでおられるようなので、

区として、ここに民間病院が決定されて、実際きちっと開業というのか、されるよう

に何か働きかけとか、そういうことをされているのか、今後される予定があるのか。

ぜひしていただきたいとは思っていますけれども、その点についてお聞きしたいと思

います。 

○大木議長 

 それでは、さざぴー号については課長のほうから。 

○谷上総務課長 

 直接の担当から、より詳しく御説明させていただければいいんですけれども、さざ

ぴー号のほうにつきましては、福祉的交通ということの目標設定のもとに運営をさせ

ていただいております。ですので、そういった内容から福祉的な交通手段を必要とす

る方を目的とした交通になっているという点で進めております。御意見のありました

点につきましては、またいわゆる福祉的交通の課題とともに、その辺りについて検討

しているということで御理解をいただきたいと思います。 

○大木議長 

 それでは、病院の件については髙橋区長より一言、よろしくお願いします。 

○髙橋区長 

 その前にちょっと担当課長から説明を。 

○坂田総合企画課長 

 担当しております。課長の坂田と申します。民間病院の誘致につきましては、１２

月末に事業予定者が決まりまして、その後、具体的な動きとしては、病院局と事業予

定者の中で大まかなものの基本方針的なもの、基本協定ということを結ぶ予定になっ

ておりますが、今現在まだ事業予定者と病院局で基本協定に向けた協議をされている

ところです。ただ、締結者は病院局長になる予定でございますけれども、当然、住之

江区内のことでございますので、区役所も病院局と情報は共有しながら進捗状況は確

認しております。申し上げましたように進捗、もともと、特にやはり小児科医師の確
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保が難しいんじゃないかということ、皆様方からの心配の声をいただいておりますけ

れども、それにつきましても病院局で基本的には事業予定者に指導等もしながら、大

阪市としてもしっかりと事業予定者、提案どおりの開設できるようにということで、

区としても病院局と一緒に連携を図っていきたいと思っております。具体的に区とし

て何ができるかというところは、先日も病院局と一緒にお話をしてきたんですけれど

も、まだ具体的にこれということはちょっとなかなか申し上げるのはないんですけれ

ども、常に意識としては、区としてできることは何でも動きたいということで、しっ

かりと取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大木議長 

 それでは区長、ございますか。 

○髙橋区長 

 病院なんですけども、本当に大事な、住之江区にとって重大な問題であると、本当

に私も心から認識をしております。今のところは区長のもと、今の市役所の体制なん

ですけど、区長のもと、病院局が動いているという状態でございます。区も動き、病

院局も動きということで、窓口が２つになりますとかなりややこしいことになってま

いりますので、とりあえず今のところは病院局にしっかりと仕事をしてもらうという

ことを私どものほうでやらせていただいております。ただ、もちろん病院局任せとい

うことではなく、状況によっては私ども、特に私自身も事業者さんとお話をするなど、

積極的に動いてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○大木議長 

 それでは、よろしいですか。それでは、他の委員さん、御質問ございますか。何で

もいいですよ。おかしいなとか、これはよかったなというようなことを感じていただ

いたら、その感じたままを言っていただけましたら。 

 はいどうぞ、坂下委員。 

○坂下委員 
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 坂下です。よろしくお願いします。今の部分については、ここらは次のところで御

説明いただけるということで、次の平成２６年度の予算案、その御説明のときに、こ

のパワーポイントの資料というのは本当に大まかなところしか出てないと思いますの

で、ホームページなんかにも細かな資料は掲載されていましたし、その辺り、具体的

なところを私たち委員が気にする、先ほど質問されたような内容について細かく御説

明いただければと思います。この後のことも、よろしくお願いします。 

○大木議長 

 ありがとうございました。できるだけ丁寧に御説明をいただくように、努力してい

ただきます。 

 はいどうぞ、森田委員。 

○森田委員 

 森田と申します。今の市民病院の後の利用の件なんですけど、ここでは小児科だと

か周産期関係の医療機関が入るということですけど、全部それに充てられるわけです

か。全部これに決められるんですか。決めてはいない。全部がこれなんですか。あれ

だけ広い施設をそれだけで新設されるんですか。 

○大木議長 

 これはどなた。 

○坂田総合企画課長 

 課長の私から答えさせていただきます。住吉市民病院の敷地、確かに広うございま

すので、事業予定者の提案は、小児・周産期を中心とした１００床規模の民間病院を

北の方に配置をして整備をして、南の方の、まだまだ敷地が広うございますので、南

の方にはまちづくりに資する施設として募集をしましたところ、北側の民間病院とと

もに、南側の敷地に高齢者施設、特養ですとか老健の合体型の施設をつくって、その

中に地域スペースですとかも設けて、地域との交流も進めていきたいと。また、中に

は事情が許せば保育所のような放課後に預かってもらう、保育所的な子育て的な要素

も今後検討していきたいというような提案もございましたので、大きくは高齢者施設
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が中心になりますけれども、そういった地域交流スペースですとか、子育て向けのサ

ポートするようなことも考えていきたいというような提案をいただいております。 

○森田委員 

 よろしいですか。今、御説明があってよくわかったんですけど、あれだけ大きな施

設を使って、病院だけじゃなしに地域の高齢者向けの施設も進めていただきたいと思

います。とりわけ、やっぱりそういう子供たちと交流できるような施設というのは、

私は必要なことだと思います。こういう機会ですから、ぜひそういうことの経過報告

等を合わせてやっていただかないと、あれだけの大きな施設を小児科のみの施設とい

うように誤解したらいけませんから、こういうことも進行しているんだということで、

もう少し丁寧にやっていただきたい。かねがね我々、地域ですから、ぜひそういう施

設の必要があって求めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○大木議長 

 ありがとうございました。それでは、他にございませんか。 

○永川委員 

 虐待防止あったかネットの分なんですけれども、地元の方で説明会がありまして、

説明を聞きましたんですけれど、その終わった後に、きょう集まっていただいた皆様

から聞かせていただいたんですけれど、このままじゃ進まないような気がして、これ

でいいのかなと感じたんですけれど、今後これはどういうふうに進められる考えでい

らっしゃるんでしょうか。 

○大木議長 

 虐待防止の今後の進め方ですね。というのは、これ確かに虐待防止の説明として、

防止はあったんですよ。それでどういうことかということが、実践的なものが全然な

かったもんですから。この辺よろしくお願いします。 

○原口市民生活課長 

 今年４月から担当させていただいてます、原口と申します。この虐待防止あったか

ネットの事業、昨年度から始まった事業でして、また今年度も引き続き行いますけれ
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ども、残念ながらサポーターが１，４００名を目標としておるところ９００名ぐらい

しか集まらなかったと。リーダーは７５名ということで、一応は達成していますけれ

ども、ちょっとサポーターの数が達していないということで、今年の課題は目標どお

りサポーターの数を、目標どおり１，４００名確保するということ、それが１つです。

それと、サポーターの数だけ確保するということでなくて、サポーターが地元のほう

に入っていって、あったかネットの事業の趣旨、これが要は成果を出すように、あり

方というんですか、充実を図っていくように、区としても取り組んでいきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大木議長 

 これも平成２６年度の予算の中の説明で組み込んではるでしょう。だから、平成２

６年度の。 

○永川委員 

 これはじゃあ、第２回というようなそういう説明みたいなものがあるわけですね。

この数の中に私も入っていると思うんです。その私がどういうふうにしたらええのか

わからん問題なんです。だから、この間の１回目の説明だけじゃ、実際に動くことは

できないんですよね。実際に具体的に動けるところまで、やっぱり御指導いただいて

進めていかないと、話は掲げたけど、実際には進まないというのは。その辺はどうな

さるんですかということを説明してください。 

○髙橋区長 

 ただいまの御意見をいただきましたし、他のサポーターの皆様からもいろいろ御意

見を賜っておるところでございまして、どんどんいいものにして具体的に動けるとこ

ろまで御説明を高めていきたいと思いますので、第１回はとりあえず、そういうこと

だったんでございますけども、その反省に立って改造していきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

○永川委員 

 何度も続けてやるんですね。 
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○大木議長 

 今、永川委員が質問されてます。永川委員よろしいですか、今のは。 

○永川委員 

 いや、全然わからないです。先ほどから、同じことばっかり言ってるんですけど、

結局、形だけつくってもらっても実際に動く方がどうしたらいいのかということが理

解できてなくて、本来の活動まで進められてないケースが非常に多いと思うんですね。

それを私は心配してるんです。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○佐野委員 

 すみません、平林の佐野です。先ほどの、今のあったかネットの件なんですけど、

これはどのように進めてほしいかとかいう、区の、こうやってください、ああやって

くださいじゃなくて、やはりそれは地域で考えていかなければいけないことじゃない

かなと、私たち平林のほうは思ってるんですけど、やはり昔の、この中でもありまし

たけど、研修の中でもありましたけど、やっぱりおせっかいおばさん、優しい隣のお

じさん、おじいちゃんおばあちゃん、こういう昔のことを思えば、少しずつでも各地

域で前に進むんじゃないかなと思うんですけど、地域でやっぱり考えることのほうが、

この件に関しては多いんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○大木議長 

 はい、どうぞ。 

○杉村委員 

 杉村といいます。私も介護事業のほうをさせていただいておりまして、同じように

介護事業の中で、そういった虐待があれば、そういうふうに区もしくは市や府のほう

に報告するようにということで言われています。今回のサポートネットも全く同じよ

うなことやと思うんですけども、地域の中でこういった講習を通して、皆さんの中で
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虐待防止というのが、多分、講習の中でもあったと思うんですけども、虐待というの

を見られて見ないふりをしないでくださいということの講習やったと思うんで、皆さ

んの意識を高める中で、こういった講習が開かれてたと思うんです。その中で、見な

いふりをしない、疑わしきものはすぐに報告するということで、なかなか疑わしきも

のを報告しないという、近所づき合いのこともあると思うんで、疑わしきものは報告

しないということが、なかなか、どんどん定着してきたこともあって、こういったサ

ポーター養成というのをしていたと思うんで、それがきっちりと伝わってないんであ

れば、講習の内容というのをもう一度見直さないといけないと思うんですけども、私

も聞いたことあるんですけど、そういう内容で受け取って聞いてます。 

○大木議長 

 はい、わかりました。それでは、永川委員の意見と杉村委員と、それから佐野委員

の御意見を区のほうで集約して、そしてまた御回答いただきたいと思います。同じ御

意見ですか。 

○林委員 

 いや、それに絡んでなんですけど、永川会長がどこで憤ってはるんかというのが、

いまいちぼんやりしているような感じでしたので、ちょっとそこだけ補足というわけ

ではないんですけれども、この虐待防止サポート関係であるとか、それ以外のことも、

さっきから冒頭から同じことをずっと、というふうにおっしゃってたんですけれども、

要は、そういう講習会をやったり啓発活動をする、これはすごく大事なことで、特に

この虐待防止に関しては、要は、こういうサポーターさんになってなくても、こうい

うのが地域に住んでいる人、一人一人が心のどこかに持ってくれていて、何かでつな

がるというようにしていれば、網の目も漏らさなくなるんだろうなという、恐らく、

趣旨の事業なんだと僕は思ってました。 

 ただ、永川会長がおっしゃってるように、この虐待防止以外にしても、それ以外の

事業にしても、それであればその趣旨の説明とかというのも、講習会の１回のときの

頭に持ってきていただかないと、やっぱり偉い方が、今回の虐待防止とかであれば、
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要は児童とか生徒とかという子供、それからあと高齢者の方、それからあと障がいを

持ってらっしゃる方と、たしか３つの講習があったと思うんですけれども、偉い方が

つくってくれた資料で、ああこういうことがあるんやな、そういうとこ気をつけない

といけないんだなという段階で、申しわけないです、うちの地域での講習会、受講さ

れている方ほとんど終わっている思います。あくまでも先ほど言ったような、一人一

人がそういう心を持って、今回、講習に来てない人とかにも口コミで伝えていただく

であるとか、そういうような本来の趣旨、そちらのほうを広く周知していただきたい

のが１点と。 

 あと、これサポーター以外にも、リーダーであったりコーディネーターさんが何名

かいらっしゃる。それに関しては、講習会のときには何も、恐らく、その後その説明

がなかったんですね。多分、このリーダーやコーディネーターさんというと、それぞ

れの地域の民生委員長さんであるとか、恐らくそれらにふだんから何か携わっていら

っしゃる方、事業所さんとかに恐らく依頼されてるんだと思うんですけれども、それ

であれば、おたくの地域にはこういう方がリーダーでいますよ、コーディネーターで

いますよというのを、それこそ民生委員とかであれば、看板、各小学校区ごとの、つ

いているでしょう。あれを見れば、ああそこに相談しに行けばいいんだというふうに、

最悪バトるけれども、この虐待防止のやつに関しては、サポーターさん以外の部分で

何か決まったやつというのが広く周知されてないと思います。恐らくホームページと

かではされてるんでしょうけれども、受講したサポーターであったりとか、地域の住

民にはそこらが広く伝わってないので、逆に言うと、それこそ個人名を出してあれで

すけど、永川さんのところに、おたくの地域にはこの方がリーダーでいらっしゃいま

すよ、コーディネーターでいらっしゃいますよ、もし何かそういうような気になる情

報をお聞きになったら、そこへつないでください、もしくは役所へつないでください

とかという、その、多分、一言があれば具体的にこうすればいいんだというのがわか

ることなんだと思うんです。 

 他の事業も、全体的にそれがありまして、これは学校の現場も一緒なんでしょうけ
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ど、今って数値目標というのが物すごく出てますよね。ですので、恐らくこれこそ１，

４００名だとかなんとかという、恐らく数字をこなすという方向ばかり注目してしま

って、本来の趣旨というのを伝わるように教えていただければ、まだまだ動いてくれ

る住人というのはたくさんいてると思うんで、そこを有効活用していただければいい

んじゃないかなと思います。 

○大木議長 

 ありがとうございました。 

○永川委員 

 ちょっと私が考えていることとずれてるんですよね、やはり。ほかの人の答えが。

こういうことを経験されている方が集まって、そういう講習を受けられて、やられる

んだったらまだ話はわかるんですけど、全くそういうことに関心のなかった方が、ま

た素人の方が集められて、こういう講習を受けたから、それじゃあサポーターになっ

てすぐ動けるかといったら動けないということを言ってるんですよ。もっとサポータ

ーさんにサポートしてもらわなきゃ、これでは進められないということを言ってるん

ですよ。 

○大木議長 

 この質問に対して、課長どういう、御意見ございますか。 

○原口市民生活課長 

 サポーターの話を昨年度決めたと、ことしもまた増員をするということを申しまし

たけども、そのサポーターがどのように地域とかかわっていくか、それが課題になる

かと思うんです。その辺を踏まえまして、今年度については取り組みを進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○大木議長 

 よろしいですか。それでは、いろいろと御質問がいっぱいあるんですが、時間も迫

ってきましたので、次に進めたいと思いますので、それでは、平成２６年度住之江区

予算について、区役所のほうから説明をよろしくお願いいたします。 
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○谷上総務課長 

 それでは続きまして、平成２６年度住之江区予算について、御説明させていただき

ます。平成２６年度の住之江区関連予算額は１４億６，５７５万８，０００円です。

このうち、区長自由経費は２億８，９５１万９，０００円、区ＣＭ経費は１１億７，

６２３万９，０００円となっております。 

 この区長自由経費と申しますのは、区長に指揮監督権がございまして、区において

事業実施をするものでございます。区ＣＭ経費といいますのは、現在でいうと区長に

当たりますけど、区シティマネジャーというところに指揮監督権がございますが、実

際の事業は、例えば、道路の補修とか維持管理といった、局のほうで事業実施をする

ものに対する経費ということになります。 

 それでは次に参ります。今回の予算は、次の取り組みを積極的に進めるとの考え方

で編成しております。１つは、小・中学生の学習習慣の定着や学習意欲の向上など、

教育環境の整備並びに学力向上のための取り組みを進める。２つ目には、アートとク

ールジャパンをキーワードとした住之江のブランド化による、住之江区の魅力発信を

するという取り組み。３点目は、市民による自主的・自立的な地域運営の支援の充実

を図るとともに、地域の団体や企業、ＮＰＯなどさまざまな団体の多様なつながり

（マルチパートナーシップというふうに呼びますが）を促進して、まちの活性化に向

けるという取り組み。最後に、街頭犯罪の防止対策や防災対策の充実など、安心・安

全のまちづくりのための取り組みでございます。 

 次のページに参ります。まず、新規事業の小学生の学習意欲向上の支援の取り組み

でございます。こちらにつきましては、日本漢字能力検定、漢検の受験を実施するも

のでございます。こちらにつきましては、部会のほうでいただいた、国語力向上、そ

れが大事だという部会での御意見を直接反映して予算にしております。 

 続きまして、中学生の英語力向上支援の取り組みは、市内の中学校で実業英語技能

検定、いわゆる英検の受験を実施するものでございます。こちらについては、平成２

５年度、５級のみの受験だったものを、子供さんの学習意欲向上をとの御意見をいた
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だきましたので、平成２６年度は生徒の英語力習得レベルに応じて４級、５級を選択

できるように工夫をしたところでございます。 

 続きまして３つ目の、子供学習サポート事業、こちらもやはり子供の学力向上の取

り組みとして、新たに実施をいたします。区内在住の小学生を対象に、学校の長期休

業時、夏休みとか冬休みとかいう期間に、学習指導員による個別学習等の支援を行っ

て、学習習慣を定着させ、学力向上を図るということで始めることとした事業でござ

います。 

 次に移りまして、街頭犯罪防止防犯カメラ設置事業です。こちらは、部会のほうで

防犯対策のために防犯カメラの増設をという御意見をいただきましたので、特に効果

的な場所２８カ所について、防犯カメラの設置を行っていくということでございます。

また、ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業、こちらにつきましては、部会で

の御意見も趣旨も踏まえまして、避難所と対策本部を結ぶインターネット通信を活用

した防災情報システムの設置、構築を図るということで予算を上げております。 

 続きまして、主な事業の説明ですが、時間の都合もございますので、全体会議や各

部会での御意見を反映させていただきました星印の事業を中心に御説明をさせていた

だきます 

 まず、家庭学習の啓発による基礎学力向上事業、こちらにつきましては、家庭学習

の習慣づけが大切だという部会での御意見を踏まえまして、家庭学習の習慣につなげ

るため、リーフレットをつくりまして、区内の乳幼児や児童及び生徒に配付して、啓

発を図ってまいるということで始めてまいります。 

 続きまして、地域を支えるこころのかけ橋ハートフルマネーすみのえ事業につきま

しては、さざぴーカードでございますので、こちらについては引き続き進めてまいり

たいと思います。 

 それから、虐待防止のあったかネットにつきましては、先ほどたくさんの意見をい

ただきましたので、担当課長のもとに御意見を反映しながら進めてまいりたいと思い

ます。 
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 続きまして、地域活動協議会の運営についても、継続事業としてさまざまな意見を

いただきながら進めてまいりたいと思います。 

 ２つ目の、豊かなコミュニティとマルチパートナーシップなどの形成促進事業、こ

ちらにつきましては、従前のコミュニティ育成事業と区民レクリエーション事業に、

きずなステーションにおける情報の収集発信などの活動も加え、全体会議で御意見を

いただきました、ボランティアの人材を活用できないかということも含めた、新たな

つながりづくりをここで積極的に行うということで始めるものでございます。 

 それから、新たな地域コミュニティー支援事業でございますが、こちらにつきまし

ては、地域の主体的な福祉課題の把握への支援を行うことといたしております。 

 それから、次に参ります。地域防災の新たな担い手となる中学生の育成事業につき

ましてですが、こちらは、新たな担い手となる中学生の訓練が必要であるという部会

の御意見をいただきまして、中学２年生を対象に地域防災の関係で学習会を開催し、

あるいは防災手帳を作成する。また、中学１年生には、体験型の防災出前講座などを

実施するということで進めてまいりたいと思っております。 

 また、地域の防災リーダーの育成については、災害時に住民みずから初期初動活動

ができるようにリーダーを育成するということで、趣旨を反映してまいりますととも

に、先ほどの御意見も反映するよう努めてまいります。 

 防災対策事務費につきましては、備蓄倉庫の高所への移転等の地域防災に関する支

援を行ってまいります。 

 それから、地域防災活動の支援事業については、自主防災組織、あるいは避難所へ

の資機材、備蓄物資等の支援を行うということで、これらの防災に関する事業の拡充

ということで、趣旨も反映してまいります。 

 続きまして、咲洲リバイタルプラン策定に向けた調査・検討につきましては、南港

ポートタウンを中心といたしました、南港咲洲地域の再生を図るため、計画を策定す

るため予算を組んでおるところでございます。 

 さて今年度は、住之江区区政４０周年でございます。区政４０周年記念事業、この
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２つ目のところですが、につきましては、住之江区の魅力を再発見し、今後のさらな

る発展に向け、区民の手による記念事業を開催いたしまして、まちづくりの機運を高

めます。また、企画に当たっては、こちらの部会での御意見として、歴史とまち歩き

をドッキングさせた区の魅力をＰＲしてはという御意見もいただいておりますので、

そういった趣旨も反映してまいりたいと考えております。 

 それから３つ目のところ、近代化産業遺産（名村造船所跡地）を未来に生かす地域

活性化プラン、こちらにつきましては、新たな魅力の発信をということで、部会から

御意見をいただいておりますので、そちらの御意見を踏まえて、魅力アートの集積地

である北区内周辺を核に、住之江といえばアートと言われるように広く区内外の人々

が注目するようなイベントをまた企画・開催したいと考えています。 

 では、次に参ります。一番上です。新旧の地域資源による住之江活性化事業につき

ましては、住之江の歴史あふれる地域資源とコスプレなどのポップカルチャーといっ

た新たな地域資源を結び合わせ、地域の活性化につながる事業を実施するというもの

で、運営方針の振り返りにも御紹介した、加賀屋緑地でのコスプレイベントなどを実

施しておりますが、新旧の文化を組み合わせた新たな魅力を発信できるイベントの開

催をという部会の御意見もいただきましたので、より魅力あるイベントの開催を企

画・実施する予定でございます。 

 また、地域経済活力創造事業においても、アニメやコスプレなどを活かしてはとの

御意見を踏まえて、コスプレの聖地である南港を核に、事業を通じて、住之江といえ

ばクールジャパンと言われるよう対外的に発信してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、市民協働型自転車利用適正化事業、Ｄｏ！プランにつきましては、行政

と地域を取り巻く人々が連携し、対策協議会による方策の検討やサイクルサポーター

の配置などを進めてまいります。 

 それから、発達障がいサポート事業、こちらにつきましては、学力向上の取り組み

を行うべきという御意見もこの中に踏まえ、継続して進めてまいります。 
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 住之江アクションプラン、継続支援事業につきましては、各地域ごとの福祉課題に

対して取り組む人々が集い、情報を交換し交流できる場を開いてはどうかという部会

での御意見をいただきましたので、地域推進大会等の事業をそういった趣旨のもとに

進めてまいりたいと思います。 

 それから、区の広報事業の充実につきましては、区としての重要な課題でありまし

て、新たな情報発信の手法検討を考えたらどうかなという御意見も部会でもいただい

ておりますので、今回予算を拡充いたしまして、区広報紙やホームページのほか、多

様な媒体の特性を生かして、地域の情報や行政の情報を発信していきたいと考えてお

ります。 

 福祉的交通育成事業につきましては、先ほど御説明したような趣旨に基づき、実証

実験により外出を促して、進めておるところでございますが、課題等も踏まえて、今

後進めてまいりたいと思います。 

 区政会議でいただいた意見をできるだけ予算へ反映するようにということで、いろ

いろ考えてまいりました結果、区長自由経費、先ほどの区長裁量の経費、全体のうち、

いわゆる庁舎維持管理経費など固定的な経費を除いたもの、このあたりの説明になり

ますが、うち、区政会議の意向を予算要求に反映した事業、①と②がこちらの直接反

映した事業、あるいは趣旨に沿って反映した事業を合わせますと、この割合は３８．

８％となりました。なお、校庭等の芝生化事業というのがございますが、こちらは今

後行います補正予算の御審議をいただき、成立いたしましたら、この②の事業に含ま

れます。そうなりますと、全体としての割合は４２．２％となる見込みでございまし

て、できるだけ反映をするということで、このような形になってございます。 

 以上でございます。今後とも、予算の執行に当たりましても、より意見を反映して

進めてまいりたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○大木議長 

 今、御説明がございました。先ほどの平成２５年度の総合計画の具体的な計画とい

うことで、平成２６年度の予算というものを説明していただきましたが、ここで全体
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的な御意見がございましたら。 

 はい、どうぞ。 

○坂下委員 

 坂下です。先ほどの平成２５年度の振り返りのところで説明の約束という、振り返

りそれから今度の予算、平成２６年の予算。予算を組むということは、振り返りを反

映した予算でないといけないと思うんです。ここのところの説明を先ほど私、申し上

げたのは、この予算を組むに当たって、平成２５年度こうであった、こういう検証を

した、こういう点を改善するためにこういう取り組みをすると、そういったお話をし

ていただかないと、単年度、単年度で動いている、チェックがされてないように、こ

ちらとしては受けとめますし、私たちも２年任期でやってますので、引き続きどうな

るのか、今までのことがどうなっていくのかということがわからないと、予定された

メニューを食べるだけじゃ、私たちの仕事を全うできないと思いますし、その点を資

料としては先ほどの区政運営の振り返りでも、パワーポイントの資料と別にいただい

てます経営課題ごとの取り組み実施状況という中には、取り組み実績と、それから平

成２５年度から見えた課題とその改善策という項目が書かれてあるんで、やっぱりそ

うやってつくっていただいた資料を有効に生かしていただいて御説明いただくといい

かと思います。 

 それと、今回の区政会議の案内の資料を送っていただいた中で、参考として、平成

２６年度区予算、平成２５年度区運営方針が出されてますけど、それについても、ぽ

んと出すんじゃなく、やっぱりそこにいっぱい書かれてますんで、その点を皆さんの

ほうにアナウンスした上で、きょうのことにしていただければ、もっとみんなチェッ

クして、ここはどうなんだ、ああなんだという話もできるかと思います。その点は改

善していただかないと、私たちやっていた結果どうなのか、この予算についても、こ

れだけ、今のパワーポイントの資料だけじゃ判断はできない。もう少し丁寧な御説明、

それと、振り返りとリンクした御説明が必要なんじゃないかと思うので、その点、お

願いしたいと思います。 
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 全体について。プラスになっていることもいっぱいあるので、私たちが部会でお話

しして提案したものが予算化されてることもありますけど、それについては今度、来

年度、今期検証した結果、来年度どうしていくかということを取り組んでいただかな

いといけないですよ。その点も見えないんで、もう少し両方リンクしての御説明をい

ただきたいんです。 

○大木議長 

 わかりました。それでは、谷上課長のほうから御説明をお願いします。 

○谷上総務課長 

 今いただいた意見を踏まえて、次回以降、もう少し細かくなりますと時間も少々長

くはなってまいりますが、できるだけつながりのある資料をということで作成の段階

で努めますとともに、お知らせする際のホームページの情報とかももう少し丁寧にお

示ししまして、事前に見ていただくことができるようにということでの資料づくりな

り、お知らせに努めてまいりますので、よろしくお願いします。 

○大木議長 

 よろしゅうございますか。 

 はい、どうぞ。 

○坂下委員 

 今日のお伺いしたい点なんですが、その詳しい説明が必要なんだろうと。前年度の

取り組み、それから業績目標というところで、先ほどもお話ししたんですが、数値目

標が出すだろうと。数値目標というのも非常に大事なもんで、感覚的なもんでチェッ

クしても、後、データとして残りませんし、人が変われば感覚が変わるというもんで、

その数値目標は大事なんですけど、そこでの検証のところで、例えば目標値、いただ

いた学力向上の取り組み、前年度の分ですけど、業績目標で英語学習に対する意欲向

上に効果が見られると考える学校長の割合が８０％と、それで目標達成なんですが、

細かな資料のほうでは、これが何％以下であれば事業を再構築するというようなこと

で書かれてます。でも、その点が目標達成できてないものについて、じゃあどうする
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のかという、その点、先ほどの平成２５年度の振り返りの中でできなかったもの、そ

れから先ほどお話のあった御質問のことについては、もう少し御説明していただいて、

今期はこういう形でしようと考えてますと、詳細についてはまた別途資料を見てくだ

さいでも構いませんけど、大まかな考え方、進め方というのは、できてない、目標達

成できずに終わったものについては御説明いただきたいんです。 

○大木議長 

 はい、これは。 

 ちょっと待ってください。 

○長田委員 

 多分きょうは全体会議なんで、細かい掘り下げた意見交換にはなりにくい。時間の

制約もあるし、難しいんじゃないかと思うんですよ。ですから、次の分科会があるん

だろうと思いますから、そこでもう少し議論というか、意見を聞ける機会があれば、

そこでやられたらいいんじゃないかと思います。私も意見を持ってるんですけど、安

全安心部会に属してますけど、カメラを２８カ所置くということの決定というんです

か、それはされていて予算措置はされるようですけれども、それでどうするねんとい

うこと。つまり、例えば警察との連携で、本市における街頭犯罪の数が減ったとか、

ふえたとか、余り意味がなかったとか、そういった検証をしてもらえるんだろうと思

うんですけど、ここにはこういうことが記載されてませんので、そういったことを分

科会で聞いていきたいなと思います。 

○大木議長 

 わかりました。先ほども申し上げましたとおり、いきなり大きな問題が、ぽんと出

てきましたので、これ各部会がありますので、先ほど申し上げましたが、各部会で詳

しい説明があって、その中からいろんな意見を聞いて本年度予算をこうしますとかい

う方法だったらよかったんですけど、ちょっとこれ私自身がおかしいかもわかりませ

んが、ちょっと逆になってるような感じがしますので、今後、担当課長とも相談して、

皆さんの御意見を反映できるように、そして質問できるときに、皆さんの各部会のい
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ろんな達成目標、それからできなかったことの問題点というのを協議した結果、全体

会議に持ち寄って検討するという方法だったら、もっとわかりやすかったのかなとい

う感じがしますので、今後の課題といたしまして総務課長のほうにお願いをしておき

ます。 

 他にございませんか。はい、どうぞ。 

○林委員 

 先ほどのお話とは逆行してしまうところで、全体会なのに個別のお話を聞くのはど

うかなというのは大変心苦しいんですけれども、スケジュール的なものが迫っている

のが１点、ほかの方からも聞いて来てくれというのがあるので、１つだけ確認させて

いただきたいところがあります。 

 特に重点的に取り組む政策５つの上から３つ目なんですけれども、子供学習サポー

ト事業、新規という点に関してなんですが、これは対象が学校の長期休業時に学習指

導員云々かんぬんという形で、長期休業ということですから、もう夏休みですよね。

これ具体的にどんなスキームで役所の方が動いてらっしゃるのかというのを、ちょっ

とお聞かせいただきたいんですが。 

○大木議長 

 はい、それじゃあ担当課長、よろしくお願いします。 

○長船未来づくりマネジャー 

 先ほど、１つ入札が終わりまして、業者決定いたしました。５月１日から順次、各

学校のほうに業者のほうを派遣させていただきまして、各学校長と調整させていただ

いた上で、６月には派遣していきたいなと思っております。 

○林委員 

 ということは、これは入札された業者さんということは、そういう学習塾等の運営

をされている法人さんでということなんですかね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ノウハウを持っている法人ということになっています。 
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○林委員 

 これ、昨年も長船さんとは学校ではちょっと言い合いというか、もめたとまでは言

いませんけれども、ちょっと対応がおかしいなと思ったところが１点ありましたけれ

ども、要は、各中学校区において実施している学校元気アップ地域本部事業、これに

関しての調整をどうのこうのというのをしてたら、支援員の先生が住之江組合に１名

いらっしゃったので、調整しておりますであるとか、学校長と連携しておりますとい

うことでお聞きしてたんですけれども、今、入札をされたというのを聞いてほっと一

安心したんですが、少なくとも３月３１日まで支援員の方にお聞きしたら、詳細な話

は、わしは聞いてないというふうにおっしゃってました。学校長に関しても、きょう

の夕方の段階で確認をとったら、いや、まだ区役所から具体的な話は何もないから、

これから決まるん違うかなという感じでした。 

 先ほど言っていた学校元気アップ地域本部に関しても、もうこの４月から、各学校

さん動いてらっしゃるんですよね。それで、すみません、簡単に言うと、大阪市教育

委員会のほうが進めている、大阪市内の全中学校区に、地域コーディネーターである

とか学習ボランティアをそれぞれの学校が募集して、同じような、こういうような学

習支援を行いなさいという事業があるんですね。要は、こういうのを夏休みの間に、

どこの学校さんも無理くり、どないかこないかそういうような学生ボランティアなん

かを集めて、事業をやろうとしてらっしゃったりとか、既にこの近くでいうと住之江

中学校さんなんかは、もう既に結構大々的に毎週土曜日されてたりとかというのがあ

るんですね。 

 今ある事業と連携してできるんだったら、すごく有効だなと思うんですけれども、

先ほどちょっとお話ししてたように、これはあくまでも区の事業だから、市教委のや

つとはまた別ということだったので、連携がとれない状態で、そのかわりに御意見を

聞いていただけるという話だったんですが、その途中の詳細な話が何も出てこないま

ま、区内の中学校の地域コーディネーターさん、正直言って、皆さんどうしたらいい

んだろうと。逆に言うと、私たちがこんな苦労してやってたことを区がやってくれる
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んだったらお任せしたいわとおっしゃってる方が、すごくたくさんいらっしゃいます。

でも、この形で予算がつくような事業でやってしまうと、予算の担保がないと継続性

があるかどうかというのをわかりませんよね。平成２６年度やりました、でも来年度

予算がなくなったら廃止しますということになってしまうと大変じゃないですか。 

 その地域本部事業は、ベースはボランティアで既にやっていきましょう、なるべく

お金がかからないようにというような形でやっているものなので、要は、学校の校長

先生とお話しされるときも含めて、そこは学校の先生方で市教委の事業とどういうふ

うにしていくのかというのを、個々の学校によって内情が違いますので、どういうデ

ザインするかは別なんですけれども、そこだけこういう行政職の方には、ああ、こん

なのもあるんだなというのは踏まえた上で、慎重にとは言いませんけれども、聞く耳

を持っていただけたら大変助かるなと思います。 

○大木議長 

 それお答えできますか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ５月１日から調整にかかりますので、なるだけ連携するようにということで、こち

らも委託業者のほうには申し伝えておきますので、よろしくお願いいたします。 

○林委員 

 わかりました。 

○大木議長 

 それでは、いろいろと御意見。 

 まだございますか。はい、どうぞ。 

○森田委員 

 森田と申します。部会の皆さんにもお願いしたいわけですけれども、ちょっと御意

見などを承りたいと思います。まず、レジュメの２番目のところになるんですけれど

も、街頭犯罪、積極的にやっていただいたり、もう１つは住之江区内の派出所の配置

が非常に重なっている。例えば、住吉大社から粉浜までの間に３つ派出所ないしは本



－35－ 

庁があるわけですね。ところが、住吉川が風俗業の店があったりするにもかかわらず、

そういうものがないわけです。警察のほうにお願いしても、なかなか、らちが明かな

い。ぜひそういう防犯対策という点では、競艇場との中間地点ですので、ぜひ置いて

ほしい。 

 私、時々、住吉川の河川敷に出るんですけれども、１週間に１回ぐらいで二、三人

の警察官が東のほうから西のほうへ全速力で走っていく。恐らく、競艇場のほうなん

かへ行くんでしょうね。そういう光景をしばしば見るにつけても、やっぱり私たちの

住んでいる地域は、そういう地域を抱えておるところですので、それについてもやっ

ぱり特にお金のかかるのは、警察と区の管理、あるいは国の管理なんでしょうけど、

ぜひそういうことを視野に置いて、防犯対策というものをこの際、抜本的に見直して

いただきたいと思うんです。警察などは非常に、私の感度からいったら、鈍感に過ぎ

る。言葉は思ったより、強く受け止めてくれるけれども、そういう配置について全然

見直してない。本当に旧態依然たる体質だと思っています。ぜひ、この際、区長さん

を先頭に、そういうことについて御配慮いただきたいというのが１点でございます。 

 それからその次のところ、ここでは虐待の問題がとり上げられております。この虐

待の中に、実は今、私たちの地域で困っているのは、高齢者の痴呆症の方でが毎日の

ように来られて、御近所の家の庭に入って小便をする、大便をする、あるいは花をむ

しって大変迷惑をかけている。本当にどうしていいのか、皆が困っておられるんです

ね。これは虐待とはちょっと違いますけど、そういう高齢者の徘回をめぐる具体的な

ものにも視野を広げて考えてください、虐待だけではないので。やっぱりそういう人

が問題を起こす、どこかで虐待が起こるかもわからん。そういうこともこれからどん

どん増えてきますので、そういうことも視野に置きながら、問題に取り組んでいただ

きたいということが２つ目です。 

 それから、もう１つその上に家庭学習の啓発、今、御説明があったわけです。例え

ば、私の地域は寺子屋というものをかれこれ５年ほどやっている。子供たちが１０人

から２０人ぐらい来ておるわけですけど、毎週土曜日にやっております。そういうよ
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うな地域の独自の活動は支援の対象になるのか、ならないのか。現在は専らボランテ

ィアという形でやっておるわけです。そういう地域のこういう自主的な努力に対して、

一体どう考えておられるのか、それも承りたいと思います。 

 それからその次。 

○大木議長 

 ちょっと待ってください。３つ御質問になりますので、なかなかややこしいので、

１つずつ。 

○森田委員 

 もう１つだけありますので、もう１つ続けて。もう１つは、広報紙のことですね。

現在の広報紙というのは、非常に高齢者にとって読みづらい、あんまり色がちらちら

して読みづらい。最近、衛星都市などは、ああいう新聞紙ベースやなしに、パンフレ

ット形式というんですか。非常に読みやすい。私はあちらこちらの衛星都市に行きま

したら、そういうものをよくもらってきまして見るんですけど、住之江と比べると読

みやすい。今、住之江の広報さざぴーですかね、これになるまで大阪市と紙面を共有

するため、ああいう形式をとっておられるのでしょうけれども、やっぱり住民のサイ

ドからだと、もう少し保存のできるような。もう１つは、内容面でも、最近の衛星都

市の努力から比べると当住之江区の広報紙はみすぼらしい。衛星都市のものを見まし

たら、もっと内容が充実して、もっと楽しい、もっと役に立つ、それだけ編集を。そ

の辺についても、大阪市は従来、衛星都市を含め、ちっぽけな衛星都市を見習わない。

そのけちな根性を捨てて、もうちょっと謙虚になって、やっぱり役に立つものは比べ

て学んでほしいというのが私の意見です。 

 以上です。 

○大木議長 

 ありがとうございました。それでは、第１点目の。 

 ちょっと区長のほうから。 

○髙橋区長 
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 そしたら、まず１点目の派出所なんですけども、その辺りのお話があったというこ

とは、警察署のほうに私のほうから伝えて、善処というのをお願いしたいと思います。

何分、派出所１つつくるのもかなりの費用がかかりますので、すぐにということには

ならないかもしれませんけども、そういうお声は着実に伝えていきたいと。 

○森田委員 

 住之江の小学校の方面にあります。それから中央へ本署、それから住吉大社。あん

な３つも、あのライン上にあるなんて、こんなものばかげたことなんですね。だから

もっと効率的に、本当に住民の安心安全を深くするため、警察も、この際、考え直さ

んといかんと、私はかねがね思っているんです。ぜひよろしくお願いします。 

○髙橋区長 

 ２つ目の徘回、これも大変深刻な問題でございまして、最近もＮＨＫでその特集を

していましたけども、徘回の上にお亡くなりになり、高齢者の方なんかいらっしゃっ

て何カ月もたってから見つかるという。その辺りも、福祉部会のほうで私どもも一緒

に入った中で、どういう対策が区として打てるのか、それはこのたび一緒にお考えい

ただけたらありがたいなと思っております。かなり本当に深刻な問題でございまして、

何かうまい手があるのかどうか、あるいは区だけではなしに市に要望するとか、府や

国に要望するとかというふうになっていくのかもしれません。かなり根深い問題でご

ざいます。それで、これから非常にふえてくる問題でもありますので、これを機会に

検討を始めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ３つ目、寺子屋の件なんですけども、家庭学習の啓発による基礎力、学力向上とい

うのが、これは基本的に学校を舞台にした教育につきまして、校長先生方と相談の上

つくり上げた事業でございます。ですので、この事業自体は寺子屋を対象とするもの

ではございません。ただ、寺子屋という取り組みも大変すばらしいものだと恐らく思

います。そして、そういう地域の取り組みにつきましては、地域活動協議会への包括

補助金という形でお渡しをいたしております。ぜひ地域活動協議会の中で御議論いた

だいて、若干の予算をとれないかどうかというのは御議論いただければなというふう
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に考えております。 

 ４つ目ですが、広報紙は確かに研究の余地がまだまだあると思います。また、高齢

者の方に読みやすいという観点もこれからしっかり取り入れていかんとあかんと思っ

ておりますので、また御意見いただきまして、それも踏まえながら、少しずついいも

のにしていきたいと思います。決して衛星都市のものは見下していて、参考にしない、

そんなことはありませんので、これ１回参考にしてみ、というのがございましたら、

もしよかったらお貸しいただけましたらコピーさせていただいて、参考にさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いします。 

○大木議長 

 よろしゅうございますか。それでは、いろいろと御質問をいただきまして、大変貴

重な御意見ございましたが、時間も迫りましたので、ここで本日御出席いただいてお

ります、府会議員の先生は出てないですね、市会議員の先生方の１つ助言をお願いし

たいと思いますが、順番がいつも石原先生からになっておりますので、今回は松崎先

生から順番でお願いいたします。 

○松崎議員 

 御配慮ありがとうございます。市会議員、松崎でございます。皆さん、大変御苦労

さまでございます。平成２５年度、区政運営を振り返って、平成２６年度の予算をつ

くられたということで、これは初めての試みでございまして、ここまで本当に細かく

していただいたこと、これは地域の皆さん方の御意見を今日お越しの皆さん方がいろ

いろと御協力をいただきながら反映をしたものであると、このように思っております。

ただ、これが全てではないということも、今日の議論の中で皆さん方の御意見でもよ

くおわかりいただけたし、私どももまた、それをしっかりとまた認識をさせていただ

きました。 

 それと、１つ住吉市民病院の問題でございますけども、これは先般、大阪市会の予

算市会におきまして、府立急性期・総合医療センターの母子センターへの、大阪市分

の５億８，０００万円の計上、これをとりあえず継続審議、継続とは今回はつけてお
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りません。これは、先ほどちょっとお話がございましたけれども、民間の事業者が来

られてるんですけれども、周産期については非常に経験がある病院であると聞いてお

りますけども、しかし、小児科につきましては、まだ具体的なことを示しておられま

せん。我々はやはり、これは小児科、そして小児・周産期両方しっかりとやっていた

だけるというのが条件でありましたので、そのための附帯決議もしっかりとさせてい

ただいておりまして、そのことが我々議員としては、区民の皆様にお約束をしたこと

ですので、１つだけが片手落ちになりますと大変なことになりますので、そこのとこ

ろを見きわめながら、しっかりとまた予算をつけさせていただくと。ただ、問題は平

成２７年度には、いわゆる公の建築物は全て耐震の基準をクリアできないところは供

用、すなわち使えないという、これがございます。一番大きな問題があります。そこ

のところをどうクリアしていくのかが非常に難しいですけども、ともあれ、我々議会

といたしましては、今の状況の中であれば、民間、せっかく来ていただいてるんです

けども、しかしそこと今後、病院局としっかり協議をしていただいて、その経緯、そ

の話し合いを見守りながら、また判断をさせていただきたいと、このように思ってお

りますので、また御理解をいただきたいと、このように感じております。 

 これからも、また各部会でいろいろと細かいことまで、また詰めていかれると思い

ますけれども、またそういった意見を大いに反映をさせていただき、そしてまた我々

も平成２６年度予算、こうしてしっかりと出ておりますので、その経緯をまた見守っ

てまいりたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いします。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、高野先生よろしくお願いします。 

○高野議員 

 今日は都市経済委員会の打ち合わせがありまして、こちらに来るのが遅参いたしま

して申しわけございません。今日の会議の内容は、私はほぼ各論としては聞かせてい

ただいてないんですけれども、こうして資料として知る限り、各分野にわたっていろ
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んな緊密な議論がなされているものと思っております。何よりもやっぱりこういう会

議を積み重ねてきて、これがどう予算化されていく、そしてこの集積がまた我々市議

会のほうでいろんな議論を重ねて、最終的にこれを可決する、あるいはまた否決する、

あるいはまた継続していくという姿になっていこうかと思っております。しかし、こ

れ最後のページにありますように、ほぼ４割がた、この区政会議の意向が大体この予

算に反映されるということで、ひとまず安心いたしておりますけれども、これからこ

の区政会議の中でいろんなチェックをしながら、精度を上げた区民の皆さんが反映で

きるように、我々も注視していきたいと思っております。今日のところは、具体的な

話は私のほうからは、ちょっと発言は控えさせていただきたいと思いますので、また

今後ともよろしくお願いいたします。 

○大木議長 

 片山先生、よろしくお願いいたします。 

○片山議員 

 本当にお疲れさまです。この会議というのは、区議会に当たると、将来の区議会に

当たるというふうに考えております。今回、髙橋区長がこのような平成２６年度の区

予算というのを出されているわけでございますが、これを承認するのが、この区議会、

承認するかどうか、通すかどうかというのを本来考えるわけでございますが、今回の

区政会議は、もう基本的には意見を言う程度という形になってしまうわけなんですが、

本来の区議会であれば、この区長が考えた案に対して、各委員、議員がこれを可決す

るのか否決するのかという形をとっていくわけです。それぞれの部会が、いわゆる大

阪市でいいますと常任委員会というような、先ほど都市経済とか言ってましたけど、

都市経済とかそのような各委員会に該当いたしまして、この予算につきましても今後、

肉づけ予算で、今度、大阪市でも予算を審議することになります。各部門で４日間ほ

ど、１日中かけまして４日間ほどやるわけでございますから、そんな形で将来、住之

江区にこのような区庁ができ、議会ができますと、このような案につきまして詳細に、

それを可決するのか否決するのかというような形で決まっていくんだろうなというふ
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うに思います。 

 その形を前年度から、このような区政会議ができまして、将来の形がこういうふう

になっていくのかなというふうなことが、きょうも見えましたので、今年度またいろ

んな、まだまだいろんな部会で御議論いただきまして、これが本当にいいのかどうか、

区長にアドバイスするというような形で採決していただいていけば、区長も判断され

るんじゃないかなというふうに思いますので、今後の皆様の御活躍をよろしくお願い

いたします。 

○大木議長 

 ありがとうございました。石原先生、よろしくお願いします。 

○石原議員 

 皆さん、こんばんは。石原です。大変遅くまで、御苦労さまです。今日は平成２５

年の予算反映がどうなったのか、結果と、未達成のことを次どうするかということで

ありました。平成２６年度予算の骨子ということがきょう出ていますけれども、私か

らは、せっかく皆様方が部会で一生懸命発言された貴重な意見をなるべく完遂をする

努力を、区を挙げてお願いしたいと思います。そして、そのできてない分が次どうな

っていくのかという過程を計画として、発言された方々にこういうふうに進めていき

ますというようなことを、今後の部会の中で十分説明をし、議論をしていただきたい

と思います。そして、最後まで部会で、発言された方が最終的には達成感ができたと、

こう言えるような形を区長のもとで区を挙げて取り組んでいただきたいと、このよう

に思います。これが１点です。 

 それから、あとこれはちょっと教えていただきたいんですけども、保健や福祉の部

会の方々が、介護も含めて地域のそういうことに取り組んで、一生懸命具体的発言を

されておられます。そして今回も、このことが形になろうとしていますけれども、い

まだ未達成の、先ほど来おっしゃっていた認知症の問題とか、虐待の問題とかありま

すけれども、これは大きな課題ですので、住之江区としての地域の保健福祉計画とい

う大きなテーマの計画がいまだ実現をしていないように思います。この中身をどのよ



－42－ 

うにこの部会の方々の御意見を反映しながら、住之江区としての大切な、区全体の地

域保健計画、これをいつ、どのくらいのスケジュールで、部会とのきちっとした意見

を反映しながら、１つの形として出すのか。これは当初、区長が就任されて、速やか

に住之江区の保健と福祉をこのようにすべきということで、指針・方針・計画という

ものをプランとして出すべきものであったと、私は認識しております。これがいまだ

形が見えないところに、少し区全体の保健と福祉のあり方についての、大きなビジョ

ン、基本線が区として少しその辺、不安を感じますので、そこがきちっと示される、

その中で部会の方々の貴重な意見がきちっと反映できる形として、トータルでどうい

う考えをお持ちなのか、この１点だけちょっと教えていただければ幸いです。 

○大木議長 

 ありがとうございます。では区長。 

○髙橋区長 

 住之江区の地域福祉計画を何とか今年度には、作ってまいりたいというふうに考え

ております。つきましては、福祉部会の皆様の御意見を賜りながら、できるだけ実践

的なものを。実は今、よそのことを言うとあれなんでございますけども、割ときれい

な言葉で頭の中で、学識経験者を招いて、きれいなのをつくりましたというのはあり

ます。それはそれで意味もあるんでしょうけども、私としては、できるだけ住之江の

地域の実践に根差した、本当に機能する、ワークする地域福祉計画をつくりたいと思

っております。そのために今年度、福祉部会の皆様の御意見をいただきながら、繰り

返しになりますけども、何とか今年度つくってまいりたいなというふうに考えてござ

います。どうぞよろしくお願いします。 

○大木議長 

 各先生方、大変貴重な御意見と、それから御助言をいただきまして、今後とも、こ

の区政会議が非常に前進するような方法でお助けをいただきますようにお願いしまし

て、我々も各部会で、もう少し一生懸命、本当に検討いたしまして、素人は素人なり

の御意見を区長のほうにお出ししまして、その中でどうするかということを考えてい
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きたいと思います。その中で先生方の御協力というのは、これはどうしても必要でご

ざいますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 それでは、時間もちょうどお約束した時間になりましたので、平成２５年度区政運

営の振り返り及び平成２６年度予算について説明を受けましたが、区政会議で審議、

話し合い、出された意見や提案が、今おっしゃったように４割ぐらいかなという、反

映されておりましたが、これも公的会議があってこそ、初めてこういうことができま

したので、大変よかったなと私は思います。今後とも区役所が区民の声をきちんと受

け取り、事業に反映できるよう取り組んでいただきたいと思います。また我々も、住

之江区をますます住みよいまちになりますように、この区政会議を有意義な場として

いきたいと思いますので、本日の御出席いただいている委員の皆さんも、どうぞ今後

とも協議をして、よろしくお願いをしていきたいと思いますので、どうぞ皆さん、今

後ともよろしく御配慮のほどをお願いいたしまして、最後に区長から一言、反省、総

括をしていただきます。 

○髙橋区長 

 本当にどうもありがとうございました。そして皆様、お疲れさまでした。ありがと

うございます。 

 きょうはいろんなことを申し上げたんですけど、２つだけちょっと簡単に申し上げ

ます。きょうは永川委員から、形つくって中身が伴ってないじゃないかと、そういう

御意見を手厳しくいただいたと思っております。私も、事業のそれぞれの隅々にまで

目が届いてない部分がございます。今日いただきました意見をもとに、とにかく改善

をしていく、予算で終わらずに、その予算の執行までしっかり中身のあるものにして

いくというのが、私どもの責務でございますので、もう少しご覧いただきまして、ま

た区政会議内でも何かございましたら、どんどん御意見をいただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 それと、あと坂下委員からいただきました、振り返りを生かして新年度のものをつ

くっていくと、それはまさにそのとおりでございます。その中で少しずつ改善してい
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くということが生まれてくるわけでございます。私は、そういうふうにしておるつも

りなんでございますけども、時間との兼ね合いの中で十分な説明ができなかったこと

につきまして、本当におわびを申し上げます。少しずつ改善をいたしまして、より充

実した区政会議にしていくということをしていきたいと思いますので、どうぞ御協力

をよろしくお願い申し上げます 

 それでは、大変長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

○大木議長 

 それでは、この議事進行におきまして、大変御協力をいただきましたが、最後に事

務局のほうにマイクを渡しますので、どうぞ。 

○谷上総務課長 

 本日は、遅くまで御議論いただきまして、ありがとうございます。きょういただい

た意見も、今後の区政運営に反映してまいるよう努力いたしますので、どうかよろし

くお願いいたします。 

 それでは、御連絡が幾つかございます。まず、今後の区政会議でございますが、次

回につきましては、６月もしくは７月ぐらいに全体会を開催したいと考えております。

また、詳細につきましては改めて日程調整など御連絡させていただきますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

 次に、開催案内と一緒にお送りさせていただきました、部会テーマのアンケートに

つきましては、まだ御提出いただいてない場合につきましては、担当者のほうまでお

出しいただければありがたいと思っております。こちらについても、いただいた御意

見は部会の担当者にお伝えさせていただき、部会運営に生かしてまいりたいと思いま

す。 

 最後になりますが、この区政会議をよりよいものとする、あるいは皆さんの意見を

より反映したいということで、皆さんの御意見をお伺いするアンケートも、先ほどの

資料の御説明のとおり、お手元に御用意しております。本日の会議での御意見などが

ございましたら、後日でも結構ですので、そちらの用紙をお使いいただき、ＦＡＸや
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メールなどでお届けいただければ幸いだと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、長時間にわたりどうもお疲れさまでございました。これで、第１回住之

江区区政会議全体会を終了させていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 


