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平成２６年度 住之江区区政会議 

第２回 福祉・健康部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年１０月１７日（金）１９時００分から２０時５０分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ４階 第２会議室 

 

３ 出 席 者〔区政会議委員〕 

      杉村 和朗 部会長、大磯 芳美 委員、中村 和久 委員 

〔住之江区役所〕 

      南 則行 副区長、谷上 武 総務課長、 

原口 幸次 市民生活課長、藤井 幸太郎 生活支援課長、 

的場 光則 保健福祉課長代理、樫本 栄治 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、 

永井 辰太郎 担当係長 

〔住之江区社会福祉協議会〕 

      川越 純一郎事務局長 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）「（仮称）普段の暮らし幸せプラン」（地域福祉計画）の策定について 

  （２）平 成 ２ ７ 年 度 の 取 り 組 み に つ い て  

   

５ 発言内容 

○原口市民生活課長 

 定刻になりましたので住之江区区政会議の第２回目の福祉・健康部会を開催させて
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いただきます。 

 私、本日、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。

よろしくお願いいたします。 

 本日は皆様お忙しい中、お運びいただきましてまことにありがとうございます。 

 まず一番上のレジュメ、第２回福祉・健康部会というのを見ていただきたいのです

けど、本日は議題が大きく２つございまして、１つ目は「（仮称）普段の暮らし幸せ

プラン」地域福祉計画の策定について、これは前回の部会で本年度のテーマにさせて

いただくということが決まりましたので、第１番目に上げさせていただいています。

そして前回、このプランの全体像をお示しさせていただいたときに、住之江区アクシ

ョンプランの検証をしてから新しいプランを検討すると議論がございましたので、ま

ずアクションプランの検証をさせていただくことになります。 

 大きく２つ目は、平成２７年度の取り組みについてということで、生活困窮者自立

支援、在宅医療・介護連携そして子ども・子育て支援新制度と、この３つを書かせて

いただいております。いずれも来年度から法施行あるいは法改正があり、それに伴っ

て区役所で取り組んでいただければならない制度でございまして、この概要や区の取

り組みの説明をさせていただきます。 

 １枚目右肩に番号が書いていますので、この番号に沿って資料を見ていただきます。

２枚目に名簿をつけさせていただいています。本日残念ながら、森田副部会長と佐野

委員におかれましては、欠席されておられます。しかしながら、過半数以上のご出席

をいただいていますので、本日の部会は有効に成立するということを確認させていた

だきます。 

 それから本日の部会ですけれども、個人情報など特に非公開にすべき情報がありま

せんので、公開させていただきます。なお議事録等につきましては後日公表させてい

ただきます。公表する際には発言者と発言内容、それも公表されますので、よろしく

お願いいたします。 
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 それでは本題に入る前に、事務局側に一部顔ぶれが変わっておりますので、改めて

自己紹介をさせていただきます。では部会長の杉村さんから時計回りでよろしくお願

いします。 

○杉村部会長 

 杉村と申します。区政会議の昨年度から福祉・健康部会の委員をさせていただいて

おります。よろしくお願いします。 

○大磯委員 

 私も地域から出させていただいております敷津浦地域ネットワーク推進の大磯と申

します。どうぞよろしくお願いします。 

○中村委員 

 南港緑の中村と申します。よろしくお願いします。 

○永井政策推進室係長 

 政策推進室担当係長の永井と申します。いつもお世話になっています。よろしくお

願いします。 

○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。 

○的場保健福祉課長代理 

 保健福祉課長代理の的場でございます。よろしくお願いします。 

○区社協 貴田氏 

 住之江区の社会福祉協議会の貴田と申します。よろしくお願いします。 

○区社協 白柳氏 

 住之江区社会福祉協議会の白柳と申します。よろしくお願いします。 

○上野保健福祉課長代理 

 保健福祉課長代理の上野でございます。よろしくお願いいたします。 
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○樫本保健福祉課長代理 

 同じく保健福祉課長代理の樫本と申します。よろしくお願いします。 

○川人保健副主幹 

 保健福祉課の川人です。お世話になっています。よろしくお願いします。 

○南副区長 

 副区長の南です。よろしくお願いします。 

○原口市民生活課長 

 では本題に入っていきたいと思います。部会長、よろしくお願いいたします。 

○杉村部会長 

 では部会を始めさせていただきます。皆さんよろしくお願いします。 

 それでは、先ほど原口課長からもお話がありましたように、住之江区のアクション

プランの検証からスタートさせていただきたいと思います。 

 アクションプランの説明を区役所の各担当からよろしくお願いします。 

○川人保健副主幹 

 そうしましたら住之江区のアクションプランの総括についてということで、３ペー

ジからご説明させていただきます。 

 住之江区アクションプランについては、平成１７年度に各地域で住民懇談会を開催

して「高齢」「障がい」「青少年・子育て」そして「まちづくり」の大きな４課題に

ついて協議されています。次に課題分野別に４つのワーキングチームを立ち上げて、

住民懇談会で出された意見について集約・討議を行い、平成１８年３月に住之江区の

アクションプランとして策定しております。 

 もともと地域福祉アクションプランというのは、地域の方々や事業を行う人たちが

地域づくりを推進するために協働で実践していくための具体的な行動計画でした。住

之江区のアクションプランでは４ページに触れさせていただいておりますけれども、

アクションプランの全体像の資料をつけさせていただいていますが、こちらに示させ
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ていただいているとおり、「まちの駅」づくりを提案していまして、これを見ていた

だいたら具体的な行動計画としては十分なものではなく、どちらかというと理念的な

ものであったかなと思っています。 

 また地域の中に当プラン策定以前から、地域福祉活動の内容が地域によって温度差

があったため、このプランの策定がどちらかというと行政主導になってしまったとい

う面がありました。 

 現在、各地域で高齢者が集う場所での世代間交流、子育てをするお母さんたちが集

まる場の提供だとか、地域の実情に合わせた多くの事業が展開されています。このア

クションプランの策定当初に、例えば南港地域では、天体観測を毎年続けられていて、

継続的に８月に行われていたり、あるいは障がい者の自立支援協議会の活動がとても

活発で、当初住之江区縁日というのが開かれていたものが毎年形が変わり、現在では

住之江区ハートスタジアムとして今年の５月に住之江球場で行われ、７，０００人か

ら８，０００人の方々が集まられたと聞いております。住吉川小学校や太陽地域でも、

障がい者と子供たちが触れ合える場を設けられていると聞いておりますし、加賀屋地

域でも特別支援学校と地域ボランティアとの交流会を続けておられます。 

 また、高齢者とか子供たちへの見守り事業なども盛んに行われていますし、障がい

者の関係の分野でも、地域においてバリアフリーの意識が住之江区は高まってきてい

ると感じています。 

 行政では住之江区のまちの情報を得たい人だとか、「まちづくり」や「まちおこ

し」に興味のある人、それらに向けたネットワークだとかつながりづくりをするスペ

ースとして３階に「きずなステーション」を区役所内に立ち上げています。それと地

域の実情に合わせて、区役所、まちづくりセンター、それから地域活動協議会が連携

して「地域の未来像を語り合う懇談会」を継続的に開催して、まちの未来像に向かっ

て行動の一歩を踏み出した地域活動協議会もあります。今年度４カ所で既に実施され

ておりまして、あと２カ所での実施予定がございます。 
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 さらに、地域活動協議会の基礎となる部分が地域住民だけではなくて、企業それか

らＮＰＯ、学校などと、その地域活動協議会で交流会を開いて、それらの強みを生か

し地域と協働することで、地域活動の活性化を今めざしているところです。この理念

を見ていただいたときに、本当にこの理念に基づいて動いてきた部分も大いにあろう

かと思っております。地域の活動の形というのはさまざまですけれども、住之江区ア

クションプランは地域福祉の活性化に一定の役割を果たしたと考えておりまして、平

成２６年度をもって廃止することといたします。 

 今回新たにつくりますプランについては具体的な、そして実施可能な取り組みを示

していこうと考えておりますし、地域や行政も含めて担い手の役割と、あと具体的な

取り組みを示させていただいて、「（仮称）普段の暮らし幸せプラン」を策定したい

と考えています。以上でございます。 

○杉村部会長 

 ありがとうございます。 

 今回、以前ありました住之江区のアクションプラン、「まちの駅」づくりというも

のを９年前につくっていただきまして、検証させていただきました上で「（仮称）普

段の暮らし幸せプラン」というものをよりよくしていくための検証ということで、今

回議事で挙げていただいているのですけれども、委員の皆様から何かアクションプラ

ンについて意見等ありましたら。 

○大磯委員 

 「まちの駅」づくりですけど、「まちの駅」はできたのですか。粉浜か安立かにつ

くると言っていませんでしたか。 

○川人保健副主幹 

 「まちの駅」はできていないです。世代間を越えた駅づくりというのはできていな

いというふうに思うのですけれども、ただ高齢グループから出されている触れ合える

場ですとか、あるいは障がいグループで、自然に話すきっかけを持ちたいなとか、私
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たちのことをわかってほしいなという場が少しずつ積み上がってきていますし、まち

づくりグループの中でも見守り助け合いというようなことも、現在行われているとい

うことで、それら全体を見てみると、やはりまちの駅の理念を目ざしたものはそれぞ

れにつくられてきていると思っているところです。 

○大磯委員 

 分かりました。 

○中村委員 

 住之江区アクションプランはいつできました。 

○川人保健副主幹 

 平成１８年の３月です。 

○中村委員 

 平成９年からずっとかかってやっていますので、大体のことはわかっていますけど、

こういうものを見たのは初めてです。 

○川人保健副主幹 

 住民や地域の方々が主導で一緒に協働でつくり上げられるものであれば、地域に浸

透していたのではと思いますけれども、若干行政主導になってしまったという部分で、

浸透しきれてなかったと思っているところで、そのあたりは反省をしていくところで

す。 

○中村委員 

 当時でもそうなんですけど、とにかく何でも地域にやってくれというような形にな

っています。なかなか地域にと言われてもやってくれる人がいない。やはり高齢化が

進んでいる、特に南港は。なかなか役員をやってくれる人がいくら探してもいない。

ずっとネットワークで募集して探してるんですけど。なかなかいないです、南港の場

合。 
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○杉村部会長 

 今の課題でもありましたように、福祉の担い手がいなくて地域としても理念を含め

てこういう形でこうしていきましょうねという形で福祉であったり、地域の指針とい

うのを示していただいても、それを実行できる舞台がなかなか集まらないという問題

点というのは、後でまた話が出てくるので、その議題はまた後で再度検討させていた

だくということで。 

 アクションプランの検証としましては、先ほど各委員からお話がありましたし、川

人保健副主幹からもお話がありましたように、各地域にしっかり浸透していたかどう

かはさておいて、できているところもあるということが各委員の皆様のご理解いただ

けるところかなと思います。できているところはあったねと、それを次につなげるた

めにそれをよりほかの地域でよかった成功事例とかも含めて、動いていけるようにし

ていくのが今回の「普段の暮らし幸せプラン」じゃないかなと思うのですけども、い

かがでしょうか。そういう形での検証でどうですか。 

○大磯委員 

 進めていかないとだめです。 

○杉村部会長 

 そうですね。振り返っても仕方ないのでね。 

 では、検証に関しては、結果として住之江区アクションプランもしっかりできてい

るところも一部あるということで、それをよりよくするために「普段の暮らし幸せプ

ラン」に各地域の特色に合わせてしっかりおとしていけるようにつくっていくという

ことで、今回の検証にさせていただくという形でよろしいですか。 

では、次に進めさせていただきます。引き続き、「普段の暮らし幸せプラン」の

概略説明に移りたいと思いますが、原口課長、よろしくお願いします。 

○原口市民生活課長 

 私から「（仮称）普段の暮らし幸せプラン」の概要について進めさせていただきま
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す。資料、順番はちょっと変わるのですけど、６ページ目、そちらをまず見ていただ

けるでしょうか。 

 これは今回、プランたたき台を出させていただくということになっておりましたが、

今のところまだ完璧にできていませんので、きょうのところは前書き、これと各地域

の取り組みの現在の作業状況を説明させていただきます。まず目次を見ていただき、

１番目に前書き、これはあとで説明させていただきます。２番目に各地域の課題と取

り組みがございます。これはまたあとで資料の別冊を使いまして地域ごとに、重要な

取り組みを説明したものでございます。その上で３つ目は各地域の課題を共通した課

題とかございますので、そういったものを区全体の課題として位置づけて、整理して、

その上で担い手がどの課題を誰が取り組んでいくのかというのを整理させていただこ

うと思っています。 

 まず前書きのところ、５ページに戻っていただきまして、まず前書きの説明ですけ

れども、一つ目は、アクションプランの理念としてまちの駅というものが提案された

が、それに基づいて各地域で高齢者が集える場所であるとか、あるいは世代間が交流

できる場、または子育てするお母さんたちが集える場などの提供等、地域福祉の取り

組みが推進されてきたと、そういう成果が上がってきたというのが１つです。 

 その後時代は変遷して大阪市、平成２４年に大阪市の地域福祉推進指針というもの

が策定されます。これによりと、昔のアクションプランを再構築し、現行の地域にお

けるアクションプランの仕組みを、各地域の実情にあった、より効果的な独自のシス

テムへと再構築するということになっていました。住之江区は、今回幸せプランとい

うことになりますけれども、その目的とするところは各地域の重要な取り組みをしっ

かりと実態を踏まえた上で、そこから課題を抽出して、その課題を解決するために、

現実に実施可能なことを具体的に示すということが１つの大きな柱になります。 

 もう１つは高齢者の見守りであるとか、担い手の不足のことであるとか、そういっ

た共通した課題がかなりたくさんございます。そういった共通課題は各地域だけでは
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対応できませんので、区全体の課題として、各担い手、これは区役所、区社協、ある

いは包括ブランチ、その他民間支援機関もございますが、そういったところが取り組

んでいかなければならないものだと思いますので、地域の取り組みと区全体の担い手

による取り組み、その２本立てで今回プランをまとめてようと考えております。 

 また６ページに戻っていただきまして、前書きの説明になりますが、今の前書きを

踏まえ、各地域の課題と取り組みというところになってまいります。別冊の各地域の

課題と取り組みという資料を見ていただけますでしょうか。代表例を出して簡単に説

明させていただきます。 

 ２ページ、３ページのところは安立地域ですが、まずは地域の特徴から始まります。

地域の地理的な特徴から始まりまして、次は人口の動向、高齢化が進んでいる、地域

の中でも特に府営とか市営とか、そういった住宅のあるところは高齢化が進んでいる

ということをここで書かせていただいております。 

 その下は平成２２年の国勢調査時点の人口と、その右側は２６年３月末の住民基本

台帳から拾った数字で、それらを比べています。やはり高齢者の比率が高くなる一方、

子供の比率が少なくなってきているという、これは全てこういった傾向にございます。

安立はそう極端には変わっていないですが、地域によってはかなり変動しているとこ

ろがございます。 

 その下はこの地域の医療機関数です。病院・診療所等内訳を書かせていただいてお

ります。 

 そして最後はこの地域にはどれだけ公営住宅があるとかいうのを示させていただい

ております。 

 その下は現在の取り組みということで、各地域が地域福祉に向けて取り組んでいら

っしゃる全ての内容を網羅させていただいております。高齢者の取り組みから始まり

まして子育て、防災、その他イベント等、各種取り組みを漏れなく記載させていただ

いております。 
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 右側３ページ目に移りますけども、３ページ目はこういった各地域で取り組みをし

ていただいている中でのいろいろな課題について、ここに書いております。上から地

域での担い手が不足しているであるとか、子供の安全がちょっと脅かされているとか、

高齢者の居場所づくりであるとかそういった課題を書かせていただいています。その

課題に対して各地域でどういうふうに今後取り組んでいくのかということを、具体的

にわかりやすくここに記載しております。 

 この資料は、今年の３月あるいはこの１０月の初めに、ネットワーク推進委員を中

心に取材をさせていただいておりまして、その限りで書かせていただいておりまして、

今後は地活協の役員、会長が中心になるかと思いますが、地活協の協力を得て、この

内容をより正確に、または充実させていきたいというふうに思っていますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ６ページの目次に戻っていただきまして、次は「３ 住之江区の課題と取り組み」

についてですが、ここは区全体の課題というところになります。各地域の課題を

（１）から（５）までにカテゴリー分けさせていただいております。高齢者支援に関

する課題、障がい者支援に関する課題、子ども・子育て支援及び女性の社会進出に関

する課題、低所得者層への支援に関する課題、地域を越えた分野別専門会議の課題と

いうようにカテゴリー別に整理させていただいております。これはやはりいろいろな

方がこのプランができましたら見られるわけで、やはり高齢者の方だったらどこを見

ればいいのかというふうに、わかりやすく誘導していくためにこういったカテゴリー

を設けさせていただいてます。 

 その下に課題です。地域に共通な課題、地域活動の担い手確保であるとか、支援を

要する高齢者の把握と見守り、町会未加入者対策、買い物難民対策、それとあと地区

社協や地域ネットワーク委員会のあり方、こういった課題がございます。これらの課

題は今回例示分です。今後の精査により、かなりの量にのぼるかと思います。 

 その下は５番目の地域を越えた分野別専門会議というのは一体何かということで、
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具体的に列挙させていただいております。地域自立支援協議会が始まりまして、障が

い者の開示、認知症高齢者にかかわる開示、要保護児童に関する開示、そして地域福

祉アクションプラン策定委員会、これは先ほどのアクションプランを策定したときに

できたもので、今後アクションプランが廃止になりますので、この会議を新しい幸せ

プランの推進会議という名前に変えて機能させていきたいと思ってます。 

 次は「（仮称）住之江区を良くする会」。これはご存じない方もおられると思いま

すけども、医療と福祉あるいは介護の連携を主なテーマとしまして、最近これ立ち上

げさせてもらったラウンドテーブル的な会議でございます。区民の方のさまざまな分

野からご出席いただきまして、今申しましたテーマでご議論いただきます。この取り

扱いについては今後どうしていくかが課題と思っております。 

 次に、現在休止中と書いていますけど、地域支援調整チーム代表者会議・実務者会

議、高齢者専門部会会議と、これは実際ある理由があって現在休止していますけれど

も、こちらは後ほど川人副主幹から歴史的なことも踏まえて詳しく説明させていただ

きます。先ほど、ネットワーク委員会のあり方について書いていましたが、地域支援

システム、今となってはそういうシステムはもうなくなっていますが、いずれもその

ときにできた制度で、今となってはかなり変遷しています。これらについても、後ほ

ど川人副主幹から説明をさせていただきます。 

 これまでは区全体の課題についての説明をいたしましたが、次は区全体の課題に対

する取り組みについてです。これは区全体の課題は、区役所、社協、包括ブランチと

いった専門支援機関で取り組んでいかなければならないということで、ここは各カテ

ゴリー別にいろいろな課題がありますが、それぞれの担い手がどのように取り組んで

いくのかを具体的にわかりやすく記載していきます。各地域の取り組み、区全体の取

り組みというのは２本立てで、両輪の輪でやっていこうというのがこの幸せプランの

主な内容です。 

 一番下に巻末資料がありますが、これは参考資料で、地域福祉のイメージ図という



－13－ 

全体像です。 

 真ん中の地域福祉マップというのは、一体何がどこにあるのかということを分かっ

ていただくためにつけさせていただいています。 

 最後は語句説明集です。かなり専門的な用語が出てきますので、これは一体何だと

いうのがわかるように整理させていただきます。 

 では川人副主幹から、７ページの地域支援システムについて、説明いたします。 

○川人保健副主幹 

 地域支援システムについて、７の資料を見ていただきながら説明させていただきま

す。 

 まず、この地域支援システムの成り立ちの経過ですが、これは３層５段階といわれ

る大阪市独自のシステムで、全市において平成３年度から運営を図っているものです。

もともと高齢者の孤独死を防止するための見守りシステムということで立ち上がって

おります。平成１７年度からは地域福祉の理念を踏まえて、高齢者だけでなく障がい、

それから子育て支援を視野に含んだシステムとなっております。 

 このシステムの全体像ですが、まずこのシステムは地域の個別課題をきちんとシス

テム的に大きな視野で解決していこうとするものです。個別の課題がより集まれば区

の課題になり、区の課題でなれば、区で解決できるものは区で解決しよう、区では解

決できずに市レベルの解決が必要であるということになれば、市に提言して解決に挑

んでもらうというような、課題をシステム的に解決していくために作られたものです。

まず層についてですが、１層が地域レベル、２層が区レベル、３層が市レベルとなっ

ています。またその１層の中に１段階、２段階があります。１段階は地域ネットワー

ク委員会、２段階は地域の中で個別の支援をされる機関です。２層の中には３段階、

４段階がありまして、この３段階、４段階を含めて地域支援調整チームといいますが、

これには実務者会議と代表者会議がございます。最後の３層に５段階があり、区から

上がってきた提言などに関して、各施策の推進委員会等から助言を得るという流れに
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なっています。 

 まず１段階のネットワーク委員会ですが、地域住民の個別の課題を早期に発見をす

るために、地域みんなで見守っていこうというような体制を整えてもらうためのもの

です。この早期に発見した段階で、地域でどうにもならないという場合は、第２段階

の地域支援機関に情報提供をいただきます。２段階での処遇困難ケースがあった場合

に、次の第３段階の専門部会があります。実務者会議がありますが、この会議のもと

にそれぞれの専門部会がございます。処遇困難ケース等が専門部会で討議されます。

そこでの処遇困難ケースは実務者会議に上げられて、区における共通課題がその中で

見えてきた場合に第４段階の代表者会議に集まった課題の中で、区で解決できる課題

は区で解決するという方向に定められ、市レベルでないと無理というものは、この代

表者会議から大阪市に提言をされます。 

 ただ、このシステムを見ていただいたときに、当時立ち上げられた実務者会議の専

門部会に、障がい・子育て・高齢がありましたが、社会的な状況が変わり、いろいろ

な法律に基づいてこの専門部会に相当するものが、別途設立されています。例えば障

がい者専門部会であれば、自立支援協議会というものが自立支援法に基づいて設置さ

れていますし、子育ての専門部会に関しては、子供の虐待防止法に基づいて、要保護

児童対策協議会というものが設立されています。そして高齢者専門部会に関しても、

高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待防止連絡協議会が設立されています。 

 社会的な背景により、法定でさだめなければならないそういった協議会ができてお

り、実際のところ大阪市のこのシステムに合わないあるいはかぶるものができてきて

いるという状況です。 

 そしてもう１つ、平成２４年度にこの統一したシステムが廃止になっています。各

区の実情に応じたシステム構築することと平成２４年度に示されました。１段階のネ

ットワーク委員会の存続は各区の実情に応じて残すところもあれば、廃止になってい

るところもあります。推進委員は大阪市レベルで廃止ということが、平成２４年度に
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方針が出されました。住之江区においてはその時点で地域振興会の会長会において、

推進委員は存続しなければならないということで存続希望がありましたので、現在も

存続している状況です。 

 あと２段階について、地域支援機関についても以前にはなかった機関がどんどん追

加されていますし、３段階では先ほど言った専門部会というものは独自の物ではなく

なってきていますし、４段階の代表者会議というのは数年前から実施することが目的

となってきている傾向がありまして、今現在３段階・４段階についてはこれに変わる

システムをきちんと示せるまで、実務者会議・代表者会議について休止状態とさせて

いただいております。ネットワーク委員会については住之江区では全地域存続はして

いますが、毎月開かれている地域もあれば、地域活動協議会に吸収をされてその中で

活動されているという実情のあるところもあるようです。地域支援システムについて

は以上でございます。 

○杉村部会長 

 ありがとうございます。それでは委員のほうから質問やご意見等ありましたら。 

 今、原口課長から前書きを含めて「普段の暮らし幸せプラン」の説明、それと各地

域の課題と取り組みということで別冊がありまして、この「普段の暮らし幸せプラ

ン」の全体像、大まかな形という流れのご説明をいただきました。今後、実際の「普

段の暮らし幸せプラン」をより各地域の課題と取り組みと、それをもとに住之江区の

課題という形で吸い上げてきてカテゴリー分けしていくということで、今後形になっ

ていくという流れになると思うので、今これを見た限りでは皆さんの中ではなかなか

すぐに実感がわかないところかとは思いますが、入れ物だけを準備していただいた形

になっていると思うので、前回のアクションプランから発展させて各地域の実情であ

ったり問題点というのを吸い上げた上で、各地域に合った形の箱を作ってもらったの

かなと感じています。私から意見を先に言わせてもらって申し訳ないですが、各地域

の課題が上がってきてから、だんだんとこの「普段の暮らし幸せプラン」はどんなも
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のになるのかなというのが見えてくるのかなと感じているところです。 

○大磯委員 

 地域によって課題が違う場合はつくるものもまた違うということですか。 

○原口市民生活課長 

 地域レベルでは課題は地域によって違います。だからそれは地域でそれぞれの課題

があってそれぞれの取り組みがあるという、それはそれで１つあります。ところが全

地域共通の課題、あるいは全地域でなくても幾つかの地域が共通の課題を持っておら

れると、そういったものについては地域だけで手に負えない面もございますので、そ

ういったところについては区役所をはじめとする担い手が取り組んでいかなければな

らないということです。地域でも取り組んでいただくことになりますし、そういった

共通課題については各担い手がお手伝いさせていただくという２段構えということに

なります。 

 例えばお年寄りの見守りという課題は各地域でかなり多いです。各地域レベルでは

ここまでしかできない場合は区全体の課題として、我々行政をはじめとする担い手が

何か対策を講じていかなければならないのかなと、それは区全体の課題としてまとめ

させていただくということになります。だから、今回このプランをまとめるに当たっ

ては区全体の課題というように位置づけをさせてもらいました。それを解決するにあ

たって、予算措置を伴うこともございます。 

○杉村部会長 

 先ほどのお話させてもらったものとちょっとかぶるかとは思いますが、今回の「普

段の暮らし幸せプラン」のご提案をいただくにあたり、各地域の課題と取り組みとい

うのがより重要になってくるのかなと思うのです。ここから皆さんのニーズであった

り、問題点がたくさん上がってくることで「普段の暮らし幸せプラン」の内容も変わ

ってくると思いますし、それを全体の課題として、先ほど原口課長もお話しいただい

たように予算をつけないといけないケースであったり、各地域ですぐに解決できない
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ような問題であったり、ほかの地域にもいえるということで水平展開していかないと

いけない問題であったりということを含めて、この冊子がすごく重要になってくるの

かなと思いますが、この吸い上げというのはどういうふうにしていく予定なのですか。 

○原口市民生活課長 

 資料の８番目にスケジュールをつけさせていただいております。吸い上げ作業、一

番上のプラン作成作業というところでございまして、今まではたたき台の作成作業を

やってきました。今後は地活協にお聞きして、この内容をさらに充実させていく、そ

ういう作業を１２月メドで行い、その上でたたき台の案にしていきます。そのときは

またこの部会で第３回目の部会を開き、皆様に見ていただいてご意見をいただくとい

う、そういう場を設定したいと考えています。案ができれば、今度は１月にパブリッ

クコメントの手続をして、全区民からご意見がいただきます。それが終わりましたら

いよいよ成案にして公表という、そういったスケジュールです。これは最速のスケジ

ュールでございまして、場合によっては時間がかかるかもしれないということをお含

みいただきたいですが、我々は１２月メドに案をつくるということで頑張っていきた

いと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 この表、１番下にアクションプラン策定委員会の取り組みとして大会開催というの

が３月のところに書いてありますが、これは今のところ予定で、このプランができれ

ば、そのプランの中からテーマを幾つか抜き出し、それについてのパネル展示を各地

域ごとにするとか、あるいは特定のテーマで討論を、大学の先生なんかをコーディネ

ーターとして招きまして、何人かパネリストに集まっていただいて討論をするという

予定をさせていただいています。これで年度の総括をしていきたいと思っています。

この大会は成案になったらするというというのではなく、成案にならなくても案の多

分段階でもある程度テーマが固まってきますので、案という状態であっても大会はし

ようと思っています。 
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○大磯委員 

 この公表というのはどういう形で公表されるのですか。 

○原口市民生活課長 

 基本的には報道発表、区役所のホームページ、冊子です。冊子はいつでも皆さんに

配布できるような状態に持っていこうと今考えています。 

○大磯委員 

 でも区民全部にというわけにもいきませんよね。 

○原口市民生活課長 

 部数の問題がありますので。 

○大磯委員 

 それとインターネットで開ける人はいいですけど、本当に助けてほしい人はインタ

ーネットができない人が多いかなと思うのです。だから公表をどういう形でするのか

ということもちょっと考えていただきたい。 

○原口市民生活課長 

 はい。 

○南副区長 

 特におっしゃるように全部読むということはなかなか難しいと思います。ですので、

そういう概要の本も含めてどんな方法が１番いいのかということもここで言っていた

だければ、それも参考にしながら私たちも動けると思います。 

○大磯委員 

 私らでもなかなか。 

○南副区長 

それで言ったらどんなものがいいかと、それは言っていただければ参考にしなが

ら考えていきたいと思っています。 
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○原口市民生活課長 

 できるだけわかりやすく記述するつもりです。 

○杉村部会長 

 今、大磯委員からもお話がありましたように、各区民への発信の方法というのはプ

ランができ上がった段階で議題として上げて、どういう形で各区民に発信していって、

皆さんに行き渡って、こういう形で今後住之江区というのは変わっていくよというの

が発信できる形を次回の議題で挙げさせていただけたらと思います。 

○南副区長 

 広報紙でこれができた後にでもこういうのができましたよ、もしいる方はホームペ

ージを開いてください、あるいは区に来ていただければ概要版をお渡ししますという

こともできると思いますし。地域の中でもこういうものを発信していかないといけな

いと思うので、ご協力はまたお願いするかもしれません。 

○大磯委員 

 高齢者の人に伝えても何回も言っても、いやそんなこと知らないからと、そんなこ

といつやったとか、そんなこと知らなかったとかしょっちゅうですから。  

○杉村部会長 

 各委員さんから、こういう形でやっていきますよという入れ物をつくっていただい

たと、その案の吸い上げ作業、各地域ごとの吸い上げ作業というところで地域ごとに

もっとこう聞いてほしいとかというご意見とかありますか。 

○中村委員 

 緑では１０月の２７日に話し合いをします。管理センターとかで。日にちは決まっ

ているのですけど時間とかはまた。連合と地域の来れる人。それである程度の地域の

意見が出るということもあります。 

○杉村部会長 

 より今回のこの地域の意見というのがすごく重要になってくると思うので、地域の
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意見の吸い上げというのが円滑に行われて実際にこの「普段の暮らし幸せプラン」に

生かせていけるような形というのが１番のみそなのかなと思っているので。 

○大磯委員 

 まちづくりセンターと少し違うところがやはり、この前から来ていただいてお話を

聞いていただいた部分で、まちづくりセンターはどちらかというとパフォーマンス的

なことの支援が多いかなと思うのです。この間は来ていただいていろいろ困っている

こととかをいろいろ聞いていただけたので、それはそれでよかったかなと思っていま

す。 

○原口市民生活課長 

 それはちょっと観点が違うのですか、地域編集塾と。 

○大磯委員 

 ちょっと違うかな。 

○原口市民生活課長 

 そうですよね。 

○大磯委員 

 敷津浦で地域の未来像を考える会をしたんですけれど、「一声をかけて回そう回覧

板」というのをやらせていただいたのです。それが今度会長さんのお力で、回覧板の

業者さんにちょっと声かけしていただいて、今度から印刷していただくようになった

んです。前はうちがつくって、回覧板に全部貼ってそれで回していました。大変だっ

たんですけど。それが今度はこの回覧板に直接印刷してくれる。「一声をかけて回そ

う回覧板」という言葉を印刷していただけるということになったのです。だから未来

像を考えるということは、まちづくりセンターさんのご協力でそういうのをできてま

すし、防災訓練なんかでもご協力いただいていますしそういう面ではすごくいいです

けど、ただ本当の高齢者の困りごとについては、まちづくりセンターはそこまでは入

れない、入れないというか大変ですしそこまで入っていただくのは、それは包括さん
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と私らの仕事かなと思ってますので。 

○杉村部会長 

 今回のこういう情報を吸い上げるというところで、いろいろな形で情報を取る会と

いうのが今お聞きした限りでもあると思いますけれども、より区役所でいろいろなと

ころから上がってきた情報とこの各地域の課題と取り組みというのに盛り込んでいっ

ていただいて、それを「普段の暮らし幸せプラン」の全体に活かしていっていただけ

たらと思います。しかし、作業はなかなかタイトなスケジュールなのでいけるのかな

と、もう１カ月半ちょっとしかないので大丈夫かなという思いがあるのですが。 

○原口市民生活課長 

 目標を高く持ってやります。 

○杉村部会長 

 よろしくお願いいたします。各地域でもぜひ皆さんに協力いただけるようによろし

くお願いします。 

○大磯委員 

 はい、協力させていただきます。 

○原口市民生活課長 

 よろしくお願いします。またお伺いします。 

○杉村部会長 

 議事次第の２ポツが終了ということで、平成２７年度の取り組みについてというこ

とで生活困窮自立支援・在宅医療・介護連携で、子ども・子育て支援制度の説明を、

３つまとめて、続けてしていただいた上で議論させていただけたらと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

○藤井生活支援課長 

 まず私から生活困窮者自立支援について概要を述べさせていただきたいと思います。

まずはお手元の資料の横書きでございます。１ページ目をごらんいただきながらご説
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明いたします。いわゆるこれまで日本ではいわゆる終身雇用と社会保険により国民の

生活は守られてきました。ただ一方、失業・疾病・その他の理由によりいわゆる健康

で文化的な最低限度の生活を営むことができない場合には生活保護制度が最後のセー

フティネットとしてその役割を果たしてきたところでございます。 

 ところがいわゆる平成２０年９月のリーマンショックに端を発しました世界同時不

況、またいわゆる派遣切りにあい、職と住まいを失った方が発生し、その年の年末年

始、東京の日比谷公園なんかで派遣村が出現したことはまだ皆様の記憶に新しいこと

だと思いますが、いわゆる社会的な問題としまして非正規雇用を増加するなど雇用条

件に変化の中、１番目の第１のセーフティネットである雇用と社会保険による救済を

受けられなくなる場合はいきなり最後のセーフティネットである生活保護にまで陥る

ことが社会的な深刻な問題であるとなっております。また路頭に迷った方たちがその

当時役所に対しまして生活保護の集団申請なんかもよく新聞のタネになったというこ

ともみんなご存じだと思いますけど、このような社会的問題を掘り、また今まで制度

のはざまにおかれてきた方々あるいは生活保護を受けるまでもないけれども実際生活

に困窮されている方に対する政策が求められてきたということで、この制度、自立支

援の制度が始まるということでございます。 

 ２枚目を見ていただきたいと思っております。時間の都合もあり、細かい説明はち

ょっと割愛させていただくのですけども、こうした背景によりまして平成２５年度１

２月、生活保護法の改正と合わせまして生活困窮者自立支援法が制定されたところで

ございます。法律の中身としましては大きく分けて、自立相談支援あるいは住居確保

給付金の支給などの必須事業、また就労時の準備支援、一時生活支援などの任意事業

に分けられます。また正規のフルタイムの就労まではなかなか難しいが例えば支援者

の支援を得ながら就労の場を育成するようないわゆる中間的就労につきましても法律

の中で初めて盛り込まれたところでございます。この制度の進展によりまして期待さ

れる効果としましては、やはりまず１つ目、生活保護に至る前の早い段階から支援を
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行うことにより生活困窮状態からの早い時期、早期の自立をも支援できないかなとい

うこと。また２つ目としましては生活困窮者、お困りの方に相談支援の機能を充実す

ることにより、これは役所サイドの問題でございますが、福祉事務所の負担軽減であ

るとか、また社会的資源活性化、また地域全体の負担軽減にもつながるのではないか

なということが期待されます。 

 ３枚目のところです。法の対象となる生活困窮者の、参考に書かれております。ま

た秋田県の事例なんかも、またごらんいただけたらと思っております。来年４月から

本制度が運用されますけれども、少しでも生活困窮者の自立に向けた支援、またいき

なり生活保護に陥るのではなく本人の自立につながるよう第２のこの制度、第２のセ

ーフティネットになるということを期待されるということでございますけれども取り

組んでまいりたいと思っております。説明は以上でございます。 

○杉村部会長 

 では続けて。 

○的場保健福祉課長代理 

 それでは在宅医療と介護連携ということで説明させていただきます。いわゆる２０

２５年問題、平成３７年にいわゆる団塊の世代の方々が７５歳以上となられ、３人に

１人が６５歳以上、５人に１人が７５歳という超高齢社会を迎えることになります。

現在も国勢調査の結果なのですけど、住之江区でも高齢化率は２２．７％ということ

で、また中村委員と大磯委員の地域も南港緑につきましては２７．８％、敷津浦は２

５％という形で平成２２年の段階でもかなりの高齢化率という現状が全国的にも大阪

市も全体に広がっております。ということの中でますますこういう形で高齢化が進む

中で医療と介護を必要とする方が増えていくという現状がございますので、これは何

か打開をしていかなければならないだろうという形になります。今後見えていく中で

医療の分野ではベッド数が足らなくなるのではないか、という形と介護でも施設に入

る場所もないのではないかと、こういう非常に不安がこれから高まっていく中でさら
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に高度な医療が必要な患者の方をどう医療をしていくか、手厚い看護をどうしていく

のだという問題もあったり、また退院後どうしていくのということで在宅医療とか介

護サービスが充実していかないとやっていけないというような社会背景があると思い

ます。そういう中で今年の６月に介護保険法や医療法などのさまざまな法令を総合的

に整理するという法律が制定をしております。そういう中で１つは、今お手元の資料

に裏表でいっていると思うのですけども、地域包括ケアシステムの構築というものが

出ていると思うのですけれども、これからどうしていくということになりますと介護

保険法の持続と地域包括ケアシステムの構築が必要と。地域包括ケアシステムとは、

高齢者の方が可能な限り住みなれた地域で自立した日常生活を営みながら医療、介護、

介護予防、住まい、生活支援などが受けられる体制を望まれるという、そういう非常

にきれいなのですけど、これを２０２５年をめどに頑張っていこうという形でこれか

ら取り組まれていくというふうに考えております。イラストにございますように、病

気になったら医療、介護になったら介護施設という住まい、生活支援、介護予防、こ

れらが一体化したものが地域包括ケアシステムという姿になってます。かなり現実的

にはなかなかハードもさまざまあると思いますが、これを目指していくという姿にな

ろうかと思います。 

 裏をめくっていただいて介護保険制度の改正案の主な内容ということで、先ほどイ

ラストを見ていただきました地域包括ケアシステムの構築が１つは必要だということ

になります。在宅医療・介護連携の推進というのが必要になると言われております。

②の認知症の施策の推進ということで初期の認知症の方をどういう形で救うのかとい

う施策もやっていかねばならない。地域ケア会議ということでさまざまな医療とか介

護とかの方々でその方をどういう形でケアするという形のものをもきちっとしていか

ねばならないのかということを書いてあると思います。生活支援サービスの充実、強

化ということで少しここの辺が変わるということになります。重点化、効率化という

ことで①の訪問介護、通所介護が市町村に取り組む地域支援事業に移行するというこ



－25－ 

とが書いてます。ここは今までの要支援１、２の方の訪問介護、いわゆるヘルパーさ

んがご自宅に来ていろいろな掃除、洗濯、調理などをしていただくものと、通所介護

ということでデイサービスに行って入浴とか食事とかいろいろなことをするという部

分の一部を市町村に門扉を広げるという形になります。当然今までの事業所も同じよ

うに参画できるのですが、そこらあたりをＮＰＯさんとか事業所それぞれの民間企業

とかが参入できる部分が門扉を開かれるということになります。そうなるとそこでお

掃除とかお散歩とか買い物とか、そういうものが門扉を開かれるということになって

おりますけど、今現在、平成２９年度実施を目指して大阪市も今検討をしているとい

うことでございまして、まだ具体的な内容を私どもも示されておりませんので、次回

の会議の中で出てくればお示しをさせていただきたいと思います。あとは制度上のも

のでございまして要介護３以上の方が特養に入れない、以上の方しかはいれないとい

う形になり、ただし要介護１でも一定の条件があれば入れますよということと、右側

に移りまして費用負担の公平化ということで今回は主に低所得者の保険料を軽減する

一方で所得の一定以上ある家庭については少し負担を１割負担から２割負担にする部

分が提示されておりまして、また低所得の施設を利用されている方の中でも預貯金が

単身で１，０００万、ご夫婦で１，０００万以上あるということは対象外とか、ちょ

っと所得が一定以上ある方についてはそれぞれの部分についての給付について今まで

のようにはならないということで、低所得者の部分の軽減と一定以上の方については

負担を少し増やしていただくという形で現在の介護保険の運営を円滑にするというふ

うに聞いております。そういう制度の説明でございます。 

 現在それに向けて私どもとしましては、在宅医療の取り組んでおられる医療機関と

連携をしながら今後どう進めたらいいかという形のものを話をしております。また来

月の１１月にはそれに向けての医療機関や介護事業者さんとの連携を含めた協議会を

立ち上げて具体的な話を進めていこうかと思っております。また次年度につきまして

もリーフレットとかでその部分の在宅医療とかの分につきまして、先ほど大磯様のほ
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うからありましたように、広く区民の方に知らせる方法を模索しながら周知の方法を

やっていこうというふうな今予定では考えております。 

 ざっぱくではございましたが医療と介護の連携ということで現状と区の取り組みの

方向性を示させていただきました。以上でございます。 

○大磯委員 

 ちょっとだけいいですか。要支援１と２がなくなるという。 

○的場保健福祉課長代理 

 要支援１、２の訪問介護と通所介護の部分の門扉が広がるということで。 

○大磯委員 

 広くなるということですね。 

○的場保健福祉課長代理 

 ええ、要支援１と２はあります。 

○大磯委員 

 では今包括がやっておられる部分を他もできるということですか。 

○的場保健福祉課長代理 

 門扉を広げるということで事業所さんでやっている機械とかを使う分についてはな

かなか難しいでしょうけどもＮＰＯさんとかがちょっとお買い物とかお散歩とかの手

伝いとか掃除とかいうことの門扉は広げるというふうには聞いてます。今までの事業

所プラスというご理解をいただければと思います。 

○大磯委員 

 では包括さんはどうなっていくのでしょう。私が心配することじゃないですけど。 

○杉村部会長 

 包括は今まで通りプランを持っていただくというのは変わりがなんです。今も包括

がプランを持っていただいて、各民間の事業所のケアマネジャーさんに委託して民間

の事業所のケアマネジャーさんがコーディネートしながら要支援１、２の方のサービ
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スという選択肢を提示しているんですが、今後もそれは変わらないんです。今まで要

支援１、２というのは国が管轄していたのを各市町村に変わって、なおかつ今までは

介護事業所の認定をいただいていた事業所の中からしか選択肢がなかったんですが、

今後ＮＰＯであったり民間であったり有償ボランティアであったりという形の選択肢

もその中から利用していただけるという形で選択肢が広がる予定ということで聞いて

います。 

○的場保健福祉課長代理 

 大変ありがとうございます。 

○大磯委員 

 ありがとうございます、すみません。 

○杉村部会長 

 では続きまして。 

○樫本保健福祉課長代理 

 引き続きまして、子ども・子育て支援新制度につきまして説明させていただきます。

お手元のパンフレットをご覧になっていただいて、開いていただきたいのですけども、

来年度から始まる新しい制度には教育、保育の場が増えますということで、従来でし

たら就学前保育、教育につきましては保育所と幼稚園という２つの大きな施設がござ

いまして、どちらかに通われて小学校に上がられるということが大きな流れでしたけ

ども、子育て支援新制度では教育を主に担う幼稚園と、保育を行う保育所の両方のよ

さを合わせ持ちます認定こども園の普及を進めていきたいと考えております。 

 また一方で保育所の待機児童というのも問題となっておりまして、住之江区でもこ

の４月の初めに８人発生しておるんですけども、住之江区でも全市的にも待機児童の

年齢的な分布は０歳から２歳に多くは集中しておりまして、この低年齢幼児の保育に

つきましてこれまで住之江区でも保育ママであるとか、またこの１０月からは小規模

保育事業所ということで開設してきたわけなんですが、こういった地域型保育という
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のも増やしていって区民の保育ニーズに対応していきたいと考えております。 

 また一方で利用の流れが変わっていくということもございまして、今まで幼稚園と

いうのは学校教育法の私学助成があって大阪府の私学課がされておられて、保育所に

つきましては大阪市立の保育所であっても民間の保育所であっても保育を大阪市から

委託しているという状況でしたけども、今後は保育所と保育にあたる部分につきまし

ては利用調整という形で引き続き区役所で調整はさせていただくのですが、それぞれ

幼稚園や保育所、または認定こども園等、施設との契約という形になって移っていき

まして、その保護者さんの所得に応じて給付、補助と申しますか介護保険の９割給付

みたいな形での給付をしていく形になってきます。 

 他にも一時保育であるとか幼児保育等につきましても質量を増やしていって子育て

を支援していくというのがこの子育て支援新制度でして、特に１番大きな変更点は従

来以降の保育所・幼稚園の２つの選択から認定こども園とか地域型保育というのが増

えていって、保護者のニーズに応じた選択というのが広がってくるかと思いますので、

この制度を普及していきたいと思っておりますし、もう既に１０月の１日から１５日

にかけまして来年度の保育所の、来年の４月の募集という形で一部変更してこの事務

を進めておりますので、来年保育所等に入られる保護者等にも説明等をしていってい

るところでございます。 

 簡単ですが来年から始まります子ども・子育て支援新制度について説明させていた

だきます。ありがとうございました。 

○杉村部会長 

 ありがとうございます。今日は時間も差し迫っていますので、この平成２７年度の

新しく法改正等にもよるルール変更もありまして、議論するにしても変えようがない

ので。 

 先ほどのアクションプラン等にもあったと思うのですが、問題点として上がってい

たと思うのですが、やはり共通の問題点として福祉をしていただく担い手の確保とい
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うのが共通の問題点としてやはり上がってきているのかなと思います。その地域福祉

をしていただける担い手が高齢化がすごく進んでいるということも問題点として上が

っていたのですが、今回の新制度をもとに各地域で、先ほどのこの地域と取り組みの

課題という中で、各地域の人口の水準も見させていただいたんですけども、大体どこ

の地域でも人口減しているんです。住之江区の平成２２年度からこの４年間でかなり、

人口減になっているというのが。南港の花の町ぐらいですかね。 

○中村委員 

 そうね、花の町は増えてますね。 

○杉村部会長 

 花の町以外はほぼ減っている現状になります。住之江区として今回この区政会議を

通じて、この若者の子育て世帯を住之江区に来ていただけるような施策であったり、

特別な住之江区独自の方法というのを採っていくことができれば若い子育て世代の夫

婦の方が来ていただくことで住之江区も税収アップにつながるでしょうし、各地域も

今まで各地域で住んできていただいてきた方には各地域の皆さんが地域福祉、ぜひ手

伝ってよということでずっとアプローチは、もう長年してきていただいていたと思う

んです。その中でなかなか来ていただけない、もちろん仕事の関係もありますし各家

庭におかれている環境というのもあるので一概に新しく若い世帯が来たからってみん

な手伝っていただけるということにはつながらないと思うのですけど、新たに新しく

来ていただくことで先ほどの課題にあった世代間交流であったり子育てに優しいまち

だよということで来ていただけるということにつながっていければ高齢者と若い世帯

のつながりをつくっていけるようなまちづくりの最初の一歩というのができるのかな

と、今回のこの資料を通じて思った次第なんですけども、私からの提案でまことに申

しわけないのですが、子育て世代も含めた若い世帯を住之江区に来ていただけるよう

な何か案であったり独自案を出せるようなことができたらこの福祉部会をさせていた

だくに当たって何か提言としてもいいのかなと。それは子どもだけじゃなくて高齢者
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であったり障がいの方、もしくは今回の課題に出ていた生活困窮者でもいいと思うん

です。ただ私、私見ですが増えていってやはり１番うれしいのは、若い世帯が増えて

いくほうが近い将来という意味では１番未来が明るいのではないかなと。子育て世帯

という表現でさせていただいたのですが。それにとらわれず先ほどの生活支援、高齢

者、介護、子育て支援で意見がありましたら。 

○大磯委員 

 若い方の担い手を、私らも地域もすごくやはり望んでいるんですけど、なかなか若

い方というのは、お仕事ももちろん持っておられる方も多いし、やはりボランティア

ということで、ボランティアをするのにお金がかかる方法は、昔やったらという言い

方は悪いかもわからないんですけど、ちょっと余裕がある人がボランティアをしてと

いうのがあったんですけど、今そういうのがなくなってきているかなというのは思い

ます。何が余裕かというのはわからないですけども、金銭的な面なのか時間の余裕な

のかその辺はわかりませんけども、なかなか若い方に入っていただくというのは難し

いですね。こんなん言ったらあれですけども、青少年指導員とかそういうのでもすご

くやはり地域でもなり手がないとなってきてますし、へんな言い方をしたらやはり売

るものが何かないとボランティアもできない、それやったら地域で有償ボランティア

みたいな形でやっていくのか、それか何か前１回出ていたと思うんですけど、ポイン

ト制度みたいなものをつくってボランティアをするとポイント、そのポイントもどう

いうポイントかというのは考えないといけないかとは思うんですけども、なかなか何

にもなしではこのごろちょっと動くのは大変なのかなというのは思います。若い人、

大変みたいですね。 

 それと地域でも助成金が減らされてますやんか。なかなか地域でも出すお金を減ら

されてきているので活動も今までみたいに、やはり縮小していかざるを得ないところ

もあるし、それやったら参加者にお金を取っていかなあかんのかという部分も出てく

ると思うんです。そういうのもこれから考えていかないといけないのかなと思ってい
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ます。 

○杉村部会長 

 先ほどの資料の中にもありましたように、子ども会を復活させてだんだん、南港で

したかね。 

○中村委員 

 花の町は増えてるといっても緑はとにかく子どもが、今度小学校は１４０割ってま

す。だからそんなんで生徒がなかなか増えないんです。ほとんど南港の場合は市営住

宅なってます。あそこは高齢者とか福祉関係の人が多いです。今でもどんどんどんど

ん公団から市営へ入ってくる人が、高齢者の方です。だからなかなか地域で応援して

くれる人がなかなか集まらないというのが現状です。 

○杉村部会長 

 先ほどのお話の中で子ども会とかも含めて充実させていく。 

○中村委員 

 子ども会でも各棟によったらもう１人もいてない棟もあるわけです。学校に上がる

子が。だからだんだん子どもが減ってきている。まだしばらくは続きます。市営はと

にかく福祉住宅になってるから、そんなんで高齢者とかしか入ってこない。若いのは

出ていくのはありますけど、中には入ってこないというのがある。特に公団なんかは

何もないですね、交流が。 

○杉村部会長 

 今回この委員の中に参加されている方はいないのですけども、加賀屋地域なんかで

は若手のボランティアというのを担うためにということでここに記載があったんです

けど、加賀屋農園キッズというのは、子どもなどを通じてという形でＰＴＡなどが活

動しているんですかね、若手の人材を中心に新たなボランティアや地域の活動の担い

手を確保できるように取り組みますという形で、この加賀屋の部分では記載があった

んですね。こういう形で子ども会などを通じて先ほどの行く行くは老人会、敬老にも
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お手伝いしていただけるような人材育成というのにつなげていけるような形が取れる

のであれば理想形かなと思うんですけど、理想ばかり語ってもなかなか現状としては

それがうまいこといっていないから問題点として多分上がっているとは思うので、実

際新しく移り住んで来ていただいた方に子ども会に入っていただけるかという問題点

もあるでしょうし、うまく進むかどうかというのはわからないところもあるんです。

ただそうばかり言ってたらなかなか前に進まないというのもあるので、住之江区とし

てというかこの福祉部会として何か住之江区として独自にもし挙げるものがあればな

と思っています。ただ今日言ってすぐでるものではないと思いますので、次回この福

祉部会で会議を開くときまでに各委員の中で案等があれば挙げていただいた上でもし

それが今後のやつに間に合うのであればそういった独自の住之江区としてこんなんし

てみたらどうやっていう案等があれば挙げていただけたらなと、せっかく福祉部会を

もうすぐ任期２年も終わりになりますので、せっかくの部会で何か住之江区だけでも

いいので何かできるものがあればなと考えていますので、もし次回の会議の際にあれ

ばまたご提案いただければと思います。今日ご出席いただけていなかった佐野さん、

森田さんにも伝えていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 他に皆さん何かご意見ありましたら。 

○南副区長 

 今日の意見も含めて、うちの原口から森田さんなり、それから佐野さんにも今日の

これも含めてお話しに行きます。 

○杉村部会長 

 はい、よろしくお願いいたします。 

○南副区長 

 あと平成２７年度の取り組みということで生活困窮者とか在宅医療、子ども・子育

て、今後その国の法律なりが変わってきます。ただまだ出発もしていないのでいろい

ろと課題もあるやろうと私らも思っています。まだ見えていないところもありますし、
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今後平成２７年度に入ればこういう形でやっていくようになりましたということで、

また報告もしながらその都度部会には挙げさせてもらおうかなと思います。また読ん

でいただいて意見があれば次、次回でも言っていただければまたお答えできるように

はしておきたいというふうには思っています。よろしくお願いいたします。 

○杉村部会長 

 他にありますでしょうか。よろしいですか。 

 時間が少し早目ですが、いい会議は早く終わるのがいいと思いますので、１５分早

く終わらせていただきたいと思います。 

○原口市民生活課長 

 お疲れさまでございました。そうしたら一応これで今日はこれで閉会になるんです

けど、次回、先ほどもちょっとスケジュールを説明したんですけれども、案にどれだ

け近づくかというのがあるんですけども、本日の第２番目の議題もありますので、１

２月をめどにまたセッティングさせてもらうと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

○杉村部会長 

 全体会は１１月にあるんですか。 

○原口市民生活課長 

 そうですね、進捗報告ということで１１月にあると聞いてます。 

 皆様お疲れさまでございました。 


