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平成２６年度 住之江区区政会議 

第１回 魅力・ブランド部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年６月２６日（木）１５時００分から１６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〕 

      佐藤 香聲 部会長、小髙 秀昭 副部会長、 

安達 泰弘 委員、井上 政司 委員、大木 保宏 委員、 

伊達 美寿保 委員、栃村結貴子 委員 

     〔住之江区役所〕 

      南 則行 副区長、杉本 栄美子 ブランディング課長、 

稲垣 幸雄 担当係長 

 

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 

○杉本ブランディング課長 

 定刻になりましたので、魅力・ブランド部会を始めさせていただきます。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日の司会

を務めさせていただきます、政策推進室ブランディング担当の杉本でございます。本

日は、よろしくお願いいたします。 
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 それでは、まずはじめに住之江区副区長、南よりご挨拶申し上げます。 

○南副区長 

 住之江区役所副区長の南です。よろしくお願いします。 

 住之江区のブランド化で、知ってるから訪れてみたいということで、認知度を上げ

ていかなければいけないと、最終的には住んでみたいというふうな形に持って行きた

いというふうに思っております。ただ、なかなか住之江区というまちは認知度が高い

と思っていますが、平成２５年度の市民モニターによると、住之江区の名前は知って

いるけど場所は知らないという人の割合が１１％といるということで、大阪市に住ん

でいてもそんな形。しかしながら広大な面積と、新旧の歴史・文化的資源も豊富です

し、住んでみれば非常にいいというふうに皆は思っていると思っています。これを多

くのブランド化の種ということで今やっていこうと。平成２５年度はブランド化の核

をアートとポップカルチャーにおいて、さまざまな取り組みを進めてまいりました。

２６年度も同様にアート・ポップカルチャーを核に、さまざまな取り組みを展開して

いきたいと考えております。 

 お集まりいただいている委員の皆様もそれぞれの分野でのスペシャリストであり、

皆さんの忌憚のないご意見をいただきながら、委員の皆様とともにブランド化につな

げていきたいのでよろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 

 では、座らせていただきまして、議事を進めてまいります。 

 それでは、続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 では、事務局から五十音順にお名前を読み上げさせていただきます。 

 まず、安達委員でございます。 

○安達委員 

 安達です。よろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 
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 井上委員でございます。 

○井上委員 

 井上でございます。よろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 

 大木委員でございます。 

○大木委員 

 よろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 

 小髙委員でございます。 

○小髙委員 

 よろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 

 佐藤委員でございます。 

○佐藤部会長 

 佐藤香聲と申します。よろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事を始めさせていただきますけれども、本日の会議では個人情報など

非公開情報が特にございませんので、会議は公開とさせていただいております。 

 また、議事録につきましても、後日公表となりますので、公表する際については、

発言者と発言内容についても公表となりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、会議中のお写真についても撮らせていただきまして、ホームページ等掲載さ

れる場合がございますので、ご了承をよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議題でございますが、４月に開催されました区政会議、総会の内

容を受けまして、平成２５年度の区政運営の振り返り、そちらを詳細にご報告いたし
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まして、ご議論を踏まえましたのち、平成２６年度の予算についてご報告させていた

だきます。 

 まずは、お手元資料をご覧ください。近代化産業遺産を活かしました住之江アー

ト・ハート・ビートの推進でございます。こちら、北加賀屋にございます近代化産業

遺産、名村造船所大阪工場跡地で、昨年の１０月１９、２０日の２日間、アートのイ

ベントを開催いたしました。２日ともかなりの雨天ということでバットコンディショ

ンだったんですけれども、約５，５００名もの方にご来場いただきまして、こちらの

イベント、名村の地で始めてから５回目になるイベントですけども、地域のほうには

定着しつつある状態になっております。このイベントを始めたきっかけが、名村造船

所の大阪工場跡地が近代化産業遺産に認定されたことを契機に始めたものでございま

す。よって、指標といたしまして、名村造船所の土地の認知度を上げているところで

ございます。こちらが平成２５年度の区民モニター調査において、５９％となってお

り、かつ２５年度のモニター調査、５３．４％から５６％増と着実に向上していると

ころでございます。 

 歴史的エリア・建造物を生かした住之江アート・ハート・ビートの推進ということ

で、大阪市の有形文化財・史跡でございます加賀屋新田会所跡で、今年の３月２日に

開催いたしました。こちらは２５０年も前に立てられた建物と庭園を活かしました和

風のコスプレイベントです。そちらのほうにキッズダンス、殺陣、打楽器の演奏など

地域の皆さんにもコスプレイヤーの方だけではなくて、地域の皆さんにも楽しんでい

ただけるようなイベントといたしました。実際のところ、こちらもあいにくの天気で、

参加者のほうは３５０名にとどまったんですけれども、参加された方々の満足度も６

７％と高いものでございました。また、地域の方も加賀屋新田会所跡でこんなに若い

人たちがたくさん来るのは初めてということで、大変楽しんでいただきまして、また

開催してほしいとの声も多くいただいているところでございます。 

 続きまして、具体的取組１－２－３地域経済の活性化に向けた住之江アート・ハー
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ト・ビートの推進をごらんください。 

 こちら、地域経済の活性化に向けてということで、住之江ＣＪパンチのタイトルで

南港のＡＴＣで、１１月４日に開催いたしました。こちらは、区内の企業、商店街と

連携したイベントでございます。内容といたしましては、コスプレの聖地であります

南港を舞台にいたしましたコスプレアイドルのステージでありますとか、アニメ、漫

画を語るシンポジウムと、盛りだくさんの内容で、３，０００名もの方々にご集客い

ただきまして、８５％の方がよかったという回答をいただいておるところでございま

す。 

 昨年度の部会の主なご意見をまとめているものでございます。 

 ①イベント単発では意味がない。打ち上げ花火では意味がないと、やはりブランド

化につなげるためには継続性が必要だというご意見をいただいております。 

 ２つ目、住之江よさ、個性を生かすということで、住之江の個性、よさをきちんと

分析した、それを活かすような戦略を立てていくことが必要だというご意見をいただ

いております。 

 ３つ目、２と関連してくるんですけど、一言でも住之江といえば○○である、そう

いったもの、決定的なものをつくり出していく、そちらが重要であるというご意見。 

 ４つ目、情報発信の重要性ということで、区内に向けて、あるいは区外、対外的に

向けた情報発信、要は対象にターゲットに応じた情報発信が重要であるというご意見

をいただいております。 

 そして、５つ目、これからの情報発信について、対象に応じてでございますが、Ｗ

ＥＢ媒体、新たな広報ツールを強化的に活用していく必要があるというご意見をいた

だいております。 

 これらのご意見を踏まえまして、平成２６年度に予算計上しております事業につい

てご説明申し上げます。 

 まず、具体的取組１－１－１近代化産業遺産を生かしたアート・ハート・ビートの
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推進でございます。こちら２５０万円を計上しております。こちらは昨年度に引き続

きまして名村造船所大阪工場跡地で開催しますアートイベントです。ことし実施する

ことで６回目となります。本年度につきましては、やはり地域の皆さんにある程度認

知を得てきたということで、今度はこれをどのように対外的に出していくのかという

ところに重点を入れながら、対外的な発信に力を入れながら開催してまいりたいと考

えております。 

 また、昨年度部会の意見反映点ということで、やはり継続性、単発ものではなくて

継続性をどのように実行していくのかというところで、今までやっていた形式とは若

干変えまして、実施形式を地域の方、地元のアーティストの方、企業、ＮＰＯからな

る実行委員会を立ち上げ、予算のとり方にしましても、分担金という形をとりまして、

企画段階から参画いただきまして、今後も継続可能な、毎年どのように継続してイベ

ントを開催していくのかということを考えつつ、継続可能な活動へとつなげていくよ

うなものにしてまいりたいと考えております。 

 また、住之江区の個性で、住之江といえば○○という切り口につきまして、引き続

き住之江区といえばアートというふうに位置づけて、イベントの核、情報発信の核と

してアートを持ちながら発信してまいりたいと考えております。 

 続きまして、具体的取組１－１－２住之江クール・ビートの推進でございます。予

算のほうは２００万円を計上しております。昨年度に引き続きまして、コスプレの聖

地であります南港でイベントを開催してまいります。こちらにつきましても、実施形

態を実行委員会形式ということで、継続性のある活動、イベントにつなげてまいりた

いということで実施してまいります。その実行委員会につきましても地域の方、南港

咲洲エリアの企業、南港咲洲にございます大学、相愛大学、森ノ宮医療大学、大阪エ

ンターテイメント専門学校という方からなる実行委員会のほうを立ち上げまして、企

画段階から参画いただきまして、継続可能な活動へとつなげてまいります。 

 また、住之江区の個性を活かすという観点では、南港ということでコスプレ、クー
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ルジャパン、場所的なもので南港の海と夕陽、あるいはフェリーターミナルというこ

とで、そういったものをイベントの核に、情報発信の核に活かしてまいりたいと考え

ております。 

 これが平成２６年度の予算の内容でございます。あと、その他議題、部会テーマア

ンケートということで、その裏面にも部会テーマアンケート結果ということで、前回

の総会、区政会議の総会のときにいただきましたアンケートの中で魅力・ブランド部

会のアンケートに関するような内容について、一覧のほうで挙げさせていただいてお

ります。その中で、特にやはり広報紙の観点につきましては、総会の際にもご意見が

出ましたので、若干でございますが、住之江区としての広報紙に対します方針という

ことで、若干ご説明させていただきます。この中でもございますように、広報紙さざ

んかの充実ということで挙げられております。区の広報紙でございますが、やはり高

齢者、子育て世代向けということで、施策の情報発信の基本的なツールだとは考えて

おりますが、区独自の政策でありますとか、高齢者向け、子育て向けの施策情報がど

んどんふえている中で、限られた紙面の中でどのようにわかりやすくお伝えするのか

ということが課題かなということで考えております。また、今のページ数よりもやは

りページ数をふやして、文字を大きくする、高齢者の方にも見やすい広報紙、あるい

は内容の充実した情報誌、内容の拡充ということで紙面増に向けて広告収入の確保策

についても今年度検討してまいりたいというふうに考えております。簡単ではござい

ますが、広報紙さざんかの役割と広報紙さざんかの充実と広告収入の確保で、このよ

うに２６年度につきましては区として進めてまいりたいと考えております。 

 以上が平成２５年度の振り返りと昨年度の部会を踏まえた平成２６年度の予算につ

いてのご説明でございます。 

 まずはご質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

○佐藤部会長 

 杉本さんから明快なご説明をいただきましたが、これについて皆さんの忌憚のない
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ご意見をいただければと思います。質問でも結構です。 

○大木委員 

 今年は海からの募集はできるわけですか。船で来るでしょう。あれなしですか。 

○杉本ブランディング課長 

 なしです。あれは２年前に、元々は港湾局という大阪市の部署が船でめぐるという

ことで４区、５区をめぐる形をとってたんですけど、ちょっとその予算が増えてしま

ったら、区独自でするとなるとかなりの予算規模になってくるので、ちょっと今年も

なしということで。 

○大木委員 

 港湾局のその巡るものとかは活用できないか。 

○杉本ブランディング課長 

 それ自身がなくなってしまいまして。かなりご好評で、それこそ加賀屋の方も乗っ

ていただいて、例えば中央卸売市場に行かれたりとかがあったんですけれども。あと、

同じ日にイベントをしている会場というのも、ちょうどその船着き場のところにあれ

ばいいんですけど、その仕組みがなくなってしまいましたので。 

○小髙委員 

 どれもイベントがずっとあるんですけども、要はこれが住之江でやってますよとい

うのを対外的に見て、ポンとわかるようなもの、目印というか、中にもあったのか、

アヒルはかなり有名だったけど、そういうものはあったんでしょうか。 

 要は区のカラーが一言で見える、わかる。中の人は自分のとこの区でやっているか

ら事業としては分かっている。外から来た人が加賀屋新田に来ても、住之江区に来て

るとは思って思ってないと思うので、その辺も何か目印になっているようなもの、目

立つようなものが何かあったら。例えば区の花の旗とか。 

○杉本ブランディング課長 

 そうですね、さざぴーも全部のイベントには顔を出していますが、区民の方で、子
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どもさんがいらっしゃる方は、気づいていただけると思うんですけど、外から来られ

た方はどこかのキャラクターなのかなということで、今のところ、おっしゃっている

ロゴとかそういったものだと思うんですけど。 

○小髙委員 

 どんと目立つもの。逆に言ったら、それを映しておけば、住之江区が企画したイベ

ントだなというのがわかる点が必要なのかなと。外から見た人は住之江区でやってい

ようが何をしようが、インパクトがないと住之江という意識がない、持てない。逆に

住之江のチームが外へ出て行ったときに同じロゴを使えるとかなり住之江のアピール

になるんじゃないかなと。この中で見たもので、いつも住之江区でやっているよとい

うものがあれば、それを変形させていってシンボルにできないか、使えるように変形

させてもいいのでは。コスプレどうこうと言っていても、そのコスプレの横で必ずこ

のマークがあるというものであって、写真を撮ってもらってもそこに必ずそのマーク

がある、そういう何かインパクトのあるものがいるのかなと。ただ、ないのであれば

仕方がない。 

○杉本ブランディング課長 

 例えば、イベントごとで例えば、本当に名村のイベントですと皆さん、あひるちゃ

んとインプットしていただいていたりとかいうのがあるので、そうすると、もうコス

プレでというのであれば、どこかのコスプレのイベントでも、そのキャラクターを作

ってたいたりというところがあるので、そういったものには繋がっていけたりとかす

るのかなと思います。 

○小高委員 

 少しインパクトのあるものというのがあって、馴染みやすいものがあれば。外から

来た人が住之江区はいつもあそこにそれがあるというような。そういうのがちょっと

あれば、マスコミから見ても常にイベントのときにそれが映ってたら、見る人が見た

ら住之江ってすぐ分かる。イベントで看板だけだったら、字を読まないとわからない。 
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○大木委員 

今、これ、ブランド作りを模索している訳で。 

 だから、それがぱっと出てくるのであれば苦労はしないので。だからここへ来てそ

ういう意見が出てきたらやはり、例えばアートやったらアート、食やったら食、これ

からこういうコスプレとかそういうもの単体的にとり上げて、それでその分を専門的

にどうしていくかというようなことを１回語りあって。今、模索中ですから。どれが

いいか悪いかは分からない。例えば、名村造船所にしても、例えばあそこへ行ってい

ろんな催しもして、地域の人が行って物品販売をするというのでいいのかということ

で、住之江の造船所やったら造船所の問題もこれからどういうように広げていくのか、

それともどういう風にブランド化していくかということ。コスプレにしても、コスプ

レの人と、そこへ来た人との会話がない。だからああいうものは、例えばコスプレを

代表してそういう催しをしている方と、あそこへ来られる方とが、気軽にお話ができ

る、今の状態だとまだ、来られてみたら、相手の人にお話をするときにちょっと話し

にくいなという感じになってました。そういうのもあわせて、コスプレの問題、南港

でするなら南港のどこでする、そのコスプレの人と来られる人のコラボレーション、

そういうのがどういうふうにしてやったら一番いいとか、それをどういうふうに立ち

上げていくのが一番いいのかとか。それから、そういうものを取り上げて、項目別に

一回たたき台をつくって検討して、それでそれをだんだんと専門化していって掘り下

げていくという方法をしていかないと、いつまでたってもぼやっとした状態になる。

ここはそういう方向に、時間が多少かかったとしても掘り下げていけるような方法を

つくっていけば、ちょっと変わってくるのかなと思いますけど。このブランドを使用

していただいて、ほかの人の意見も聞いて、いろんな意見を聞くこと。実際来てもら

って見てもらうと、これはこうといういろんな意見が出てくると思います。だからそ

ういうときにこの名村造船やったら名村造船がやると、このブランド化のメンバーの、

ほかの人来てくださいよと招待状を出して、来ていただいて見ていただく、それもま
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たアンケートをとるという。例えば南港だったら南港コスプレ大会、住之江公園だっ

たらそれをしているときに来ていただいて、皆さんのご意見を聞いて、そういうこと

をして一つずつ固めていってやっていくほうがぼやっとしているのよりいい気がしま

す。 

○栃村委員 

 今、大木会長がおっしゃった、正直なところ、何をしたらいいのか、正直今の気持

ちとしては何をしてほしいのかというのが正直な感想です。ぼやっとし過ぎてて、ブ

ランドを立ち上げたいというのは、最初からその形で集まっているんで、何をしたら

いいのかを一生懸命考えるんですけども、結果、何かいろいろ提案しても提案どまり

になりますし、具体的に何をしてほしいのかという気持ちが正直な気持ちになってし

まっているというところですね。 

 例えばなんですけども、当時からアイドルグループとかいう話も会がなかなか開け

ないので具体的に進めていいのかどうかというのはわからないまま結局、今、私の仲

間内で、とにかくイベント、北加賀屋とかそういうところであるご当地のイベントご

と出られるメンバーを募って、住之江が元気になったらいいなと思ってくれる人でい

いから集まろう見たいな。私がたまたま北加賀屋で頑張っているということも含めて、

私の周りの友達も、じゃあ一緒にやろうと言ってくれたので、それでやってみようか

といって、勝手にすみのえーると名前をつけて、活動してみようと今盛り上がってる

わけなんですけど、これも結局は、私たちで勝手に判断して、勝手にまだ任意のただ

のそこら辺にいる劇団と何ら変わりのない状態で、これで具体的に住之江区とどう連

携していったらいいのかとか、そういうのが見えてこないというか、連携してほしい

のかどうなのかというのもちょっと見えてこないという状態になってしまっているか

なという印象なんです。 

 お伺いしたいのは、結局ブランドにしていって、具体的に何が起こればいいなと思

っているかというのを夢物語の状態でもいいんで、例えば区民の人数が１．５倍に増
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えたりとか具体的なことを教えていただけたら一番うれしいなという、それに対して、

じゃあこれはどうですか、あれはどうですかという意見が言いやすくなるなとは思う

んです。なので、例えばお店の数を少なくとも１．５倍にしよう、人口を１．５倍に

しよう、子どもの数を３倍にしようとかいう具体的な何かその区役所さん的なイメー

ジがあるんでしょうか、数字とか。 

 正直、夢物語かもしれないですけど、わたし、たまたま今不動産屋さんのところの

お手伝いをしてるんですよね、ひょんなことから。そこは天王寺区、阿倍野区を中心

にやってるんですけど、なぜか阿倍野区は本当に多いんですよ、新婚さんが引っ越し

て来たいという希望が。なぜかというと、やっぱり校区がいいんで、五条小学校だの

なんだのってやっぱり出てくるわけなんです。小学校区が出てくるんですけど、そう

いうのとかを聞いていると、こういうのを住之江区のブランド部会で活用していった

らいいんじゃないでしょうかというのがアイデアとして湧くんですね。やっぱり子ど

もが３倍というのは夢物語だというふうになるかもしれないですけど、例えば、不動

産屋さんと連携していくなんていうことは考えられるんじゃないでしょうかという。

今、分譲が比較的多い、緑木とかあの辺ですね。 

○杉本ブランディング課長 

 一戸建ての分譲、あとは加賀屋の商店街のマンションが建ったりとか。 

○栃村委員 

 ものすごく増えているんで、そこにどういったお客さん層を誘致しているのか、住

宅メーカーがやっているので、そういう情報を仕入れているのかどうか、そういうと

ころとタイアップして、例えばモデルオープン、オープンハウスをするときに私たち

ブランド部会の人たちで何かそれを盛り上げる手はないのかというような、そういう

発想とかをしていけるかと思うんです。ただ、具体性がないと子どものことは昔から

言われていたので、すぐ発想が思いついたんですけど、そういう具体的な何かを示し

ていただけたら、じゃあこれは、じゃあこれはというのでできるんじゃないかと思う
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んです。子どもの件はそうやってちょっと今回部会がテーマをと言ってたんで、実際

に意見として言えたらと思って今の案を持って来たんですけども。 

○大木委員 

 子ども問題は区、市がやる気になったらすぐ。子どもを増やすのに、加賀屋で言う

と、一番のやり方というのは住宅なんです。そのことは区役所に言っているし、前の

副区長にも言っている。結局、加賀屋の公営住宅が６００棟。そしたら、その６００

の中で３分の１は新婚世帯の住宅地になっている。ちゃんと改造してあって、家賃が

今５万円いただいているんだったら５，０００円でもいいじゃないか。小学生１年生

から中学生までの子どもがいる家庭だったら、その家賃は免除にする。ただし、卒業

したら、それはまた出なきゃいけない。そういう、お父さん、お母さん方がよその区

にいっぱいおってね、家賃やいろんなものを払うのは大変なんです。公営住宅の家賃

３分の１は必ずこれをするんだというようにして家賃をまけてあげたら必ず来るんで

すよ。５万円払うのを５，０００円でいいです。そしたら、加賀屋のそういうブラン

ドが、加賀屋小学校の存続が叶う。まちづくりもそうなんです。今までは住宅建てた、

若い人がどおっと来た、よかったなと、歳をとっていくことを計算しなかった。常に

循環するためには、公営住宅を建てたら、必ず３分の１はそういうような方法の住宅

に住むもんです。そしたら何年たってもそこで子どもが、うちらだったら６００棟だ

ったら２００人ほどの子どもがおるわけです。そういうものの考え方をちゃんとして

くれるんだったら、まちづくりというのは失敗しないんです。泉北にしたって全部そ

うですよ。最初はだんごで、最初は若い人がいっぱいでよかったなというとるけど、

４０年したら高齢者ばっかり。後どうするかというたら、そういう方策がとれないん

です。そういうのも民間のマンション業者に、今おっしゃってるそういうところにも、

じゃあ公営がこうしとるんだから民間もせめて１０分の１でもいいから１００棟の住

宅を建てたら１つか２つでもいいからそういうものを提供してくださいという協力を

お願いする。子どもの問題はそれで済むんですよ。そしたら住宅供給公社が１回ここ
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に来たらしいけど。それで前の副区長が出てきて、書類に書いてあるけど。実際実行

していっているのかどうかの問題。だから、そういう人の子どもたちを呼び込んでき

て、住之江区というものをそういうブランド化とすることも、広めていくということ

も住宅なんです。そういうことですね。例えば税金をまけてやると、それはもう絶対

やってはいかんことですからね。だから、そういう人を呼んで住宅の費用を本当に１

０分の１なり何にしたって、その間にしっかり子どもを教育しなさいよ、しかしその

人は小学生、中学生と義務教育を受ける人がいなくなったら出ていただいて。常にそ

うなるわけですから。子どもが入ってきたら活性化する。早くから言っているんです

けど、やらないんですよ。 

○栃村委員 

 こっちはその住宅だけじゃなくて、ブランド化する。ブランドをつくるというのは、

すごく漠然としてて、ちっとも進まないという印象がどうしてもあるんで。もう一つ

具体的に言うと、小学校をもっとブランド化していったらいいんじゃないでしょうか

というのがありまして、例えば清江小学校さんだったら、芝生ですよね。大阪市内で

唯一のというぐらいの芝生の学校ということで、例えばそういうグラウンドであった

りとか、逆に言うと北加賀屋の加賀屋小学校ではグラウンドがとても広いし校舎も広

いという、そういうのを、天王寺・阿倍野は、もちろんどうしても常盤小学校、五条

小学校区がいいというのは、教育環境がいいという、私は子どもを持ってないので残

念ながらどこまで違うのかはわからないんですけど、同じ小学校で何が違うのか。そ

ういう先生の違いがあったりするんだったら、もっとそういうブランドを見せるため

にも、そういう先生方を呼ぶ仕組みは一体どうなってるのかもすごく気になり始めて、

何でそんなに大阪市内で学校区でそんなにも差が出るのか。どこどこ学校区がいいと

いうお客さんがなぜ多いのかという。そしたら加賀屋小学校区でおうち探してるんで

すとか、清江小学校区でおうち探してるんですと言ってもらえる、それがブランドな

んじゃないんですかというところで、それを私たちでどうサポートしていったらでき
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るのか。例えばボランティアでホームページを強化するとか、いろんな放課後での課

外活動でボランティアを募って、例えば私たちがここに書いてありますけど、そうい

う情緒教育の部分に力を入れてますとかというのがうたえるならいくらでも協力でき

るんじゃないかなと。そういう具体策をどんどんとっていかないと、いつまでもブラ

ンドという漠然としたものに向かって、どう向かっていくのかわからないまま年が過

ぎて行ってるような気がするなというのが個人の感想です。 

○佐藤部会長 

 栃村委員の意見も実にその魅力・ブランドが何のためにつくるか、目的、子どもを

いっぱい集めたいとか、実に日本中そういった都市、まちが多いと思います。大木会

長の言われるような、子ども教育に関しては、魅力・ブランド部会というのから、ち

ょっと余りにも早急過ぎるというか、具体的過ぎる。私が個人的に思うのは、魅力・

ブランドなんてものは漠然として曖昧なものでいいと思うんです。なぜ思ったかと言

うと、ご存知の芝川社長がアヒルを買ったときに目的が、何で買ったんですかと聞い

たら、何か知らんけど、おもしろそうやから。実際それを浮かべてからいろんな行事

が起こったり、それにあやかってアヒルバッチをつくって大もうけした人がいたりと

いうふうに、何かをきっかけとしてぽんと出したときに、ブランドというのは何が起

こるかわからへんけど、そこから活性化するものがあるんではないか、というふうに

期待する方が今はいいかと思うんです。先ほど杉本さんの説明にあったように、よう

やく名村造船所も我々も、私とか栃村が来てから、あそこを活性化しようと始まった

わけですけど、５年たってようやくみんなに認知されるようになった経緯もあるし、

それも一企業の千島土地が膨大な助力してくれたおかげだと思うんですけど、それに

うまいこと行政として乗っかって成功している方だとは思います。ところが一方、南

港のほうは確かに核になるもの、コスプレというネーミングはあるんですけど、コス

プレっていうもの自体が漠然としているので、さっき小髙委員からも言われていたみ

たいに、何を言ってもアイキャッチになるものがなかなか少ない。そう考えたらやっ
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ぱり名村造船所のほうと比べて、千島土地さんが、企業が先頭をきってやって、そこ

にうまいこと行政と絡んで行ったという経緯と比べてみたら、まだまだ南港は。行政

さんと今年から学校とかが連携するようになったんですよね。まだまだスタートライ

ンだろうな、それこそあと４、５年かかっても十分もとはとれるというか、評判が上

がるのではないかなというところだと思うんです。だからその魅力・ブランド、どう

いうものをつくった、何のためにブランドをつくろうかとか何のためにまちの魅力を

作ろうかと、こういう方程式とか関数関係を先に決めるんじゃなくて、何か知らんけ

どこれっておもしろそうやなあというものを漠然とでもいいから続けて行くほうが何

かそこからいろんな人がこの指とまれじゃないですけど、やってきて、ようやく形に

なると考えるほうもいいんではないか思います。 

○大木委員 

 さっきの子ども問題は住宅の話やと私はしただけであって、名村造船所の跡地の問

題で一番問題になるのはいつも言うんですけども、一般の方が常時見られない。今ち

ょうど防災のいろんな計画の再見直しをしているけれども、今、名村造船所の木津川、

振動に対してちょっと大きな工事を１年か２年かやっている。今の門のところに一般

の人が常に入れるとかいうような方法に運動していかんと、今のままだったらシャッ

トアウトでしょう。あそこに遺産があるので、行って見ようかと思っても行けないん

です。祭りのときだけというだけのもので。ただ、遺産というのは常にそれが一般の

人の目に触れて、こういうのかというのがわかってこそ初めて理解していってもらえ

る。これを何とかできそうにないじゃなしに、できんからやらないかんという姿勢で

港湾局とかいろんなところに働きかけて、できる方法をとらないかないと。いまのま

まだったら何年たっても理解してくれません。 

○井上委員 

 あそこの中は一般企業がいろいろ借りてますよね。 

○大木委員 
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 その、ダンプの出入り口を北にもっていったらいいんですよ。よく考えてください、

今開いているあの扉はもう絶対的なものでないでしょう。こないだも一緒に回ってき

たけど、地震が起こって１センチ傾いて、あれはもう閉まらへんですよ。 

○井上委員 

 私は、まだ毎年閉めてますけども。 

○大木委員 

 津波がここら辺まで来るぐらいの大きさだったら、地震が起こる先に。そしたらあ

れがちょっと傾いたらアウトですよ。そういうものをつけとったんじゃいかんでしょ

うということで、ここを改造しなさいと。改造するのであればこっちも一緒にしなさ

いよということで、それ以上のことを、これを地道にやっていかんと、この遺産は本

当に一般の目に触れないですから。だからそれを一つの提言として、大きなことの第

一歩ですよ、それを常にやって出していくということと、先ほど私が言うたようにブ

ランドなんていうのは、そんなできるもんじゃないと。だから、一つ一つの専門のも

のを抜粋して、それを専門的にどうしたらいいんかということを、我々の仕事で１回

考えて、その中で自然にできてくるのがブランドであって、人が作るものではない、

自然に出てくるものです。 

 それから、それを作ろうと思うと、名村造船所の後はコスプレがある。食文化の大

きなのをやったとき、たたき台にしてもう一度再検討しても、ちょうど今いい時期で

すよ。これからやっていくんですから、何かそういうものを改めて考えていってもら

う時期に来とんじゃないかなと。同じお金を入れていただくのならね。だから、大き

な問題はその堤防の件ですよ。 

○小髙委員 

 会長もおっしゃっていたけど、魅力やブランドやと、住之江区を売り出していく、

だから今言っているのは加賀屋がどうのこうの、住之江校下がどうのこうのという部

分というのは全部盛り込まないといけない。その中で、住之江区という土地、地勢に
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かかわるブランドという、そこの中にある企業とか人というのは、これ全て我々が持

ちうる資源なんですよね。その資源の中から群を抜いて皆さんに認められるものが出

てくるかどうかというのが一つのブランドの価値なのかなと。今の学校の問題に、学

区に子どもを集める、どうのこうのという。加賀屋小学校だけが有名になってもだめ

ですよ、何であそこだけという。住之江区の学校といったらどこでも、小学校に行っ

たらこのことに関してはがつっと、きちっと覚えていけるという部分も特徴を区全体

で持たないとブランド化につながっていかないし、当然、住之江で教育を受けた子は

英検４級をみんな小学校の間にとって出て行ってますとかいう、それが一つのブラン

ドになっていくのかなと。ということは、今我々が住んでいるこの区の中にある資源

と人と企業、その部分をきちっと活かしていくには、例えば加賀屋新田でも、あれに

一つの住之江のマークみたいなものがついてたら加賀屋新田を、全国の新田を集めた

ときにどこそこにあるというのは書いてあるけども、マークがあってどこそこにある

というのがないのかな。一遍にすると目立つ。そこというのがブランド力。ほかに住

之江には何かないのと。マークで探せばというようなつくり方のほうがいいかなと。

どこにそのマークをお使いになっているかというのは、やっぱりわかるように、見え

るようにしないといけないから、その見えるようにすることによって、住之江という

のがどんどん出て行く、会長がおっしゃっているように、皆で堤防を改造せえと言っ

て、結果が出たら、そこにマークが入っていてもいいと思う。住之江区という地勢を

ブランドにしないと、区自体をブランドというのは難しいのかなと。だから、学校を

一つとっても住之江と言ったら英語はちゃんと覚えてなかったら卒業できない。そう

いうのが特徴としてないのかなと。それがあれば、一つの注目を浴びる。うちは英語

を話せるから住之江に行こうかということですよ。住宅統計調査で出てくる２割近く

は空きがあるじゃないかなと思う。民間も含めて。公営は９０％以上入っていると思

われるが、そういう住宅を活用していく方法というのはあってもいいと思うし、さっ

き言ってた、若い人の家賃を割り引くとかいうよりも、お金を払ってでも行きたい住
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之江区にしないといけない 

○佐藤部会長 

 あと、安達委員とか伊達委員さん、何かないですか。 

○井上委員 

 ちょっと前に戻って、２５年度の事業をやってもらった分の総括というか、結局こ

うやって簡略して書いてあるだけで、実際どういう動きをしてどういうタイムスケジ

ュールとか予算をどういう使い方をしたとか、それに対する評価ですわね。こっちの

委員とか外部の有識者の意見とかそういうのを一遍総括してもらわないと、この箇条

書き、やりました、やりましただけではちょっといかがなもんかと。これは住之江区

役所で、そういうのはできてるんですか、そういう総括的なものは。 

○杉本ブランディング課長 

 逆に井上委員にどういった点、スケジュールというのは。 

○井上委員 

 アンケートも重要な部分ですよね。 

○杉本ブランディング課長 

 まずは、来場された方についてのアンケートをまず、とって 

○井上委員 

 どういうことをまずしたかをわからないと、次、今年度しますよと言ったときに、

果たしてどういう方向性でやっていくのかというのが見えないし、ちょっとアバウト

になり過ぎるのではというのがあります。 

 それともう一つは、今年度の予算で計上してもらっているんですけど、これの、ど

ういう内容か、予算の明細ですよね、それも教えてほしいんです。去年はもらってい

ましたか。２５年度は確かもらっていると思います。計算書まで要らないですけど、

予算書とかそういうのがあれば、もうちょっと具体的な話ができるんじゃないかなと

思います。 
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○杉本ブランディング課長 

 まず、平成２５年度のイベントの部分につきましては、まずはアンケートを全てと

っておりますので、アンケートの結果。 

○井上委員 

 そうですか。そんなものも見たいです。その場でみんな、意見の参考になると思い

ます。 

○杉本ブランディング課長 

 アンケートの結果とイベントの内容についても、ざくっとしたものです。例えば、

こういう方が歌を歌いましたとか、こういうところで例えばこんな飲食出ていました

とかそういう細かいところを見ていただいたと、アンケートが出てくると、これはう

まいこといったんだな、この催しはちょっとどうやった、この分はどうなのかなとい

うところが多分分析できるだろうという。だから、今年は、この分をもうちょっと攻

めていったらいいのではないかとか、多分そういう。 

 あと、２６年度に向けては、予算書そのものですと見にくいかなと思いますので、

こういった分野に幾らぐらいと、大体どれぐらいの規模、例えばテント数はこれぐら

いとか、広報については何枚こういった時期に移そうと思っているというような予算

の概略ということで、そちらのほう、またまとめさせていただきまして、各委員様の

ほうに報告ということで、させていただいて、次回の検討のときはそれを見ていただ

いて、今年の進め方についてはここを伸ばしていったらいいんじゃないかというご意

見がいただけるというようなことで形にして。 

○大木委員 

 そんなことより、それは将来の夢であって、現実的に言えば、うちが今からやろう

としている、やらないといけないと思っているんだけれども、名村造船所の壁画の写

真を撮って、それをはがきにして暑中お見舞いとか年賀状とかいうのに入れてもらお

うということで。素人がするものですから今のところできてない状態で。あそこの壁
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画にしろ、新田にしろ、住之江も絵はがきとかをつくって、そして皆さんに利用して

いただくという方法をとれば、そういうのを多少、身近なことだけど多少なりともそ

ういうもんがよそに宣伝になるから、そういうことも始めて、小さいとこから始める

方はそういうようなものも始めて行ったらいいし。 

○井上委員 

 写真はどこにあるの。 

○大木委員 

 ないんです。 

○杉本ブランディング課長 

 大丈夫と言われました。ご自分の写真でとったら大丈夫ですよ。大阪府の人に言う

ときます。 

 

○大木委員 

 お人形さんを撮ったという話です。そうしたら、あなたが撮った写真は平面だから

ダメと。それにしても、絵だけじゃなしに、名村のアヒルの絵とか新田とかコスプレ

の方々の写真とか、そういうのをはがきに入れて、住之江区でこういうのがあります

よというのを分かるようにして、皆さんに事業をしていただくような方法として、小

さいところですが、ぼちぼちいけるような方法があったら先陣にはなると思うんです

けどね。私は今年、年賀状までにやりたいなと思っていますが、編集を誰かやってく

れたら。 

○杉本ブランディング課長 

 そしたら、例えばイベントごとにその近くの名所と遺跡の絵はがきを売られて思い

出されるとか。 

○大木委員 

 観光地に行ったら必ず売ってるでしょう。 
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○栃村委員 

 売るのもいいんですか。個人で撮った場合。 

○大木委員 

 個人でなしに。それは一つのブランドの部会の中で住之江区の、この団体をどうい

うふうにするか知らないが、その団体でつくって宣伝するんだということで、お金も

うけということじゃなしに。 

○栃村委員 

 じゃなくても、私が部会にそういうのを提案したことがあるんですけど、そのとき

は、販売はちょっとまずいかもという話を聞いたんですけど。 

○杉本ブランディング課長 

 例えばですね、ストレートに販売になると問題が生じてくると思うので、例えば、

イベントの実行委員会とかよくあるじゃないですか。その中で、その実行委員会の例

えば協賛の一つとして、その実行委員会のお財布の中の販売、例えば名村でイベント

をしますよで、その中のグッズの一つということ売って収益のほうについては実行委

員会のお財布の中に入れて、イベントの中に使っていくという仕組みであれば大丈夫

です。ただ、個人的に使ってしまうと、いろいろ反響だったりとか問題はある。 

○大木委員 

 個人でやるといろいろ問題が起きてくると思うんですけど、団体としてやるような

方法を講じたら。２００枚はいけるかなと試しに作ってるんですよ。それを何しよう

と思ったら宣伝が足りないものだから。だけど、きれいですよ、あのお人形さんと写

真撮って、カラーで撮ったら。何せきれいなものですよ。 

○小髙委員 

 一つのはがきですよね。そのはがきで写真があって、簡単な解説があって、表側が

出せるようになっていて。風景印を御存じですか。郵便局が押す風景印。住之江区の

風景印というのは郵便局が持っているんですけど、存在は住之江郵便局しかわからな
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いんだけれど、ほかの特定局がもってるかどうかは別なんです。郵便局と少しタイア

ップするので、その写真の裏側に下から何センチか企業広告でその写真を入れる。 

○栃村委員 

 安くなるんですか。 

○小髙委員 

 安くなる。エコはがき。そんなことはできひんのかな。区の絵はがきなんですけど

も、どうやってこの絵はがきを持って帰って記念品にするじゃなくて、それをそのま

ま５０円切手を張って、風景印押してもらって出してもらうというのがポイント。風

景印は郵便で出さないと押してもらえないから。そしたら、自分が行った足跡をそれ

に残すという意味で活用してもらうような仕組みっていうのをこしらえて、特定局に

も出てきてもらって、そこで郵便を受付してもらう。そうすると、例えば名村やった

ら名村の３カットとか４カットのいいところのはがきがあって、そのときに企業の設

定がなければ、ないはないで、あるならそれを、１枚５０円やったら５０円とか、３

０円やったら３０円のご寄附をいただいて渡して出してもらう、そういう形。ただ、

寄附を受ける部分というのはしっかりとしておかないといろんなとこでひっかかって

くるのかなと思ったりするので、寄附を受けるパターンというのを決めといたら。そ

のパターンが決まっていればやって、郵便局が切手をくれるわけですから、そこでや

って、その時期がうまいことかもめーるの時期となったらそれでもいいだろうし。 

○大木委員 

 名村のお人形さんを作ったり、その中に例えば５枚セットやったら５枚セットにし

て、新田の写真を貼って、コスプレとかの写真に入れるとかしてセットにして、どこ

に行っても観光地に行ったらあるじゃないですか。加賀屋とか住之江にはないです。

だから、こういうのをやるなら、そういう方法も一つの小さな第一歩で、すぐできる

ことですよ。はがきなんてつくるのは、写真を撮って、すぐできます。だから、そう

いうのもあればいい、今、小髙委員がおっしゃったように、それを活用する方法、郵
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便局であるとかいろんなところに知恵を出してもらうんだったらそういうところにも

交渉していただくとかいうことで。 

○杉本ブランディング課長 

 原価どれぐらい１枚どのぐらい。 

○大木委員 

 切手代がかかる。白黒だったら何にもならないんですよ。カラーで撮りますんで。 

○井上委員 

 とりあえず、区の予算で一遍つくってもらう、１，０００枚ほど。 

○小髙委員 

 １枚カラーで仕上げたら１００円程度かかってしまう。だから、その部分をやっぱ

り、はがきなので使わないと。持っていても一つもおもしろくないので。そこのとこ

ろ、お手紙を出すということも意味を持ちながらやっていくという。風景印という、

風景印はすごくブームでないけど知ってる人は知ってて。言っているように、郵便局

のほうで風景印、どれだけあるかという数すら把握できてない実情なんです。どこの

郵便局が持っているかわからないし、いつどうやって使っているかよく知られてない。

ただ、旅先で向こうのはがきを書いて、自分の家と親しいところ何枚か、今旅行して

ます、だけの一言を入れて出す、風景印を押してくださいといったら、ほとんどのと

ころで風景印押してくれる。風景印というのは、そのご当地の名物なり名所なりを図

柄の中に入れてあるので、それで届くわけ。それなら消印を見ると、ああという世界

です。それで、郵便切手の収集家はこれが記念切手やって、その風景印でやって、収

集家でいうと逆にきちっと風景印を押される向きにも気を使う。 

○大木委員 

 初めて聞いた。 

○杉本ブランディング課長 

 片仮名でしか入って来なかった。 
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○大木委員 

 字はどういう字を書くの。 

○栃村委員 

 風景。だから、ご当地スタンプです。 

○小髙委員 

 ご当地消印。消印やから、その日の日付しか入らない。 

○栃村委員 

 アリバイです。 

○佐藤部会長 

 ありがとうございます。具体的な意見でございます。風景印と消印と。 

 あと、安達委員と伊達委員からも何か一言ずつ。ちょっと時間もそろそろなので、

いただけたら。 

○安達委員 

 子育て問題から防災問題までいろいろ。郵便局さんそのものは無理やと思うんです

けど、さざぴーカードがせっかくあるので、それを加盟店みたいな形でできないか。

そういうやり方がちょっとできないのかなと今聞いていて思いました。 

○小髙委員 

 さざぴーカードを使っているお店のところにさざぴーカード自体に自分のところの

宣伝を入れては。 

○井上委員 

 さざぴーカード、どうなんですか今。加盟店は増えているんですか。 

○杉本ブランディング課長 

 加盟店は増えてます。徐々に。 

○大木委員 

 何か、すごいポイントを還元する。 
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○杉本ブランディング課長 

 今、ポイント還元セール中でございます。１００万ポイント、還元セール中でござ

います。 

○安達委員 

 でも、全然知らなかったですけど、フジオさんというお店にありましたんですけど。 

○杉本ブランディング課長 

 一応、また広報紙のほうにも載せます。 

○安達委員 

 隠してるわけではないんですね。 

○杉本ブランディング課長 

 わけではないです。 

○安達委員 

 その辺がもうちょっと伝わって来たらと思ったんですけど。 

○佐藤部会長 

 あと、どうぞ。 

○安達委員 

 南港のほうに北加賀屋、ＡＴＣにしても、このあたりでしたら、すごい庶民的なと

ころがすごいいいところだなと僕は個人的に思ってるんですけど、本当住之江区は広

いので、魅力はいっぱいあるんですけど、確かにそれを一つのブランドにしてみたい

というのも前から言われているように壮大な話で、まとまらない話になってしまいま

すし、これも住之江区、あれも住之江区みたいな、いいものというのは結構みんな気

づいている方多いと思うんですけど、これも住之江区だった、あれも住之江区だった

かみたいな形で、一つ、僕の個人的なアイデアとしてちょっと思ったのは、仮にイベ

ントの活用ということであれば、例えばユーチューブの動画であれば、常に画像の中

に決まったロゴみたいなのが、先ほどの小髙委員がおっしゃられたような、必ずこう
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いう画像が出てくるみたいな。 

○杉本ブランディング課長 

 東映のあの波の、あんな感じ。 

○安達委員 

 そうしたら重ねることもできるので。そういうようなものをつくるというのも一つ

ありなんですけど。できるんじゃないかなと。割と簡単に。簡単にというか、実際何

か製作物をつくるよりか簡単にできるんじゃないかと思いました。そんな考え方もあ

りかなと。 

○佐藤部会長 

 はい、ありがとうございます。 

 最後に伊達委員もどうぞ。 

○伊達委員 

 さっきのお子さんの話に戻っちゃうんですけど、私、まだ住之江区に住んで１０年

ぐらいなので、外部の人間的な感覚がまだ残っているんですけども、何か住之江とい

ったらご老人が多い。少子化らしいですけど、どこ見ても子供さんがいっぱいいる家

庭があると思うので、子どもが少ないイメージは余りないんですけど、柄がよくない

とか、何かちょっとヤンキーなお母ちゃん、お父ちゃんが多いとか学力が低いという

イメージが越してきてすぐにあって、それは１０年たってもあまり変わらないんです

けど。魅力・ブランド部会ということで、住之江をより魅力的で住みやすいまちにし

て行くという目的があるんであれば、やっぱり住んでいる人らの意識を、レベルアッ

プさせていきたいというのは住んでいて思うんですよ。例えば、交通標識に対しての

意識がすごく低いとか、何度かお話したことがあると思うんですけど、信号無視が異

常に多いとかごみのポイ捨てが多いとか、結構、皆住之江の町なかを大事にしない方

が多いので、その辺の意識を変えていくような動きがとれたらいいなと日々思ってて、

例えば、すごい住之江区って大阪市の中でも海にたくさん面している地域だと思うの
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で、土地もまたすごく大きいので、何かその辺を活かした何か、子どもらに勉強して

もらえるような機会を持ってほしいとか、自分の子どもも今幼稚園年長さんと中学２

年生の子がいてるんですけど、住之江区のことをあまり知らないので、何かこう住之

江区ってこんな加賀屋新田があったことも、つい最近ですし、何かそういうのが知れ

る、ちょっと授業じゃないですけど、ちょっとした時間があったらいいのになとか、

あと、まちづくりに取り組む時間、学校とか親とかが意識を持って子どもらとかに教

えていってあげれるような、例えば今私が取り組んでるのがあるんですけど、家庭の

廃油を海に直結して流すのではなくて、家庭で子どもたちが家で使い終わった廃油を

回収して学校で石けんをつくるとか、要は環境問題に取り組んでいるよとか、あとは

独居老人さんとかもすごく多いと聞いたので、子どもたちに安否確認のために子ども

たちが手紙を書いて老人の方と郵便の配達員の方とかいろんな方に協力してもらって

手紙が届くような仕組みをつくるとか、結構どこかのエリアでそれが結構役立ってい

ると聞いたので。子どもたちとご老人とを結びつけるのにいいんじゃないかなとか。

何かそんな感じで意識を変えれるような動きをとりたい、とれたらいいなと日々思い

ます。 

○佐藤部会長 

 さまざまな角度から大きな意見から具体的な意見までありがとうございました。 

 議論もいっぱいあったんですけど、そろそろ予定の時間となってまいりましたので、

きょうお話いただいたことをもとに次の部会では２６年度の事業に反映できるところ

は、その進ちょく状況、２７年の予算要求が反映できるところはさらに深めた議論へ

と進めていければと思います。 

 次の部会は、８月をめどに事務局のほうより日程調整、いつものように日程調整を

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後に事務局のほうからどうぞ。 

○杉本ブランディング課長 
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 今、２６年度の部会スケジュールというところの平成２７年度、ちょっと気が早い

んですけども、来年度の事業に対します予算の要求というのが９月にございますので、

逆に言いますと井上委員がおっしゃったような、まず振り返りであるとか去年やった

ことを今年に生かしていくとともに、それを来年の部分についてはどう予算反映して

いくのかということが必要になってまいります。ですので、そのスケジュールからみ

ますと、８月中に第２回ということで開かせていただきたいと思います。それについ

ては、本日ご意見いただきましたこと、まずは２５年度のイベント内容の具体的な内

容及びそれに対するアンケートのご報告、２６年度については詳細な予算案というこ

とで、まずはこちらは部会が始まる前に皆さんのところに事前に見ていただくという

ことでお届けに行く予定にしております。それを踏まえて８月の委員会。あと、はが

きのほうですが、かなり具体的なご意見をいただきましたので、一度それがどのよう

な仕組みになっているのか、どういった形であれば予算範囲あれば今年度できるのか

ということの具体たたき台ということで、それも含めてその２点を含めまして、８月

にまた議会のほう開かせていただいて、ご意見をいただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、ほかに最後、ちょっと総括になってしまうんですけど、皆様から何かご意見

はありますでしょうか。 

○井上委員 

 前回の全体会出られなかったんです。ちょっと今資料は持って来たんですけど、２

６年度予算のこの区長自由経費とかいうのとか、それから区ＣＭ経費とか、ちょっと

これの説明をしていただけますか。 

○南副区長 

 区長自由経費というのは、区のほうについている経費です。これは区のほうで予算

要求をして予算の執行権も区にあります。区長が決めてやる。ただ、予算に縛られて

いますので、予算についた以外のものに使うというのはなかなかできません。当然の
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ことですけど、指示して行政組織なので。区のＣＭ経費というのは、局のほうでお金

を持っています。局が執行する。それは国が関係あるやつなので区ＣＭ経費というこ

とで、区長がそういうことについて了解をしています、これはやってもらって結構で

すよと。予算要求も局でしてますし、局のほうで執行しているというのが区ＣＭ経費。

ただ、局から区にお金をもらって、区が直接執行する場合もありますけども、基本的

には局のほうのお金になるというのが大きく分かれる。だから、区についているお金

というのが、このＡ４の裏表の資料にあるのが区についているもの、区ＣＭ経費とい

うのはシティマネージャーの自由で、ただその場合には大きな公園の光熱水費とかい

ろんなことがついていますので、それは局でついています。だから、そこが大きく違

います。 

○大木委員 

 １点だけ聞きたいのですが、うちの農園の話し、そしたらそれに対する水道代とか

光熱費とか、それからいろんなそれに対する運営費というんですか、それはそういう

面で区長決裁の請求するような方法はあるんですか。 

○南副区長 

 基本はやっぱり地元で開設していただいているので地元が使う分については、それ

でその予算をとるというのはかなり厳しい。例えば、これはそっちで払っといて、こ

れやったから払っといて、となるととてもやないですけど区はもたないので。 

○井上委員 

 あの農園は営利も絡むんですか。 

○大木委員 

 営利なんか絡んでない。 

○井上委員 

 絡んでないんですか。あれは売ってるわけ違いますの。 

○大木委員 
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 違う。あれは維持管理費を稼げないといかんからということで一部を貸し出す。そ

れで、ほとんどは地域の小学校、それから幼稚園、その子どもたちの情操教育、それ

からそういう生物の詳細、そういうものも教えてあげるという収穫目的やからね。だ

から、まちとしてお金もうけの稼ぎと違います。そういう面でやっているという、そ

れこそ水道代とかいろんなもので年間１００万ちょっとかかるということを言うてお

られました。うちらは、それの何分の１ですから、それにしても４、５０万はかかっ

たとか。それを売り出すべき、どうするかということです。それを結局、やっていく

のに、まちが金を出してやっていくのかというのは大変なことやし。だから、そのた

めに一部を貸し出すという。貸し出すといっても、より一層そういう助成があるので

あれば、その点のいろんなことがお金の使い分けでしょう。 

○杉本ブランディング課長 

 仕組み、まちセンの小出さんと私とでまた補助金とかあるかもしれないしというこ

とで、いろいろまた探してご相談にいきたいと思いますので、また後で。 

○大木委員 

 伊達さん、あなたがさっき言った学校の子どもたちのそういういろんなことを考え

るんだったら、私が今加賀屋小学校というところに、子どもたちがそういうごみ拾い

やとかいろんなことが、そういうことができないというのは教える人がいない、なぜ

かと言ったら、それだけ教えるためには小学校１年生が入ったら６年生まで全部三つ

ぐらいのクラブ活動をする、全員そこへ入らせと。そして、そこで地域と一緒になっ

て子どもたちに指導するために学校で先生が教えられんものを教えたったらええねや

ろということを言って。中学校に入ったらクラブ活動があるでしょう。小学校も、小

学校でも年齢がものすごく発達しとるわけやからね。小学校の時点でそれをやらした

らいい。そしたら、子ども会とか、苦労せんでも入ってくる。だからそういう運動を

しい。それが先やで。もう小学校に入ったら必ず３つぐらいの文化活動、体育系、そ

れからそういうのに３つぐらい分けて、そこへ全員入る。そこへ地域の人が入ってい
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って指導したりとかするようにしたら、子ども会もちょっと増える。 

○杉本ブランディング課長 

 地域の方との交流は大事です。 

○大木委員 

 だから、そういう運動をしたらいい。俺、言うてんで、小学校へ。そやけど小学校

はいろんな問題があるでしょう。だけど、これはみんなが一体になってそういうこと

を考えてやらんとできそうにもないので。それができるとあなたがいうようなブラン

クできていると。だから、そういう方法をとりはったらいいと思うけどね。僕らもこ

こへいっぱいあるんです。できんのやけどね、それするためなら何遍でも、わし行き

ますもん。 

○小髙委員 

 最後に、さっきもユーチューブにというロゴ、これというのは、今現在ある分で使

える分は幾らほどあるのか。だからさざぴーでもいいですし。もしそれで間に合わへ

んで何かつくろうというんやったら、今年考えてる中で何か考えてる会計を出しても

らえたらなと。今現在、ある分で、そういうのではがきに入れられるマーク、それ、

いいのがあれば。 

○杉本ブランディング課長 

 はい。それでは次回の部会でご報告させていただきます。 

○栃村委員 

 このアンケートの件なんですけど、これはどんな形でとってるんですか。私、正直

な感想でいうと、このアンケートのパーセンテージと私の実際の実体験とか、物すご

くずれがあるんですけれども、正直な感想です、周りからの反応から全てに対して、

ものすごくずれを感じるので、この根拠、よかったっていう判定後のどういったとこ

ろで出口調査をしたのか、どなたかがしたのか、どんな形でしたのかを含めて教えて

もらえたら、正直やっぱりやっていきたいとは思います。 



－33－ 

○杉本ブランディング課長 

 また母数は出します。やはり皆さんはりついて出してくださいということができな

いので、本部受付のほうで通りかかった方にお渡ししている、あるいは、参加された

方、今、区のほうではスタッフとして参加された方々にもそれがつながりづくりが生

まれた、つながりが生まれたと感じていただくという割合のほうも、イベントに参加

されたスタッフさん、あるいはもう、来たお客さんということで２種類のアンケート

をとってるんですが、特に来られたお客さんの母数というと、確かに栃村さんがおっ

しゃっているところのずれがというところが多々あるんだと思います。当然進んで書

いていただこうと言う方はいい思いを持ってくれてはる方が書いていただくというこ

とがやはり多くなってしまうので。 

○栃村委員 

 そのあたりもちょっと教えてもらえたら。 

○杉本ブランディング課長 

 わかりました。 

 それでは、長時間どうもありがとうございました。日程は調整させていただきます。

ありがとうございます。 


