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平成２６年度 住之江区区政会議 

第１回 福祉・健康部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年６月３０日（木）１９時００分から２０時３０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〕 

      杉村 和朗 部会長、森田 康夫 副部会長 

大磯 芳美 委員、佐野 悦子 委員、中村 和久 委員 

〔住之江区役所〕 

      南 則行 副区長、原口 幸次 市民生活課長、西川 康宏 保健福祉課長、 

藤井 幸太郎 生活支援課長、樫本 栄治 保健福祉課長代理、 

川人 礼子 保健副主幹、永井 辰太郎 担当係長 

〔住之江区社会福祉協議会〕 

      貴田 増次郎 地域福祉担当副主幹、白柳 朋亮 地域福祉担当主査 

４ 議  事 

  （１）平 成 ２ ５ 年 度 ・ 平 成 ２ ６ 年 度 の 区 政 運 営 に つ い て  

  （２）平 成 ２ ６ 年 度 の 部 会 テ ー マ に つ い て  

   

５ 発言内容 

○原口市民生活課長 

 本日は皆様お忙しい中、お運びいただきましてありがとうございます。 

 ただいまから第１回目の住之江区区政会議福祉健康部会を開催させていただきます。

本日私は司会進行役を務めさせていただきます、市民生活課長の原口と申します。よ
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ろしくお願いします。座らせていただきます。 

 まずは議事に入る前に、資料の確認ですけれども、お手元に大きく３つほどお配り

させてもらっています。１つは第１回の福祉・健康部会と書かれた、クリップでとめ

させていただいている資料、１ページから８ページまでになっております。その下に

これはＡ３判になるんですけれども、平成２６年度住之江区運営方針というものがも

う一つですね。最後は左の上に予算事業一覧と書いています、予算資料になります。

これもＡ３判です。よろしいでしょうか。 

 そしたら、まずこの間区役所で異動がございまして、顔ぶれが変わっておりますの

で、まず自己紹介をさせていただきたいと思います。佐野さんから、お願いしたいと

思います。 

○佐野委員 

 さざんか平林協議会の佐野です。今、ネットワークの委員長させていただいており

ますので、大変興味のある福祉をさせていただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○杉村委員 

 杉村と申します。よろしくお願いします。公募委員で昨年福祉・健康部会に応募さ

せていただきました。住吉区のほうで訪問介護の事業所をやっておりまして、住之江

に自宅があるので、公募委員に応募させていただいて、昨年から福祉・健康部会の議

長をさせていただいています。よろしくお願いいたします。 

○大磯委員 

 敷津浦地域から出てます、ネットワーク推進員の大磯と申します。どうぞよろしく

お願いします。 

○藤井生活支援課長 

 こんばんは。昨年度福祉健康部会でお世話になりました藤井でございます。この４

月から生活支援課長となりました。今後ともよろしくお願いします。 
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○西川保健福祉課長 

 保健福祉課長の西川です。この４月に政策推進室から保健福祉課へ異動になってお

ります。なにぶん不慣れですけども、ご指導よろしくお願いいたします。 

○川人保健副主幹 

 保健福祉課の川人です。よろしくお願いいたします。 

○樫本保健福祉課長代理 

 保健福祉にいます、子育て支援室や保育所等に担当しております樫本です。よろし

くお願いします。 

○白柳地域福祉担当主査 

 住之江区社会福祉協議会で地域支援を担当しております白柳です。よろしくお願い

します。 

○中村委員 

 さざんか南港緑協議会の中村です。よろしくお願いします。 

○森田委員 

 住吉川社会福祉協議会に属しております森田と申します。 

○南副区長 

 最後になりますけども、ことしの４月から来ました副区長の南です。去年１年いろ

いろと、いろいろ議論していただいて、何とか政策に反映できるものがあったらなと

いうふうに思っています。ただ、福祉と健康は長いことかかってやるものと思ってい

るので、今年もまた一層皆さんの活発な議論でもってやっていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○原口市民生活課長 

 この４月からきました原口と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、今日５人の委員の皆様にご出席いただいているということで、一応定足

数ですか、満たしておりますので報告させてもらいます。それと、昨年度杉村委員に



－4－ 

ついては部会長を、それから森田委員については副部会長に就任いただいたんですけ

れども、引き続き今年度におきましても両名の方にそれぞれお役目をお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、本題に入る前に、本日この部会では個人情報など、特に非公開情報はご

ざいませんので、会議を公開させていただいております。議事録等についても、後日

公表となります。公表する際には、発言者とその発言内容について公表しますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に移っていきたいと思いますので、ここからは杉村部会長に進行を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○杉村部会長 

 よろしくお願いします。 

 では、議事に沿って福祉・健康部会をスタートさせていただきたいと思います。ま

ずはお手元の議事の１ですね、平成２５年度住之江区区政会議福祉・健康部会の意

見・提案について、区政（予算）への反映状況についてですね、区役所の担当から、

まずはご説明をお願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。 

○原口市民生活課長 

 はい、わかりました。資料のまずは３ページをご覧いただけますでしょうか。これ

は昨年度の区政会議の福祉・健康部会で、最後のいわゆる全体会の場で報告されまし

た部会の報告でございます。ペーパーは第１回、第２回の主な意見と、下に平成２６

年度に向けた提案をいただいております。主に提案のところですけども、１つ目とし

ましては、各地域が主体になって、各地域の実態に合った方法により、地域課題の把

握を行っていくと。２つ目は昨年度に引き続き、各地域ごとの地域福祉活動の発表・

共有・交流する場として、全体会を開催すると、こういう総括をいただいております。

これに対して、平成２６年度においては、区役所としましては住之江区アクションプ

ラン推進支援事業といたしまして、地域にかかわる全ての人が支え合いにより地域福
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祉を推進する仕組みづくり、定着を目的として地域福祉推進大会との事業を進めるこ

ととしまして、予算額としては６５万６，０００円を確保しております。 

 まずは平成２６年度の住之江区運営方針というものでして、委員の皆様の資料には

黄緑色の附箋を張っておりますので、そこを広げていただけますでしょうか。そのペ

ージの真ん中、具体的取組の一番上の欄に、４の３の１、地域福祉推進支援事業があ

るかと思うんですけども、ただいま説明しましたように、地域の見守り活動の重要性

の啓発や、各地域、活動協議会の活動事例の共有を行うと。また、仮称地域福祉推進

大会において住民全体での企画運営を行えるよう、支援するとして予算を確保してお

ります。ここに反映されております。 

 それから、予算事業一覧というのがあり、１枚目の裏に同じく附箋を貼っているん

ですけども、見ていただけますでしょうか。黄色で印をつけていますが、通し番号は

４２番のところで、住之江区アクションプラン推進支援事業になっておりまして、平

成２６年度の当初予算として６５万６，０００円ということで計上されているという

ことがおわかりになるかと思います。この資料は先ほどの資料と合わせまして、区全

体の事業のことが載っておりますので、またお持ち帰りいただいて、見ていただけた

らと思います。 

 私から昨年度の部会の提案に対する今年度の区政への反映状況の説明をさせていた

だきました。以上でございます。 

○杉村部会長 

 皆様、先ほどのご説明の中で意見等ありましたら、活発な意見お願いしたいと思い

ます。 

○森田委員 

 住之江区運営方針の４の３の１のところですね、ご説明があった予算がついたとい

うことですけれども、地域福祉推進大会仮称ということですけど、今年から開催して

いくと。部会で私が提案したのは、推進大会というこのキャンペーンについては、そ
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れぞれの地域の実務担当者でどんところが問題になるのかということを学べるような、

そして相互に月の取り組みの成果、あるいは問題点等を学べるような、そういう場に

して、研修の場にしたらどうですかと。大勢の人間が集まって推進大会何かやりまし

ょう、打ち上げ花火方式じゃなしに、年度ごとに課題をきちっと見据えてつないで論

議していく。そういうことをやらないと、地域ではやっぱり物事は進まないと。今ま

でですね、このキャンペーン的な大会はいくらでもやられてるんです。そんなことは

もうそろそろおやめになったほうがいいと思います。にもかかわらず記載されること

が私は解せないと。何を考えておられるのか、依然として旧態依然たる考え方である

のかなと思いますね。仮称にしたらとか、私が提案したところで取り上げられたこと

があれば、もっときちっと受けとめてほしいと思います。 

○杉村部会長 

 これは去年もやっていた、正式名称はちょっと忘れたんですけども、毎年やってい

るものの継続でよろしいんですよね。ちょっと名前が仮になっていますけど、それの

継続で、今言っていた各地域の出た課題とか、出た実績とかを多分検証して、みんな

で発表してもらって、情報共有していこうという会やったと思うんです。ただ、僕も

ちょっと去年から倍ぐらいになっていると思うんですけど、予算。それは何か大きく

何かが変わるという場合はありますか。 

○南副区長 

 今年ホールが使えない、区民ホールが耐震の工事で使えないので、一部会場費を入

れているので、大きくなってるんです。今年の場合は。 

○森田委員 

 今までやっていたって言っても、ええことのレールということなんですけどね。私

にしたら去年初めてそういうことを申し上げてですね、そういう新しいスタンスでや

っていく、それなら今まで積み上げてこられたのであれば、年度年度で、やっぱりち

ゃんとした、レポートで出していって、どこに問題があるのかっていうことを明らか
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にならないといかんですね。私はそのようなのは去年いただいてないから、やっぱり

これは新しいスタンスで、この区政会議の発足に伴ってやっぱりこの部会として取り

組む方法をということで、申し上げた訳です。だからもう、去年もやったから今年連

続、そういう考え方はもうやめていただきたいと思います。 

○杉村部会長 

 ごめんなさい、私のちょっと言い方が悪かったと思うんですけどね、去年は私もそ

のちいき愛シンポジウムやってるっていうのを初めてお聞きしたので、３月にやって

いたと思うんですけど、出席させてもらって実際私も初めて見させていただいたんで

すけど、今本当に森田委員さんがおっしゃってたように、各地域の課題を出し合って、

こういうふうに成功しましたっていう成功事例の発表とかもあったんですね。実際い

ってみて、それを落とし込んでいくっていう作業がその後継続して他の地域で行われ

ているかっていう検証は要ると思うんですけども、実際の情報共有という意味ではあ

あやってみんな各地域が集まってやるというのは、なかなか価値があるもので。 

○森田委員 

 それぞれですね、真面目に取り組んでおられるのであれば、やっぱりその辺のとこ

ろ年度ごとに共有して、そのためには一定の問題点の整理する、そうしないと次年度

に積み上がってこないですね。 

○佐野委員 

 ちいき愛シンポジウムで２年見させていただいたんですけど、私もどっちかといえ

ばあれはもう本当に見せるための啓発活動のようにしか見えなかったんです。だから

森田委員のおっしゃるように、やっぱり地域地域で本当に吸い上げるものをまとめて、

例えば推進委員さんでもネットワーク委員さんでも、ネットワーク委員長とか社協の

長とかがね、真剣にうちのこういう問題がある、ありますけどどうですかとかいうふ

うにしたほうが、私もいいと思います。それのほうがよくわかります。他の地域でど

ういうふうに取り組んでいるかっていうのがものすごくわかって、自分の地域はこれ
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でいいんかなと思いつつやってましても、多分もっといいことをほかの地域がされて

るかもわかりません。また、うちの地域がやっていることを皆がいいと思ってくれる

かもわかりませんから、私もどっちかといえば森田委員の意見に賛成です。 

○南副区長 

 僕は、うちでみんなから大会やるときに、こういう発表をしますというのはみんな

その資料をもらってるわけでしょう。 

○森田委員 

 今までは多分ね、さざんかか何か新聞広告でやられてるんです。私なんか社協に属

してますけれど、そんな話一度も聞いてなかったですね。その程度のものです。 

○南副区長 

 だからちょっとね、おっしゃるように、今のご意見もいただいて、例えば今年もし

やるとしたら、例えばどういうふうなところがどういう課題があって、こういうこと

をやってましたっていうことをある程度冊子になるだろうかは別にして、資料として

まとめた上で、それを地域にお渡しして、あと地域がそれをするかどうかは地域の中

でそれぞれ事情がおありやと思うんで、区役所からこうしなさい、ああしなさいとい

うのはなかなかできないんで、その辺の資料提供なんかは多分できると思うんですけ

ど。 

○佐野委員 

 私はそのシンポジウムね、推進委員が一生懸命取り組んで、自分の活動している範

囲内でやられて、あれはあれでいいと思うんです。ただ、私たちが問題にしているの

はこの福祉、もっと地域がどういうふうな見守りをするとか高齢者とかをね、それを

もっとみんな１人の、例えばネットワーク委員さんもやっているわけですよ、ずっと

地域でボランティア活動を。やっぱり実際に推進委員もやられてるんですよ。だけど、

もう一つ実際に本当にされてる人がどう思ってるかっていう意見をやっぱり聞きたい

です、よその地域の方も。自分のところしか今のところわからないですからね。 
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○原口市民生活課長 

 実は今議論いただいているんですけども、本部から次の議題のところで地域福祉計

画を、ちょっと先に言ってしまいますけども、今回ちょっとテーマにしてみたので、

この地域福祉計画作ったものを今の大会でね、いわゆる発表するといいますか、これ

を題材にやろうかと思ってまして、それも単年度限りじゃなくて、次年度以降も引き

続き見直しもしますので、多分それに近いようなことがこの後提案させてもらうこと

になると思いますね。それについて、そのときにちょっと詳しい説明をさせていただ

きたいと思います。 

○杉村部会長 

 ほかによろしいですかね。では、先ほど原口様からもお話がありましたように、議

事の進行の２番、２６年度の部会テーマについてのご説明をお願いしてもよろしいで

しょうか。 

○原口市民生活課長 

 それでは説明させてもらいます。まず、資料の４ページをごらんいただけますでし

ょうか。これはこの間４月に、今年度の４月に部会ごとのテーマを何にしたらいいの

かというアンケート調査を、区役所でさせていただいた結果でございます。その中で、

福祉健康部会の範疇のものをまとめさせてもらっています。上から簡単に説明します

と、子どもの登下校に付き添って、ちなみに自分のメタボ対策にしようかという、そ

ういう試みのことですね。 

 ２つ目はシルバーカーですね、最近よく増えているものなんですけれども、これが

いわゆる車道の上を通るらしく、ちょっと危ないかなという、それを何とかしようか

という課題でございます。 

 ３つ目は、いわゆる３時間走と、３時間とにかく走るという、こういう種目が最近

はやっているようなんですけども、その３時間走と、あと健康ウォーキングをしてい

こうかという、そういう提案。 
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 ４つ目は老人ホームの設置等、書いてあるとおりいろいろ深刻な、ありがたいご指

摘をいただいております。こういう部会のアンケートもございますけれども、先ほど

も言いかけましたことにつながっていくのですけれども、実は昨年、今年度の第１回

の全体会の場で、皆様から質問が出まして、地域福祉計画というものがいまだ、これ

は住之江区の地域福祉計画というものですけれども、それがいまだ策定されていない

と。どういうスケジュールでこれをつくっていくのかというご指摘をいただきまして、

それに対して部会の意見を聞きながら、できるだけ実践に根差した機能的な地域福祉

計画を今年度中に作成してまいりたいと、こういった議論がございました。それを受

けまして、区役所から、これは提案なんですけども、資料の次のページに移っていた

だいて、（仮称）普段の暮らし幸せプランと、これは地域福祉計画のことですけれど

も、この作成についてですね、一つテーマにしていただきたいと。先ほど議論してい

ただいたことに通じるものじゃないかなと思っておりまして、これをテーマにぜひと

もしていただきたいと考えております。引き続き、その内容についてペーパーに沿っ

て説明させていただきます。 

 まず、目的のところですけれども、まず１点目は、大阪市地域福祉推進指針、こう

いうものが２４年度に策定しているんですけれども、それによりますと、既に住之江

区で平成１８年につくりました、住之江区のアクションプラン、こういったものと、

あと地域支援システムと、これは制度上はなくなっていると聞いているんですけれど

も、内訳は地域ネットワーク委員会であるとか地域支援調整チームであるとか、そう

いったものがあるんですけども、こういったもの、それと狭い意味での福祉じゃなく

て、他分野ですね、まちづくりとか他分野の協働システムを地域事情を踏まえて再構

築していく必要があるんじゃないかなと、そういうことでこの地域福祉計画を取りま

とめる必要があるんじゃないかなと思っております。 

 ２つ目、３つ目、今私が先ほど説明しましたとおりでございます。そういうことで、

平成２６年度中にこのプランをぜひとも区役所で一応作成するべく今目標にしており
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ます。それで、この部会においてもこれを主にテーマにしていただいて、いろいろな

ご意見をいただいて、それを反映させていきたいと考えております。プランの構成と

しましては、大きく２つございまして、１つ目は先ほどの意見にもつながるんですけ

れども、１４地域ごとに実態把握及び整理をしまして、現在地域福祉として取り組ん

でおられることですね、これをまず把握するということと、あと今後取り組んでいく

予定のもの、あるいは取り組む必要があるんじゃないか、これは課題のところなんで

すけれども、そういうことをきちっと地域ごとに整理をしていきたいと。その上で区

全体の、これは最後になるんですけれども、区としての取りまとめをしていきたいと。

これが大ざっぱなプランの構成でございます。 

 次、内容になるんですけれども、先ほども言いましたように、狭い意味での福祉、

高齢者問題、障がい者あるいは子育て、こういったものだけではなくて、いわゆる他

分野の協働ですね、防災・防犯・まちづくり・学校関係と、こういったものも区民の

皆様にとってみたらもう要は現実のことなんで、こういったものもやっぱり含めてい

く必要があるだろうということで、別紙１として、縦軸に高齢者、障がい者、子育て、

防災、防犯、まちづくり、その他という項目別、横軸はそれぞれに対応する取り組み

内容、担い手、あるいは中間支援組織というものを今の時点でわかる範囲で取りまと

めたものでございます。これは決してこれだけじゃなくて、今日の時点でまだ完成は

しておりません。今後、我々も地域の方にいろいろ取材をしまして、また、皆さんに

もご相談していきたいと、今日は参考までに現時点で把握している限りのものをつけ

させていただいております。 

 元の５ページに戻りまして、こういった項目について１４地域ごとに具体的かつ簡

潔にわかりやすく、新たに区に転入されてきた方でも、ああ、こんなことを今この区

でやっているんやと。こんなことをしていかないといけないとか、そういったことが

誰にもわかるような、表現の仕方といいますか、書類、資料のこしらえ方にしようか

なと思っています。 
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 最後のは、難しいことを言っているんですけれども、これは実は先ほど言いました

地域福祉推進指針のオーダーでもあるんですけれども、多様な主体ですね、区民の参

加を促進することであるとか、今は地元では、地元の方中心にされていると思うんで

すけれども、多様な人材を入れていくであるとか、あるいは地域公共人材を育ててい

く、コミュニティビジネス化になっていくものもあるだろうと。また、協働型事業委

託、企画の段階から事業者を入れてですね、事業化していくのもあるだろうと、こう

いった観点からもそれぞれの取り組みを考えていきたいかなと思っております。 

 次ですね、プランの作成手順なんですけれども、１４地域ごとにまとめると言って

おりますけれども、全て地域の方に丸投げっていうのはあまりにもなので、区役所で

これまで入手した情報ですね、地域の方、特にネットワーク推進員さんの方にはいろ

いろ情報をいただいておりますので、それをもとにまずたたき台を作らせていただき

まして、それを１４地域の、ここに書いていますように地域活動協議会、あるいは地

区社会福祉協議会、あるいはネットワーク委員会といった方にお願いしていきたいと

考えております。 

 裏に行きまして、６ページになるんですけれども、プランをどうして決定していく

のかというところになるんですけども、先ほど言いましたアクションプランというの

が平成１８年度にできておりますので、これを再構築するということになりますので、

一応、形上は地域福祉アクションプラン策定推進委員会と、こういった組織が立ち上

がっておりますので、そこで当時のアクションプランを改定するという、そういう手

続過程をとろうかなと思っています。同時に、中身につきましてはそこだけで決める

のではなくて、当然、区政会議の福祉・健康部会であるとか、最後は全体会で見てい

ただきまして、いろいろご意見をいただきましてそれを反映させていただくと。また

さらにはパブコメですね、パブリックコメント、区民の方へそれをお示ししまして、

幅広く区民の方の意見もお聞きしまして反映していくと、その上で最終、案がとれて、

確定版ということで公表させていただきたいと思ってます。 
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 最後ですね、先ほど地域福祉推進大会という、いろいろご意見が出たわけなんです

けれども、当然これも今年予算をとっておりまして、場所はまだ決まってないんです

けども、３月ごろをメドに開催予定させていただいています。そこの場に今説明して

きましたこの普段の暮らし幸せプランというものを、ここの大会の主な議論の題材に

冊子にいたしまして、皆さんに配布する予定なんですけれども、これに基づきまして

各地域の取り組みですね、ディスカッションをしていただくと。米印に書いてますよ

うに、それぞれの地域ごと、多分いろんな地域ごとに違った取り組みが出てきますの

で、お互いの違いを認識し合うと。ええところは取り入れていったらいいし、また見

直しにつなげていったらいいので、それを皆さんそれぞれの地域がまた自分ところの

プランを改善するきっかけづくりにもなるかと思いますので、そういう場にしていき

たいと。平成２６年度３月に１回やる予定なんですけれども、この大会の成果は１回

こっきりじゃなくて平成２７年度以降ですね、今年中に一応プランとしてまとめ上げ

るんですけれども、初年度からしっかりとしたものができたらいいんですけども、多

分それまでそうにはレベルが、時間の関係上到達しない場合もありますので、次年度

以降ですね、時間をかけてブラッシュアップするといいますか、ＰＤＣＡという、ち

ょっと難しい言葉も使わせていただいているんですけれども、年限をかけて向上させ

ていけたらなというふうに思っています。 

 次にスケジュール案、８ページです。一番上がプランの大まかな手順でございまし

てね、本日は６月末ということで、今私が説明しました全体像ですね、説明させてい

ただいたところなんですけれども、今後７月、８月、９月にかけまして区役所でいた

だいた情報に基づきまして、たたき台をまず作成させていただきます。これは１４地

域ごとに作成させていただきます。その上で、地域の方にお手伝いいただきまして、

年内をメドにプラン案をつくっていきたいなと。その後、パブコメ、講評を経まして、

年度内には正案にいたしたいというふうに考えています。そのスケジュールに対応し

まして、先ほど言いました策定委員会では、一応このプランを改定する、平成１８年
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度のアクションプランを改定するという形になりますので、とりあえず７月の初めに

同じような全体像の説明をいたしまして、プラン案の作成に、進捗にもよりますが、

プランの内容を検討していただき、最終的に大会がこの委員会主催でされると思いま

すので、大会で議論していただくと、次年度につなげていくということでございます。

それに対応しまして、あとは区政会議の福祉・健康部会、並びに全体会ですね、一応

部会は今日６月３０日、第１回目なんですけども、一応２回、３回とプラン案が案に

なるところまで部会の皆様にちょっとチェックしていただきたいので、２回目、３回

目と、一応２回目は９月、３回目はプラン案ができてきます大体１１月ごろですね、

そのぐらいに予定させていただいております。その上で、第２回の全体会、いわゆる

この部会で決まった総括を１１月かそこらに、この部会以降になるかと思うんですけ

れども、報告をしていきたいなと。ここで部会の総括をするんだということにさせて

もらってます。 

 私の説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○杉村部会長 

 ありがとうございます。それでは、２の今年度の福祉部会のテーマについて、皆さ

んで議論していきたいと思います。先ほどご説明ありました、（仮称）普段の暮らし

幸せプランと、部会テーマのアンケート結果という形でいただいていました４点、そ

れ以外に委員の皆様からも今年度この福祉・健康部会でどういったテーマについて基

づいて話していくかという、ご意見等ありましたらお願いします。ありますでしょう

か。 

○大磯委員 

 ちょっとプランではないんですけど、さっきのアクションプランの件なんですけど、

部会長が大会には参加されたということですけど、実行委員会には入っておられなか

ったんですか。 

○杉村部会長 
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 いや、後ろで見させてもらっただけで特に、拝見されてもらっただけで。 

○大磯委員 

 そうなんですか。私も実行委員会には入ってないですね。でも、健康部会っていう

か福祉・健康部会でそういうことを取り上げるっていうのに、部会長がそこの実行委

員会に入ってないっていうのはおかしいと思うんですけど、ちゃんと正式に入られて、

会議で出られたほうがいいじゃないですか。 

○杉村部会長 

 それは申しわけないです、すみません。 

○南副区長 

 それは杉村さん本人の日程とかもあるので、もしよろしければそれは。 

○川人保健副主幹 

 ぜひ、そのあたりはお願いできると福祉部会とのつながりができるなっていうのは、

こちらでは思っていたところなんですけれども、実行委員会形式でこの２年間を追っ

てきているんですね、ちいき愛シンポジウムは。地域の方々に、いわゆる先ほどから

いろんな議論をいただいていまして、それぞれの地域の発表の場を目ざしながら、や

っているんです。実行委員会っていう、今までこういう事業は区役所主体でほとんど

決めてやってきた部分があったんですけれども、アクションプランということで、皆

さんからのご意見をいただきながらっていう形に切りかえないといけないなっていう

ことで、１４地域各地域からお一人ずつ代表者に出てきていただいて、その方々プラ

スこの、先ほどありましたけれども、地域支援システムというのが従来ありまして、

それは今休止状態なんですけれども、その地域支援システムの中の実務者会議に、高

齢者の課題を考えよう、障がい者の課題を考えよう、子どもの課題を考えようという、

３つの会議、部会があるんですね。その高齢者、障がい者、子どもの部会から各２名

ずつ代表者を出していただいて、全体１４プラス６名、２０名近くの実行委員会形式

で、２年間継続してやってきたっていう経過があるんです。その間に、区政会議の準
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備会が昨年度から立ち上がりまして、アクションプランの推進、ご意見とこの区政会

議ね、絡みっていうのがつくれない中でやってはきたのですけれども、ちょっとご意

見いただいたら今後検討させていただいて、会につなぐことができればいいなってい

うふうには思っております。 

○南副区長 

 そんなんでよろしければ。 

○杉村部会長 

 はい、ぜひ。 

○川人保健副主幹 

 ぜひ。 

○杉村部会長 

 では、先ほどのちいき愛シンポジウムに関しては、前向きに参加させていただくよ

うにします。今年度の部会テーマを、もちろん前回の全体会でですね、住之江区の福

祉の計画をきっちり立ててほしいということでのご提案もありましたので、普段の暮

らし幸せプランっていうのは、この会議でしっかり議論していって、今年度中にある

程度の住之江区の方針というのを決めていく、テーマとしたいと思うんです。それ以

外に、皆様でこういったものをテーマにしていきたいという案等ありましたら、ぜひ

お声いただきたいですけども。 

○森田委員 

 考え方なんですけどね、この前の全体会で住之江区の福祉計画は、まだないんだと

言われて私はおかしいと思った、既に今日も書いておられるんですね、こういうこの

プランがあるわけですよ。区役所で作られたんで、あるのになぜないと言われるのか、

今日初めて新しいプランを作るのにこれをたたき台に。私はそれはいいことだと思っ

ておるんです。しかし、問題はこれかて７年経ってるんですよ、その原因というのを

きちっと見極めておかないと、またこしらえたかてまた結局忘れられてね、ええかげ



－17－ 

んになってしまう。それで、私はまずそのプランをつくる前に、これを作ったところ

がどこや、作ったけどそれが具体的に推進されなかったらどこに問題があったのか、

そのことをきちんと整理せなあかん。それをやらないと、何ぼプラン作ったってまた

同じものになってしまうわけですよ。大体ですよ、行政の職員さんだって、もう４、

５年でかわられるわけですね。向き合ういうても引かれるからね、無責任体制や。い

やいやそんなことない、行政は一貫性があってですね、って言われるけど、全体会の、

全体会、区長そのものがこんなプランがあるのにないって言われたわけよね。今日は

ないと言われたことに答えてですね、この部会で新しいのをいこうっていうことにな

るわけですけども、もちろん当然行政のことですからね、ちゃんと資料残してもらえ

るか、いやいやあったじゃないかということで、思い出されるわけですね。行政では

そんな鈍感さんになってるんですね。だからどこに問題があったかっていうことを十

分見極めてやらないと、何をこしらえたかという、そんなものは役立たないですね。

私はそう思ってるんです。それぐらいやっぱり、もしも今度作ったものが真剣に地域

の課題と一致して、私たちを幸せにするんだったら、私たちだって真剣にそれに答え

ていきたいですね。だからその点では、まずなぜこれが作られて、どこに問題があっ

たから議会から外されたかと、そういうことをまず最初にちょっと論議をしていただ

いて、これは私のお願いです。 

○杉村部会長 

 今の森田委員様のご意見に何か、皆さんで思い当たる節とかも含めて、ご自分の中

で意見等ありましたらぜひ。 

○佐野委員 

 私はね、それ見てないんです。だから、それ何かなと今思って見てるんですが、そ

のときっていうのは住民とのこういう会議がなくして区役所の方だけで作られたって

いうんじゃないんですか。 

○森田委員 
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 区役所の方とですね、地域とのネットワーク委員とかいろいろとでしてね、私かっ

て社協からいただいたからこれを持ってるんです。 

○佐野委員 

 だから、今回はまたこういう会議を持っていただいてね、地域と話し合いをしなが

ら進めていくっていうことで、だからみんなに浸透するんじゃないでしょうかね、今

回は。 

○森田委員 

 浸透するんですけどね、でもなぜこれができて７年も放置されて今思い出してね、

そういう私はあり方そのものをきちっと評価をしておかないと、今度はやることにつ

いては、私はええもんがあるって実現するためだと思うんです。それがより本当に現

実化していくためには、やっぱりその前にせっかくつくられたものにもかかわらず、

７年も放置された、そのことのやっぱり問題をきちっと踏まえてやらないと、必ず。

おっしゃる意味はよくわかります。 

○杉村部会長 

 ごめんなさい、アクションプランの全体の中でね、全部が置き去りにされたのか、

できることがあって一部できなかったのか、私も全部を拝見して検証できていないの

で、うかつなことは言えないんですが、その辺でわかる方という表現が妥当なのかど

うかちょっとわからないんですが、できた分は一部あって、一部できなかったのか。 

○森田委員 

 ちゃんとこんなプラン、立派なプランがですね、持ちながら区長はそんなものはな

いと、議員さんに。 

○杉村部会長 

 あのときの時点ではね、ちょっと私もどういう意図で言われたのか、本人ではない

のでわからないんですが。 

○森田委員 
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 でもそれはやっぱりね、それは区長として勉強足らんというお話ですよ。せっかく

行政の方も交えて、地域も交えて、こういうプランがあるんだから７年間もね。もち

ろんこの中で進んだものが取り上げられたのもあるでしょう。あるけれども、このこ

とを十分意識して取り組んだかどうかということなんです。意識して取り組んだか、

本質的には影響を与えたことについて。 

○杉村部会長 

 森田委員様のおっしゃることもごもっともやと思います。せっかくつくっても結局

実行せえへんかったら一緒やと思いますので、佐野委員からもお話ありましたように、

今回は地域から上がってきた課題で、それに基づいてこの全体会でよりよくしていく

ためにみんなで議論していこうって会議になるので、以前のものよりいいのかどうか

っていうのはやってみないとわからないところはあると思うんですが、前回作っても

らった分が、先ほどの話とかぶってしまうんですが、どこができてどこができてなか

ったのか、できた部分はあったのかっていうのは、区役所のほうで把握されてる部分

ってあるんでしょうか。 

○川人保健副主幹 

 私も平成２３年度からこちら見せてもらったんですけれども、聞いてる話、経過は

もともとそのアクションプラン、平成１７年度に策定されてますよね。２年ほど対外

的にアクションプランがつくられた後、住之江区で推進していこうというような大会

が開かれたというのを聞いたんですけれども、その後、そこの中の子どもの部分、そ

れはたしかプラットホームづくりが大事ですねっていうような表現がされてるんです。

その中の、そのアクションプランたたき台にも子ども・障がい・高齢そしてもう一つ、

まちづくりでした、この４本の柱で、大きな４本の柱でいろいろと住民の方を交えて

住民懇談会をして、課題出しをして、つくられたというふうに記載されてますし、お

聞きしてるんですけども、その２年後ぐらいから子どもたちのですね、焦点をどうも

絞って進んで、進めてきてる背景がどうもあったようなんですね。南港に、やっぱり
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子どもたちの問題で子育てをするお母さんたちがやはり集まって、子どもを育ててい

く上で悩みだとかを共有しながら集まれない、場所がないということで、南港を中心

には子育て広場的なものを作りましょうということで、活動が何年間かされているん

です。それプラス、子育てっていうところに焦点を当てて、子育て講演会を年１回開

催するということで、何年間か経過をしています。その後、何とかその子どもの、子

どもたちのことは南港の南港子育て広場については、社協の応援だとか住民さんの中

でボランティアの方々が子育て広場のところに協力をされるような体制ができ上がっ

たということで、それは方向的にはいいような形で終了させていただいて、アクショ

ンプランそのものが子育てだけに焦点を当てていてはいけないんじゃないのかという

ことで、ちょっと方向転換をさせていただいて、今現在のそれぞれの地域で行われて

いることがどんなことで、地域の活動をやっぱりお互いに知る必要があるよねってい

うような話になってきまして、この２年間を継続的に地域福祉を推進していくための

地域福祉大会というようなことをさせてもらってきてるような状態であります。 

 ちょっとお答えになったかどうかわからないですけども、経過的にはそういう経過

に至ってはおります。ただ、アクションプランそのものは、そしたらどれだけ住民の

方々に、佐野委員もご存じでないお話もいただいてて、浸透されてきたかというと、

ちょっとそのあたりは、今ちょっといろんなご意見聞かせていただいて、思っている

ところであります。 

 以上です。 

○森田委員 

 いいですか、私ばっかりしゃべって、厳しいこと言って申しわけありません。ちょ

っとでも進めるには、どんどん積み上げていかないと、突然作って、また同じことに

なったら、そういうあり方っていうのはもう本当ごめんこうむりたいと思っておりま

す。だから、せっかく毎日こういうものはできて、どこにもいろいろと意識されなが

ら取り組んだところもあったでしょうけど、なぜそれがこの地域の共通認識として十
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分定着しなかったのか、そのことをやっぱり一応検証していく上でつくっていくと、

そういうやっぱり手法で捉えて、行けないですね。もちろん社会福祉のさまざまな問

題は、すぐ言って単年度に解決するものだけじゃない。５年もかかる、１０年もかか

るのもあるでしょうね。そういう点ではきめの細かさというのは、実はこのプランの

中にあったのかないのか、ただ総価的にぱっと並べてですよ、地域が問題点を並べた

だけで終わったのかどうなのか、そういうことも含めてやっぱり私たちはこれからつ

くるものについては、やっぱり本当に実現を目指したプログラムにしていかないとい

けないわけですね。そうしないと、福祉福祉になっても、スローガンはもう結構、ス

ローガンは結構。本当にやっぱり私たちにとって心温かいそういうシステムでないと

困るというのが、私の意見なんです。だからそういう点では、もう一回どこにこれが

問題にあったかということについて、ぜひ今回のプランをつくるに当たって、少し論

議をしておいてほしい。そうしないと、いいものにはならないというのが私の意見な

んです。 

○川人保健副主幹 

 それともう一点、区長が区役所に、住之江区の地域福祉計画はないというお話があ

ったというお話なんですけど、それはそうなんですね。ではアクションプランってい

うのは福祉計画ではなく、行動計画、活動計画なんです。活動計画っていうのは、本

来はその地域福祉計画に基づいた活動をどうするかというもので、本当に具体の活動

内容が本来そこに掲載されていなければならなかったと思うんですけれど、それは本

当にスローガン的なもので終わってしまっているんです。今、原口課長が作っていか

ないといけないなって思いを持っておりますので、区の地域福祉計画って、区にとっ

てやっぱりこれが必要ですよねっていうものをある程度具体まで、どういう地域でど

んなことをされてて、それはどういう課題に基づいてこういう報道が出てきたかって

いうところまで含んでになってくるんだと思うんですけれどもね。そういったものを

目ざしているところなんですね。ですので、本当に活動計画とか実際の活動だとか行
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動っていうのは、本来だと地域で行われているものではあるとは思うんです。それを、

言うたらこの課題としてどういう目的でね、どういうことが大事だからこんなことを

していますっていう、ちょっと皆さん方の活動の指針となるようなものになっていく

のかなっていうふうに思うんです。 

○森田委員 

 でも、福祉というのは理念ではないんです。具体的なものなんですね。これが福祉

なんです。だからこそ人間を対象にした具体的なものなんです。だから行動計画だか

らといって、そういう認識、福祉の指針だから、理念だから崇高なものだと、そんな

ものだと一体のものとして考えていかなければいかんわね。とりあえず、理念につい

ては大阪市を初めとする、もうさまざまなところで論じられているわけです。学者さ

んも論じている。でもそれを、この地域にどう定着させていくのか、行動プランと実

はそれを実施するためのやっぱり知識の人間、やっぱり共感、同時にですね、やっぱ

り行政の皆さんのご支援、これがないとあかんわけです。地域の人間が何ぼやったか

って行政の方々の理解がなかったら進まない、それが一つとなって初めて推進される

んですね。だからそういう点ではアクションプランということはですね、地域にとっ

ては非常に身近な福祉計画なんだと。理念だったらもうみんな知っているんですよね。 

○川人保健副主幹 

 そうですね、そのあたりは。 

○森田委員 

 だから、これから進めていただくのは具体的な行動計画であり、それをどう実現し

ていくかということなんですね。 

○杉村部会長 

 先ほどからもね、ありましたように、やはり前回のアクションプランからの経過で、

できてなかったところというのはやっぱり一部あったとは思いますので、今年度この

暮らし幸せプランについては、ぜひ前回のことも踏まえて、先ほど原口様からもお話
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ありましたように、たたき台を作っていただいて、今日も各地域の皆様来ていただい

てますので、地域で持ち帰ってこのたたき台を案として上げる際に、実際に具体的に

活動を実行していけるような形にプランを上げていただくと。それを全体会を通して

ほかの地域でも実行していくほうが、住之江区としてよりよい福祉のまちになってい

くということであれば、先ほど森田委員からもありましたように、区役所の支援、い

わゆる予算も含めてですね、それを実行するに予算が必要であれば、予算等もつけて

いただけるような会、全体会っていうのにしていくと、森田委員が冒頭でおっしゃっ

ていただいたような、全体会が打ち上げ花火のような会にならずに、よりよい会議に

なっていくのかなと、今の議論を聞いていて思います。なので、ぜひこの部会を中心

にこの全体会をより実りある福祉、愛シンポジウムにしていけるように、こちらのほ

うで誘導という言い方をしたらちょっとおこがましいかもしれないですけど、導いて

いけるような会にしていける案を皆様からもいただけたらと思いますので、今年度の

案をより前向きに実行できる案等ありましたらですね、こうしていったらいいのでは

ないか等がありましたら、ぜひまたいただきたいんですが。 

 先ほどのですね、南港のお話もあったんですけども、中村委員様、何か。 

○中村委員 

 子どもはね、広場何年前からもやってましたけれども、やっぱりなかなかお手伝い

してくれる人がなかなか少ないみたいやね。減ってるんですね、高齢者の方は、民生

委員さんとかいう形で今やってますけど、なかなか人が集まらん。各４連合でやって

ます。それと各地域でもやってます。いわゆる強くやる場合は、割方多いんですわ、

補助でやってくれるからね。各棟がやる場合は少ないですわ。子どもさんも多い地区

はかなりいますけど、少ないところはもう５、６人。地域でやる場合若い方がほとん

ど共稼ぎでもという方が多いんです南港の場合は。だから、なかなか集まりにくいん

です。ネットワーク中心の方でいろいろやってもらってますわね、広場この南港で。

高齢者というたってなかなか協力はしてくれないですよ。公園清掃とかいうのはやっ
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てくれますけどね。食事サービスも各棟で分けてやってますけど、なかなか協力して

くれる方、だんだん減って出ていくわけでしょう。 

○原口市民生活課長 

 南港は高層住宅だけですもんね。高層住宅ってやっぱりそういう地域の結びつきは

ちょっと甘いというか。 

○中村委員 

 公団の場合はね、ほとんど空き家が多いんですね。ものすごく空いてます、このご

ろね。 

○中村委員 

 市営の場合はもう高齢者とかが入っているので協力するのは難しいんですね。言葉

がわからんいろいろな人が入ってますさかいにね。 

○杉村部会長 

 恐らく、今の中村委員のお話からもありましたように、こういったボランティアも

含めた担い手の確保っていうのは、全地域での課題でもあると思います。可能であれ

ば、この幸せプランのたたき台の中にでも、区役所のほうからたたき台を出していた

だく際に、住之江、大阪に限らず全体的に、日本全体的に多分同じ課題があると思う

んですが、ほかの地域でこういった成功事例があったよとかっていうのがあれば、お

聞きするチャンスとかあればぜひまたこういったプランの中に足していただけたりす

れば助かるなと思いますので、そういったプランのたたき台だけいただくだけではな

く、そういった共通の課題という成功事例等もいただけると、そのプランをつくる際

に各地域助かるかなと思いますので、ありましたらまたそういった情報の収集等して

いただいたら。 

○原口市民生活課長 

 今取り組んでるところと今度の課題というところが大きく分かれるんですけれど、

その今後の課題というようなところなんですが、要は各地域にぜひともこういう方に
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取り組んでいただきたい、できたらそれを各地域で行っていただきたいというところ

なんですけどね。そこに、今住之江区内でやっていることだけじゃなくて、委員がお

っしゃったような日本のどこかの先進事例ですかね、そういったものを、こんなんあ

りますよということで、各地域共通課題としてちょっと入れさせていただきまして、

できるだけ今また各地域の判断になってくるとは思うんですけれど、ちょっとそうい

うのも網羅させていただくっていうような、そんな配慮をさせていただけますでしょ

うか。 

○杉村部会長 

 西宮市なんか、かなり人口が増えてるって聞いているんで、子育て世代、僕らの若

い世代がすごく増えているっていうのを聞いてまして、以前私も一時期西宮に住んで

たことがあったんで、今も視野にあったもので。西宮の場合は、子育て世代の医療費

とかの助成があるっていうことで、今大阪も同じように助成されているんで、西宮が

ふえて大阪がそんなに増えない理由がちょっと、その差とかですね、土地柄的なもの

もあるのかもしれないですが、何かそういった情報等もありましたらいただけたらと

思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかにご意見ありますでしょうか。 

○貴田地域福祉担当副主幹 

 アクションプランについてなんですけども、私も住之江区に来てまだ、住之江の社

協についてはまだ３年目なんですけども、他区で当初のアクションプランにかかわっ

たことがあるんで、最初がやはり利用者からそういったプランがないかということで、

区役所や社協含めて皆さんで考えて、その中で地域でどんな活動をしているのかとい

うことをまず着目して、それで例えば食事サービスであるとか、高齢者の見守りであ

るとかっていういろいろな課題に取り組み始めたのが、多分最初だと思います。それ

以前には、ネットワーク推進員、ネットワーク委員会ができまして、そこに推進員が

いてたりとかっていうところで、ネットワーク委員を媒体にしてその情報を共有した
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りとかっていうのはあったんですけども、その中で多分こちらの地域ではほとんど市

民サービスができてたと思うんですけども、私らがそのスタートに立つところには、

まだほとんどなかったんですね。やってる地域は一生懸命やってるんですけどもとい

うことで、そしたらそこの地域は食事サービスに取り組みましょうと。それができれ

ば次は喫茶をしましょう、そしてそれができてたらやっぱりうち団地多いからお年寄

りを訪問しましょうと、この民生委員なんか友愛訪問されてるんですけども、それだ

けでは当然民生委員の数からいって足りないので、そしたら地域で声をかける人を集

めていきましょうと。地域によってはヤクルトを配ろうという運動もされてるところ

もある。ただ、アクションプラン全てではないと思うんですけども、それを課題にし

ながら地域にコミュニケーションをとろうということで入っていって、それからある

程度安定してきたころにまたほかの区に行きましてね、そこでやっぱりそういうよう

な福祉大会形式で、何をやってるんやということを知ってもらうためのイベントをし

始めたんですね。そこからもうここ、そうですね、１０年ぐらいは各地域でもうイベ

ント的にそういったことをやってますよというようなことになって、今回多分去年で

すか、アクションプランはもうなしやという話が出てきたぐらいになって、また新た

に地域福祉推進指針という形でスタートしていこうという、また新しく考えをやって

いこうっていうことやったと思うんです。やはり、現にその地域で何をしましょうと

いっても、最初はなかなかそういう議題が見つからない、でも実際に皆さんとお話し

すると、結構ここの地域はお年寄りが多くてアクセスがない、平林に行かせてもらっ

たときもやっぱり買い物難民があるということで、それが一つの課題となって、そし

たらその買い物難民を何とかしようということで、地域で取り組む、それが計画の一

つであったり、ある地域に行ってはやっぱり、確かに公園で汚いからみんなで掃除す

る愛護会もやってるんですけども、それだけでは足りない。それだったら公園で何か

イベントしながら掃除しようという、それはもうあくまでも地域と役所も社協も一緒

になって考えて、そういったことを改善していくという。ただ、７年たつとそこでや
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ってくれてはった人が徐々に減っていって、いつの間にか消えてしまう恐れがありま

すよね。ですからやっぱりその担い手づくりっていうのは、そこまでまだ踏み込んで

されてるところっていうのは少ないかなと。我々からしてみたら、そういう担い手づ

くりをしていくお手伝いができればと思うんですけども、やはり我々も異動とかそう

いうのが多いので、非常に悲しいかとは思うんですけども、なかなか続いてないなと

いう、その辺解決できればもっとよくなるんじゃないかなという。今でもいろんな地

域回らせてもらっていろいろな話を聞くんですけども、やっぱり続けるだけのスタッ

フさんがまだ、今言われてるのはボランティアさんが少ないとかっていう、そういう

ところも一つの課題なのかなと思うんですけども。なかなか全て皆さん同じような状

況でっていうのはまず無理だと思いますので、地域によっても違います。だから地域

ごとに考えていかないと。今ね、近づけば一生懸命、地域編集塾をやってますけれど、

その中で課題が発見できるんじゃないかということを思ってるんですけどね。 

 以上でございます。 

○杉村部会長 

 ありがとうございます。 

○佐野委員 

 平林は老老介護っていうのでお年寄りの方でも結構人のためになりたいっていう、

元気な方いらっしゃるんですよ。そういう人を地域で見つけて、ネットワークボラン

ティア、友愛訪問ボランティアさんと名づけて、きちっとカードも作ってあげたら結

構活き活きとされてるんです。それと今年からは一般ボランティア募集っていうチラ

シを出しましたら、全く知らなかった人がしたいと来られたり、ＰＴＡの子たちには

強制的に入りなさいと、いつでもいいから出てこれるときでいいから入りなさい。入

りますという、そういうやっぱりボランティアを獲得する努力は、私たちはしてるん

ですけれど、老老介護というのは非常に情報も早いし、結構元気になられる方もいら

っしゃいます。人を助けなあかんと思って。だから、そういうふうなこともやっぱり



－28－ 

老老介護も進めていただきたい、できれば。 

○中村委員 

 今は緑もね、そうしてますんやけど。配達とか回覧やってますけど、南港の場合は

ちょっとね、集まりにくいという。 

○佐野委員 

 うちも公団抱えてますけどね、公団の中でやっぱり女性部とか通じて、お手伝いに

来てもらってる人にどうって言ったら、やりますとかいう人もいてはるしね、ネット

ワーク委員会には必ず委員じゃなくてボランティアさんも参加させるようにしてるん

です、意見をもらうのにね。 

○中村委員 

 それはわかるね、思いますけどね。 

○佐野委員 

 だからやっぱり地域の、地域との協議会との結びつきが一番大事やと思うんです。

単独でしようとか思ったら絶対できないから。 

○中村委員 

 南港の場合、公団の場合は地元の支援も何もないんです。自治会も町会も呼びかけ

してもね、高齢者の方で４人ぐらいですかね、公団の場合は呼びかけても、貼り紙し

とっても、我々が持っていっても張ってくれない。役所から届けていった分は貼って

ますけどね。 

○佐野委員 

 うちの福祉会館あるでしょう。あそこには来る人が結構いるんです。地域は嫌だけ

ど、あそこへは来ると。だから、地域でもふれあい喫茶させてるんですけど、全地域。

そこにはいかないけれど、会館には来る。 

○中村委員 

 それは来るでしょうね。 
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○佐野委員 

 だから地域に属したくない人もいる。 

○中村委員 

 だから、その役員とかいう形ではなかなか。昔はあったんですよ、子ども会あった

ときね。もういつの間にか消えてしまって、今はもう全然何もなかった。だから食事

会なんかでも、今現在来てるの４人ぐらいですね。何ぼ呼びかけても減ってる今やも

う。前はもう少したくさんいててんけどね。 

○佐野委員 

 平林の地域の南港口があるでしょう。あそこに公団が４棟と、市営がありますよね。

全地域で子ども何人ぐらいいてると思いますか。６０人ぐらいしかいないんですよ、

全部であそこ。厚生年金も集めて。高齢化です、本当すごい。だから子どものことよ

り、高齢者のことが比重は大きいですね、うちは。 

○中村委員 

 ほんまにね、今年なんかでもね、小学校上がったのは２１人ですわ。 

○佐野委員 

 少ないね。 

○中村委員 

 だんだん減ってくるね。去年で２４人、今でも減ってますからね。だからもう、中

学校合わせても７０何人しかいてない。統合されますわね、今度。 

○杉村部会長 

 ぜひ、今のような課題を各地域でやっぱりあると思いますので、課題をこの普段の

暮らし幸せプランに上げていただいて、地域ごとに違う課題あると思いますので、先

ほど佐野委員からもありましたように、担い手確保の、例えばＰＴＡは強制で参加さ

せますよとかっていうのも、ほかの地域に持ち帰ってもらえるような。 

○佐野委員 
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 誤解のないように、強制的のね。私が親しく、努力して親しくしてるから言えるこ

とであって、女性の長やからといって上からばっと言ったら、みんな散ってしまいま

すから。だから、いかに仲よくしとくかということです。 

○杉村部会長 

 そのまま流すんではなくて、成功事例のちゃんとした、根っこの部分も踏まえてね。 

○佐野委員 

 小学校の感じですよ。 

○中村委員 

 なかなかね、今のＰＴＡでも、今もう大変なんですわ、集めるの。役員は、もうほ

とんどね。 

○杉村部会長 

 若い世代がＰＴＡやってるケースが多いと思うので、私も今清江小学校のＰＴＡや

ってますので、そういった形で若い世代の担い手を確保するという意味では、途中の

経緯はね、必要やとは思いますけども。 

○佐野委員 

 何年もかけて仲よくしないと。 

○杉村部会長 

 経緯が重要やとは思いますけど、そういった意味でほかの地域でこういうこともし

てるっていうことを、ほかに水平展開していけるような会にしたいと思いますので、

ぜひ皆さんじゃあ。 

○南副区長 

 たたき台作らなかったら、多分皆さんのところに多分お話を伺いにいかせていただ

こうかというような。 

○原口市民生活課長 

 取材させてもらいに。 
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○杉村部会長 

 そのたたき台を案にするときは皆さんぜひよろしくお願いします。 

 この２に戻りまして、時間も差し迫ってきてます。では、幸せプラン以外のテーマ、

皆さん、今年度話し合うテーマというのは幸せプランでやっていくのか、それ以外の

テーマ、この案、部会アンケートでもいただいてますようなテーマも含めてですね。

吸い上げしていくという意味ではこういったアンケートをいただいてますので、この

中の案ですね、部会テーマアンケート結果についてというのが４つついてると思うん

ですが、この短いＡ４です。 

○原口市民生活課長 

 ４ページですね。 

○杉村部会長 

 これはアンケートで市民の方からいただいた。 

○南副区長 

 いやいや、区政会議。 

○原口市民生活課長 

 区政会議の、全ての部会の、いわゆる区政会議のメンバーの方からいただいたアン

ケートなんですね。 

○南副区長 

 ４月のときには多分アンケートをいただいたものを、それぞれ部会ごとにテーマが

決まってるんで、そこに持っていかせていただいて、魅力とかあるいは安全・安心と

かみんないただいたテーマごとにやって、そこの部会にお話をさせていただいてるん

で、たまたま区政会議のメンバーの中から出てきた健康福祉部会のアンケートはこれ

やったと。 

○杉村部会長 

 今、ご説明していただいたとおりですね、この区政会議のメンバーからもこういっ
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た案が出てますので、こういった中からも今年度のテーマとして検討していく、これ

にこだわらず、これ以外のことも含めて、この部会で検討していく案等ありましたら、

ぜひ皆様からのご意見いただきたいと思いますが。 

○森田委員 

 アンケートですけど、こういうアンケートとったら自分が実践してね、自分がやっ

てこういう結果になったというようなものを参考にしないと、こんなことやったらど

うだこうだそのレベルのものはやめたほうがいいと思います。基本的にうちらでなか

なかイメージが湧かない。誰がやるのかということになってきたら、結局、スローガ

ン倒れになってしまうわけですね。例えば私の地域なんかで、住吉川社会福祉協議会、

高齢者部会ですよ、月に１回ですね、もうこれで３年ぐらい毎月大阪市内、定期、こ

れに乗れる範囲ですよ、ある動きにしてもです。大体１万メートルを基準にしてね、

高齢者ですから余りたくさん歩かれたら疲れられますからね。するにしても、実際具

体的に実現性のあることを我々も取り上げてやる場合はね、そういうふうにしないと、

こういうのをやったらどうだろう、誰がやんねんいうことになってくる。そういう懸

念が一つあります。こういうアンケートの取り扱いというのは、我々が取り上げると

きはそういう前提に立ってね、考えていかんといかんのではないかと思いますね。や

ったらええこと何ぼでもあると思うんで、具体的にどうそれを乗せていくのかね、そ

ういうことなんですよ。 

○佐野委員 

 この３つ目の健康ウォーキングってあるでしょう。これは地域の老人会の方がやら

れてませんか。 

○中村委員 

 やってますね。 

○佐野委員 

 やってますね、これ。 
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○中村委員 

 月に１回ぐらい。 

○佐野委員 

 うん、そう。 

○森田委員 

 だから、この地域でも地域の条件に即して一番取り組みやすい方法でおやりになっ

たらいいわけですね。私は住吉川の河川敷の内に住んでますからですね、やっぱり日

曜なんか早朝で、どこかの団体が来られて河川敷をずっと歩いておられる、そういう

のがたくさんありますね。だから、地域にも地域の条件に即していろいろとおやりに

なってることですね。 

○佐野委員 

 絞りにくいですよね、テーマ。福祉・健康ですから、福祉と健康を中に入れたテー

マってことですか。 

○杉村部会長 

 そうなりますよね、福祉・健康に沿ったテーマっていうのを今年度。 

○佐野委員 

 そしたらこれじゃだめなんですか。普段の暮らし幸せプランっていうのは。 

○杉村部会長 

 それはね、やっていくとして。 

○佐野委員 

 大きな、それこそ各地域でできるかどうかっていうのも問題やし。 

○南副区長 

 多分、これだけでもかなりボリューム感は多分あるとは思うんです。ですから、後

もし何かどうしてもっていうことであれば。これで行きましょうっていうことであれ

ば、別にそれで。 
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○杉村部会長 

 皆様、よろしいですか。 

○佐野委員 

 いいんじゃないでしょうか。ですよね。 

○杉村部会長 

 であれば、福祉・健康部会の今年度のテーマは、平成２６年度の普段の暮らし幸せ

プランの作成ということでいきたいと思います。よろしくお願いします。 

 時間がかなり早いですが、３のその他というのは、これは。 

○原口市民生活課長 

 もうフリーです。テーマ以外のことですね。何かあればっていうことなんでね。 

○杉村部会長 

 皆さん、何かあれば。 

○森田委員 

 この計画の中で、福祉的な視点だけじゃなしに、他の部会の人、例えば協議会の教

育の、教育と福祉の視点において考えたらどうだろうというふうに記述されてるんで

すね。私は極めて大事なことだと思ってるんです。学校によって、これも地域差ある

と思いますけれど、今私のいる周辺の学校には、毎日２０人ぐらいは遅刻してくるわ

けでね。保護者はやっぱり自分の子どもが登校時には起きられないということで、つ

いつい遅くなってしまう。校長さんと教頭さんが２つに分かれて毎朝迎えに行かない

と、そういうような状況が続いてるそうです。私には本当に正常な学校かという疑う

わけですね。私は全体会のときに申し上げたように、学校にいわゆる悩める教師、悩

める子どもたちにも心理的なカウンセラーが一番大事なこと、私はあえて否定はしま

せん。しかし、今一番大事なことは、そういう生活保護をもらってるとか、そういう

生活の問題を抱えて、なおかつ子どもがそういう状況にいる子どもが非常に多いわけ

で、学力向上言うてですよ、毎日日常的に遅刻してくるというのは学力の向上もない、
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学校へ来させること自身が非常に大変なことなんですね。例えば朝食とっているのか

どうか、これも極めて問題であるわけやね。とするならば、そういう家庭と学校をつ

なぐ教員が要るわけです。そういう教員の配属が要るわけですね。あのときも申しま

したように、学校福祉カウンセラーというんですかね、どういう名前がなのか私は存

じませんけど、そういう福祉的な視点を持った教員というのは、学校で要るわけです

ね。でもその人は、地域に、家庭を訪問して親を説得した上で、親の悩みを聞いて、

学校にやっぱり、学校の関係者に伝えてくると、そういうパイプ役をする教員が要る

わけで、学校の教員というのは学校の外に出て親たちに生活の問題、いろいろなこと

については言えないわけです。教育のことについては言えても、そういう生活の悩み

や今の問題、いろんなことが出てきたときに、それに対応できないわけですね。そう

いう福祉的な視点に立つ教員というのが今求められているんですね。でも、それがな

いわけで、だから首長と校長さん、教頭さん、毎朝でしょう。こんな学校が、こうい

う、これも一番大きな福祉問題だってね、子どもの福祉というのはものすごくきちっ

と成り立っているような、そういうやっぱり地域社会であってほしいと、私はかねが

ね思っておると。そうしないと、子どもの基礎学力、いくら５年生、６年生に英検を

させたり国語のテストしたかって、そんなん、遅刻してる子はそんなもん低学力で決

まり切っています。だから、そういう子がまずきちっとして学校に通えるような、そ

ういう状況をぜひつくり出すことが全部大人の、行政の、これまた福祉の課題やと思

いますね。だからぜひ、そういうことについても今皆さんご一緒に論議してください。

お願いします。 

○杉村部会長 

 今の森田委員からのご提案なんですけども、皆様ありましたら。ぜひ。 

○森田委員 

 これは今度は別の部会にして意見取り入れて、福祉の問題考えていくということで

すからね。これはもう当然取り上げていただく前提にしたらどうですか。 



－36－ 

○杉村部会長 

 今の森田委員からの課題というのは、すごく喫緊の課題で取り組んでいかないとい

けない課題やと思いますので、皆様、例えば住之江区のほうで独自にそういった、今

森田委員がおっしゃったような福祉教員なんていうのを置くことが可能か。 

○南副区長 

 現実的かどうかという話になってくれば、例えば小学校が１５校あって、あるいは

中学が７校あって、それぞれのところに今言ってるような人を配置するとか、多分何

千万という金がかかるんですね。 

○森田委員 

 だからそれはね、それぞれで。 

○南副区長 

 それはどこからするかということになってくれば、多分それは教育委員会がどうな

ってるかっていうので、ある程度区として、例えば要請はできますけども、実際のと

ころはやっぱり教育委員会がどう配置されるかということに多分なってくると、実際

のところはね。ただ。 

○森田委員 

 だから、私はそういう発想はもうやめていただきたいと、福祉の問題って教育委員

会がね、その壁をもう打破せんことには福祉の問題は解決できない。 

○佐野委員 

 そやけどそれはやっぱり区が考えることじゃなくて、教育委員会へそういう話をし

ていただかないといけないんじゃないですか。 

○森田委員 

 両方、両方。 

○佐野委員 

 いや、それは、それこそなかなかですわ。子どもがどうのこうのというより、それ
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は親の問題やから。 

○森田委員 

 それは結局、子どもの問題になってくる。だから、親の問題だから学校の教員も対

応できない。そういうね。 

○佐野委員 

 うちもね、私も見守り隊立ってて、どんなに忙しくても走っていかないですわ、確

かに。もう遅刻あと何分やでって言っても。でもこれをまた学校の先生でそういう方

を置いて、一つ一つ家庭を回るっていうのは、これは本当すごい大きな大きな話にな

るんと違いますか。 

○森田委員 

 そんなことないですよ。１人の教員おったらですよ、１日何軒か回れます。 

○佐野委員 

 なんで１日２日１週間回ったとしても、治らないでしょうね、それは。 

○森田委員 

 大変なこと。それはもう。 

○杉村部会長 

 例えばですね、今、森田委員がおっしゃったように、例えば教員を置くっていうの

にこだわらなくてもいいのかもしれないと思うんです。今でも言うたら問題点ってい

うのはすごく重要な問題点であって、校長、教頭がそれを回るっていうのは本末転倒

やと思うので、校長、教頭の仕事が。 

○森田委員 

 例えば、住吉川小学校では生活保護世帯が多い。そうすると教育委員会が学校へ事

務職員２名配置しとるんです。学校の定員は住吉川小学校は５００名未満ですよ。５

００名未満だけど、２人の事務職員で対応しているわけです。これは無駄。そんな５

００人未満の学校のその程度の事務だったら、コンピューターがある時代、１人で十
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分。だからその職員を削って、必要な職員を配置する、そういうような発想の転換を

せなあかんのですね。それがもう全然おくれてるのね、今までの慣例に従ってですよ、

生活保護率が高い学校については、何名超えたら１名事務職員配置、そういう考え方

じゃ、何を学校が一番必要としてるのか、そういうことからやっぱりもっと敏感に動

いていただかないと、今の学校教育っていうのは問題解決されないわけですね。 

○杉村部会長 

 問題点としてはすごく重要な問題点やと思うんですね。例えばその解決策として、

学校の先生を新たに配置するかどうかっていうのは、さっき佐野委員からもありまし

たように、費用の問題であったり。 

○森田委員 

 だから費用の問題って、私がね。 

○杉村部会長 

 用務員を要る要らないっていうのは、ちょっとラインを決めないといけないと思う

ので、それは一概に要らないとは、僕らは中に入ってないのでわからないんでね、決

められないと思うんですよ。 

○森田委員 

 私は教員しとったからですよ。昔は１，５００人ぐらいの学校でですね、私らの地

域は１，０００名超えたら事務職員２人入る。だから１，０００人までのところは１

人で有能な事務職員がいて、コンピューターがあれば完全に子どもの状況管理できる

事務。デスクワークじゃないですか。 

○佐野委員 

 いやだからそれはね、森田委員がそう思われるのもそれはそれでいいと思うんです

よ。だけど、今ここでそれを論じるところなんですかっていう。 

○杉村部会長 

 その他なんで問題点の提起としては。 
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○森田委員 

 福祉の問題としてそういう部分は。親の福祉の問題なんですよ。 

○佐野委員 

 だけどそれって、ここで幾ら話しても解決しないでしょう。 

○杉村部会長 

 答えはね、なかなか、そうやと思うんです。 

○佐野委員 

 わかりますよ、言うてはるのもわかるけれど、ここでその問題を提起しても無理じ

ゃないんですかって私は言うてるわけ。 

○森田委員 

 無理なことをね、誰かがどこかで言わないと、学校の先生もそうですよ。それでで

すよ、福祉の問題学校の先生みんなあっぷあっぷしとる。 

○佐野委員 

 だからその問題はずっとこれから言っていただいて、とりあえずはもう身近なとこ

ろから解決していかないといけないので。 

○森田委員 

 だからね、そういうね、だから私は地域社会の置かれてる福祉状況の上に私たちは

問題提起して、それをどう解決していくかということをきちっとプラン化して見せに

ゃいかんわけです。それはですね、いつかの問題、よその地域の問題じゃないわけで

ね。 

○佐野委員 

 とりあえず荒れるな。 

○杉村部会長 

 大磯委員、どうですか。 

○大磯委員 



－40－ 

 いやいや、難しい問題。大きい問題やと思うんですけど、私も学校協議会に参加さ

せてもらってましてね、先生ともお話しする機会があるし、やっぱり見守り隊の中で

やっぱりそういう子どもたちをよく発見できますので、そういうときはその都度先生

にお伝えするって、今はそういう小さな行動しか起こせませんけど、１人教員をふや

すとか、そういうことはちょっと大きいことかなとは思うので、小さいことから気づ

いていくっていうことで、見守りしていくっていうことがやっぱり大事なんじゃない

かなと。 

○森田委員 

 だから私、それを否定して、それはそれでやらないないといかんけれどもね。 

○杉村部会長 

 そうなんです。森田委員が今おっしゃってたように、教員を置くっていうのは多分

マストではないと思うんです。今回この場でこういった重要な問題提起をしていただ

いたと思うので、これを例えば子ども教育部会、他の部会、委員のほうに投げてね、

そちらでもどうやって、どうしていくかっていうふうに。 

○森田委員 

 子どもの学校の実態というのはもっときちっと捉えていただかないと。区政会議の

メンバーの我々がみんなの悩んでることを提起してですよ、解決方法へ持ってくるわ

け。それを前回のお話聞いてたらですよ、区長の方針に賛同するだけや。あれやっと

れば間違いないですね。何の役にも立たん。そうじゃなしに、現場で何を悩んでるの

か、そのことについてやっぱりその人たちにかわって問題提起するのが我々の責務や

と思ってるんです。私厳しいこと言いますよ、皆さんに対してもね、私はもう誰にも

遠慮しない。 

○杉村部会長 

 先ほどおっしゃっていただいたように、子ども教育部会に投げて、こういった案が

ここから出たよっていうことで投げていただいてですね。 
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○森田委員 

 私は全体会のときにだから言いました。 

○杉村部会長 

 向こうで議論していただいてね。 

○森田委員 

 全体会のときに出てこないから私が言うた。 

○杉村部会長 

 議論していただいて、例えば今言った、結局議論した上で教員をふやすっていう提

案をしてもらうんであれば、提案でいいと思いますし。 

○森田委員 

 我々は問題意識を持たないかんということを申し上げて。 

○杉村部会長 

 申し上げておきたいと思います。 

○森田委員 

 だから教育委員会の大きな壁がある。例えば私が全体会議のときに中学校の災害時

の参加について言いましたけど、やっぱり中学生参加させようと思ったらやっぱりそ

ういういろいろな人命の問題でありますからね、文部省ともやっぱりいろんな協力等

のいろんなことがあるわけで、そういうことはちゃんとできますよと、市長さんに尋

ねたら、それはまだできてないということをおっしゃっておられて。ともかく中間時

でね、頼れるのは中学生ないしは区地域の高校生になる。地域には、もう年寄りか子

どもしかおらないわけで、若い人は皆、外に出てるわけで、一番頼りになるのは子ど

もなんです。中学生なんですね。だからそういう中学生がやっぱり活動っていうのは

非常に大事ですから、今年から防災訓練に中学生が参加してくれるようになったのは

うれしいことなんです。しかし実際、そういう事態が起こったときはやっぱりむしろ

自分が人命に関することも起こってくるわけ。だからそういうことをどうするのかっ
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ていうことについて、十分研究してもらって、宿題、課題にしていただかないと、本

当の中学生がやって、有効な活動にならないですね。そういう問題提起を私がしない

といけないと。 

○杉村部会長 

 区政会議、こういう会なんでね、問題提起していただいて、そういった重要な問題

が解決していく最初の道筋になればと思いますので、ぜひ区役所でこういった話が出

たよっていうことをですね。 

○原口市民生活課長 

 部会を超えた問題としてさせてもらいます。 

○杉村部会長 

 よろしくお願いします。他にありますかね 

 私から１点だけよろしいですかね。今日の会議の中で、福祉・健康部会の中で高齢

者と子育て世代っていうものの話はすごく多く出たと思います。障がいを持たれてる

方の話っていうのは、今日は少なかったかなという思いがありまして。私が今仕事で

福祉の仕事をさせていただいてるので、障がいをお持ちの方の就労について、一度各

地域でこの視野、普段の暮らし幸せプランが来た際に、各地域でも障がいをお持ちの

方の生活環境っていうのをより生活しやすい地域にしていくためのお話し合いってい

うのも含めていただけたらなと思います。その就労支援のお話をさせていただいたの

も、来年の４月から障がいをお持ちの方の就労に関して企業の、１００人以上の企業

は１人障がいをお持ちの方を雇い入れなさいと、以前からもそういったルールってい

うのはあるんですが、それが２００人から１００人に変わったり、来年は２００人だ

ったのが１００人に変わるんですね。そういった枠がどんどん変わってきて、各企業

も障がいをお持ちの方を雇い入れなさいというふうになってきます。雇い入れないと

一部ペナルティーという形で、法人税が上がる形になるような形になっていきますの

で、より障がいをお持ちの方にチャンスの多い地域っていうのを住之江区でもつくっ
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ていきたいなという思いがありますので、皆様の各地域でもそういった話し合いを入

れていただきたいと思います。 

○森田委員 

 私も時間があったらその話をしようと思ってたんです。私の地域では障がい者問わ

ず交流ですね。お花見といろんなフェスティバルみたいなのをやってましたね。子ど

もとね。まず地域としてできるのはその程度です。 

 もう一つは、今おっしゃっておられたことで、私よく遊びに海外へ出かけるんです

けど、ハンブルグ行きましたら、ハンブルグの港で、子どもが掃除しとるんです。見

たら障がい児でした。障がい児がずっと港を掃除してるんです、きれいにしてくれて

るね。私そんなことから、例えば私の前の河川敷っていうのは業者に一遍掃除やらい

ろいろなことをやったらね、１００万、２００万仕事やと思うんやね。それをやっぱ

り地方会社のどこかの団体が請け負って、少しずつでも草を抜いて整理なりしてくれ

はる、そこでも結局それはお金を落としていただく、これも一つの就労の機会やと、

行政の提供できる機会やと思うんですね。そういうことについて行政は、行政自身が

関係団体ともっと接触してほしいと思うんです。そういうことは可能でしょう。ここ

３日前も河川敷掃除してるんですよ。だからみんながね、やっぱり共有の場所はみん

なできれいにしていかないかんわね。しかし、私は一人でやる。あんな大きなところ

は１００メートル掃除したらもうそれで精いっぱいですね。だから障がい者の人に河

川敷で、掃除きれいに端からやっていただいたらきれいに管理できて、そこがまた地

域住民のふれあいの場になっていきますしね。そういうようなこともやっぱり考えら

れるんじゃないかと、私はかねがね思っておったんですね。業者に一遍委託したら大

体１００万円から２００万かかるね。写真撮っとるねん、きれいにしましたって。一

遍雨降ってうわって草が生える。 

○杉村部会長 

 今ご提案あったような清掃業者に委託する際に、そういった、可能なことなんです
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かね。 

○南副区長 

 実際の話でいけば、多分契約の問題というのはどこが入れるかっていうことになっ

てくるので、今やったら政策随契みたいな形で例えばシルバーが入ったりとか、ある

いは母子の家庭の方が入ったりとかいうことはやったりはしてるので、ただ、一部の

ところだけをということになってくればどうするかというのは、また別の話ですので、

その辺は地域の中でできる部分っていうのも多分出てくる。ただ、それはまず公園の

清掃自体を区のほうに持ってくるかどうかっていうこと。まだ今は局のほうにまだあ

りますね。例えば、総括的に全部をやることによってかなり単価を下げてるので、そ

の単価以上のことは多分もう予算もつかないとは思ってるので。そこをどう整理する

かっていうのはたぶん出てくる。ただ、これは今すぐにはできないかもしれませんけ

ど、徐々にそういう方向に持っていこうとすれば、ただそうなってきたときに地域が

どう考えはるかっていうのは出てくる。ただ、行政が全部するというのはなかなか厳

しいので、例えば教育行政の、大阪市からそれは地域にお渡しをして、地域の方がそ

ういう方をお雇いというか、やっておくっていうことも、それは可能やと。そういう

就労機会が増えていけばということだと思うので。 

○杉村部会長 

 ぜひ、このプランの中でもそういった障がいの方にも目を向けたプランっていうの

を盛り込んでいただいて、上げていただければなと思います。 

○森田委員 

 多様な職場、障がい者の場合、ある程度高度なものからね。 

○南副区長 

 障がいの程度は皆違うのでね、例えば身体の中でも弱視の方、いろんな方がおられ

るので、それをどうするかっていうのは多分それぞれで多分違うと。 

○杉村部会長 
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 そうですね、ひとくくり一概にはちょっとできないと思いますので。 

○南副区長 

 障がいというだけではなかなか難しいので。 

○杉村部会長 

 各地域の中でも高齢者、子育て、もちろん高齢者、子育てっていうのは重要やと思

うんですけども、住之江区にも数多くの障がいをお持ちの方が住まれてると思います

ので、ぜひそういった障がいの方にも目を向けたようなこういったプランを策定して

いただけると、よりよいまちづくりっていうものにつながっていけると思いますので、

ぜひ皆さんもご協力よろしくお願いします。 

 他にもありますでしょうか。よろしいですか。これ、早く終わるのはだめなんです

か。 

○原口市民生活課長 

 いや、もうかなり時間も。 

○杉村部会長 

 一応９時までの予定だったんですけど。 

○南副区長 

 大体１時間半ぐらいから２時間ぐらいの間です。 

○杉村部会長 

 早く終わる会議ほどいい会議やと思いますので。次回の案内はまた。 

○原口市民生活課長 

 そしたら、スケジュールになるんですけどね、一応６月末に第１回目ということな

んですけども、先ほどのこれはプランのスケジュールのところにも書いてましたよう

に、第２回目を大体９月ぐらいですかね、第３回目を１１月ぐらいというふうに書い

てるんですけども、このプランはプランであるんですけども、予算要求ということも

視野に入れたら、やはり第２回目、次回はやっぱり９月ぐらいにちょっと開催したほ
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うがいいのかなと思いますので、いかがなものでしょうかね。９月に。 

○南副区長 

 大体１０月の初めぐらいには財政局から予算要求が来ますので、その時点である程

度の方向性がないと次の平成２７年度の予算にはなかなか反映がしにくいということ

もあるので、できればその時点で、これはとりあえずできるかということでやってい

ただいて、それでその最終的なところを１１月なり１２月の初めぐらいとか、問題は

ないんですけども、予算の問題からすると一度９月の末にやっておいていただいたほ

うが、これは後でって言われてもなかなかちょっとそこは役所的にはできないので。 

○杉村部会長 

 委員の皆様、よろしいですか。 

○南副区長 

 ちょっと日にちはまた、調整はさせていただきます。 

○杉村部会長 

 じゃあ日にちの調整はまたお願いするとして、次回は９月に開催ということで、よ

ろしいですかね。じゃあお願いいたします。 

○佐野委員 

 頑張りましょう。 

○杉村部会長 

 もう時間も来てますので、きょうは以上にしたいと思います。今日はありがとうご

ざいました。 


