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平成２６年度 住之江区区政会議 

第２回 魅力・ブランド部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年８月１１日（月）１５時００分から１６時１５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〕 

      佐藤 香聲 部会長、小髙 秀昭 副部会長、 

      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、谷上 武 総務課長、 

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 ６ 年 度 の 部 会 テ ー マ に つ い て  

  （２）その他 

   

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。これから住

之江区役所の区政会議、魅力・ブランド部会、第２回を開催させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 
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 それでは、議事を始めさせていただく前に、注意事項だけ申し上げます。 

 本日の会議は、個人情報などの非公開情報は特にございませんので、会議を公表と

させていただきます。 

 また、議事録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ホームページ等に掲載される場合がございますの

で、ご了解のほどをお願いいたします。 

 続きまして、お手元資料のご確認お願いします。１枚目がレジュメ、２枚目に資料

１、両面物です。３枚目に資料２、片面物のペーパーがございます。あと、封筒がご

ざいまして、そちらの中にはロゴの資料ということで入っております。これは最後の

方でご説明させていただきます。資料で足らない物ございませんでしょうか。 

 それでは、議事に移ってまいりますので、部会長の佐藤部会長、よろしくお願いい

たします。 

○佐藤部会長 

 ただいま紹介に預かりました部会長の佐藤香聲と申します。よろしくお願いします。 

 皆さんの貴重な時間をいただいて、議論する会となっておりますので、活発なご発

言やご協力のほどをよろしくお願いします。 

 それでは、先ほど杉本さんから説明がありました資料について、順番に議論を進め

てまいりたいと思います。 

 まず、資料１、イベント関係についてを事務局から説明していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 

 では、資料１に基づきまして、平成２６年度部会のテーマについての区の方針をご

説明いたします。 

 前回の部会におきまして、ブランド化ということについてのご検討いただいた中で、
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やはりイベントばかりの打ち上げ花火というのは意味がないんじゃないのかでありま

すとか、そもそもの区としての方針というものが示されていなければ議論が散漫にな

ってしまうというご指摘をいただいたところでございます。 

 今回の部会におきましては、まずは区として取り組んでいくものをイベントとその

他ということで２つに分けまして、それぞれにおいての区の方針をご説明いたしまし

て、皆様方に具体的なご意見をいただければということで進めてまいります。 

 まずは、資料１の１、イベント関係についてご説明いたします。こちらにつきまし

てはブランディングの分野の核ということで、アートとクールジャパン、そしてエリ

アの核として、名村と南港を挙げております。 

 まず、ここで言いますアートとクールジャパンの中のクールジャパンということで

ございますが、四角囲みの中をご覧ください。一般的にクールジャパンと申しまして

も、何でもかんでも日本発信するものということでとらえられておりますので、余り

にも広過ぎるということで、住之江区におきましては、言葉のとらえ方として、まず

はコスプレやアニメ、漫画、アイドル等に若者に人気のカルチャーということで設定

して発信をして取り組んでまいります。 

 エリアといたしましても、アートでの地域の活性化のきっかけとなりました名村造

船所大阪工場跡地とコスプレイヤーの聖地、または最近ではアニメのイベントとかよ

く開催されております南港を核として進めてまいります。この方針のもと、平成２７

年度の予算案について、（２）で考えている次第でございます。 

 まずは、平成２６年度ベースでご説明します。平成２６年度は①区制４０周年記念

事業ということで計上しておりましたが、こちらは平成２６年度単年度事業でござい

ますので、終了となります。 

 ②近代化産業遺産を未来に生かす地域活性化プランでございますが、こちらは区の

方針にございます分野でアートとエリアの名村を兼ね備えた事業となっております。 

 今年度から、平成２６年度から事業の実施方針を分担金による実行委員会という形
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にいたしました。 

 ２年目の平成２７年度におきましては、協賛金ですとかイベント内容の精査により

まして、自主財源の確保の実行も含めた検討を進めてまいりまして、イベントの持続

的な開催に向けて進めてまいります。 

 ③新旧の地域資源によるすみのえ活性化事業でございます。こちらはいわゆるコス

プレイベントでございます。コスプレイベントを区内の名所、旧跡等で開催するもの

でございます。 

 平成２５、２６年度につきましては、コスプレイベントを、行政は場所の提供であ

るとか広報の協力、他は自主運営という仕組みで開催することができました。今後こ

ういった自主運営の場が広がっていくためには、参加者がある一定規模数確保できな

いと、そういった自主運営ということが実ってまいりません。今、住之江区ではいろ

んな場所ですとかいろんなシチュエーションで楽しんでコスプレイベントに参加でき

ますよう、行政も協力的であるんですよという認知を得まして、平成２７年度は自主

運営の活動主体を増やしていくように、区としても努力してまいりたいと考えており

ます。 

 ④地域経済活力創造事業でございます。こちらはＡＴＣを中心とします南港咲洲エ

リアにおきまして、エリアの地域、企業、学校と行政が一体となって開催する光のイ

ベントでございます。学校は学校と、学校では相愛大学、森ノ宮医療大学、大阪エン

タテイメントデザイン専門学校が参加いただいております。南港エリアの魅力を区外

だけではなくて、海外に向けても強い発信力を持つように大阪市全体で取り組んでお

ります光の饗宴のエリアプログラムとしても認定されておりまして、そういった形で

発信を拡大することで、住之江ブランドをさらに高めてまいります。 

 以上が平成２７年度の予算に向けた区の方針案でございます。簡単ですが、よろし

くお願いいたします。 

○佐藤部会長 
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 まずは、イベントとその他ということで分類していただいて、イベントを説明いた

だいたんですが、これに関して皆さんのご意見をちょうだいしたいと思います。 

○大木委員 

 これ平成２７年度は自主財源ということは、もう各々寄附を募るということ。 

○杉本ブランディング課長 

 予算も踏まえながら、あとはもう寄附とか、あるいは自分とこで何か例えば有料で

あるとか、そういう自己負担的なイベントとかということで、そういったところも加

えていけたらなと。 

○大木委員 

 というのは、この区の、区からの。 

○杉本ブランディング課長 

 イベントがなくなるというわけではないです。 

○大木委員 

 助成はなくなるわけじゃない。 

○杉本ブランディング課長 

 わけではない、それを踏まえながらも、他からもお金を確保していくような仕組み

ってできないのかなって。要は今のご時世ですねシーリングシーリングで当然減って

いきますし、同じやり方でということはもう多分厳しいと思いますんで、今のうちに

そういった仕組みをどんどん考えていかないと。 

○南副区長 

 あくまでもね、やっぱり区の予算てやっぱり限られてます。例えば今年はあっても

来年なったらやっぱりシーリングかかって若干減らされるとか。 

 ところが、それやったら今の規模も絶対大きくならへんし、いろんなこともできな

いので、そこのところは規模拡大しようと思ったら、今、言ったような形で、他から

のお金をどう持ってくるか大事になってくる、そこら辺をどうできるか。 
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○大木委員 

 ほんなら基本的には区が今までみたいに関わっていって、それの附属を我々がこう、

いろんなことをする、資金面とかそういうのもやっていくということで、基本は変わ

らんわけ。 

○南副区長 

 そうです、はい。そこは変わりません。 

○大木委員 

 これは変わらない。 

○南副区長 

 はい。 

○佐藤部会長 

 ほか何かございませんでしょうか。 

○大木委員 

 このコスプレもな、わしやりたいんやけどな、あれ見とったら、若い学生さんとか、

学生さんとかいろんなんが出とるわな。そこへ地域の希望者とかいろんなのが入って

いけるような状態になるのかどうか。今はあれ本当に若い女の子がね、出てるのね。

そやけど住之江公園へ行ったときに、もの言おうかなと思ったら、拒否されるような

状態なんですよな。コミュニケーションが取れたり、いろんなことをするのおもしろ

いところがあるので、もの言おうと思ったら、あっ、はげたおっちゃん来たなって、

ぽっとこないしとるわけやな。そうするとなかなかな、溶け込んでいけんわけよ。そ

の辺をな、どういうようにこれからこの問題をな、やっていくのかなと。 

 そやから、わしらわからんけど、わしは出たいねん。 

○栃村委員 

 ちなみにコスプレの知識は、どっかそういう情報収集はどのようにされているんで

すか。区としては。 
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○杉本ブランディング課長 

 区としてですか。 

○栃村委員 

 はい。 

○杉本ブランディング課長 

 まずは北加賀屋にいらっしゃる、しゃべり場でコスプレのイベント開催されてる方

について情報収集しているのと、あとは今回、ちょうどうちの髙橋が年度末ですね、

昨年度末に金沢大学で講演した際に、コスプレ実行委員会ですか、日本社団法人のコ

スプレ実行委員会さんという方ともご同席したということで、その方たちなんかも情

報提供と言いますか、何度かお話をして、一般的なコスプレイベントであるとか、コ

スプレイヤーの方の考え方ってどうなんだろうということでは、収集はしているとこ

ろです。 

 その方から聞いたところによると、しゃべり場なんかで聞いた知識を総合しても、

２種類の方がいらっしゃる。コスプレイヤーの方でも。 

 もともとはもう会場が前の住之江公園のときに、もう私は私って、もう楽しい世界

でいるから入ってこないでっていう方もいれば、割と見てください、コミュニケーシ

ョンをしたいんですという日本橋ストリートフェスタ的な人たちもやっぱり２種類い

らっしゃるっていうところまで聞いて、ただ、このどちらかと言うと、聞いてくださ

い、コミュニケーションしたいんですっていう人をどういうふうに引き込んでいくの

か、どうやったらそういう仕組みになるのかというところまでは組み立てられていな

いので、それを組み立てられて、例えば地域の方と交流ができるよねということにな

ると、次の展開にもつながっていきますし、あるいはその方がまたここでイベントす

ればあのおっちゃんとしゃべれて楽しいよねっていうので来ようっていうことにもつ

ながるんかもしれないのかなっていうようなのは思っているんですが、その仕組みま

では正直。 
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○栃村委員 

 多分コスプレって言葉だけでこんなんだろうみたいなイメージばっかりがそれぞれ

の中にでき上がっておしまいになってるような気がするんですよ。 

 やっぱり本気でこれ取り組むんであれば、例えばこういう会議の席に専門的な、確

かに杉本さんおっしゃるみたいに、２種類あるのは、大きく分けて、物すごく大きく

分けて２種類あって、しかもその２種類が大体なんですけど、私もそういう場でそれ

ほどの知識があるわけじゃないんですけど、学生のころからずっとコスプレのメンバ

ーがいてたので、具体的なアニメとか、そういう具体的にハリーポッターとか、そう

いう写実的なもののコスプレをする人と、あくまで自分がつくり上げた世界観をこう

自分でする人と２種類いてまして、例えばフレンドリーなっていうお話であれば、確

かに後者が自分がやっているキャラクターを見てほしいので、確かに皆さんに見ても

らいたいという意識が強いんですね。どちらかと言うと、表現者に近い。 

 アニメとかのコスプレをする人たちは、どちらかと言うと、そうではなくて、ああ

いうことは自分がして楽しいだけであって、それで人とつながるのは、あくまでそれ

のそのキャラクターを好きな人とつながりたいだけであって、それを知らない人とは

つながりたくないんですね。それを知ってから来てくれみたいなところが多少なりと

もあるかなって思うんです。 

 もし本当にこう発展的にするなら、両者ともなんですけど、特に親しみを、大木会

長が言ったみたいに、こう広がっていきたいっていうことであるならば、例えば前者

の専門的な知識を持った人、もしくはそういうところに頻繁に出入りしてる人をこう

いう会に招き入れて、言うたら提案をしてもらったりとかするほうが前に一歩進むん

じゃないかなと。 

○佐藤部会長 

 こういうこの場に招く必要はないと思うんです。なぜならば、住之江レイヤーズコ

ンベンションというのを作ってやってますので、そこにはもう既に専門的なコスプレ
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イベントばかりをやってる人もいます。ほんで今年から住之江区在住のコスプレイヤ

ーも我々の、本人が仲間に入ってくれたので。 

 これまでやってきたことはさっき杉本さんからの説明があったように、自主運営が

成り立つためにはどうしようか。ただ、そうしようと思ったらやっぱり人数をたくさ

ん来てもらわないといけないので、それまではどんなコスプレイヤーでもいいからと

にかく人数が来てほしい。去年大木会長にお世話になった天満宮の１０人から始まっ

て、次が２０人、４０人、ようやくこないだ８０人まで来てくれるようになって、順

番に数が伸びていますので、そろそろ自主運営が成り立つような時期になっています

から、今からは栃村委員がさっき言うたみたいに、コスプレイヤーの資質を少しずつ

取り入れていって、それで楽しめるような。 

○大木委員 

 いや、私はね、もう今ごろコスプレと言うけど、私は仮装とコスプレと一緒になっ

たようなもので、一番最初に提案したのは、うちの町を加賀屋の１丁目から名村造船

まで練り歩こうと。 

 そういうような、それから参加型のお祭りでないとね、見せます見せますでは人来

ないんです。それでその人らは無責任に、あっ、よかったね、また次、来ますわで済

んでしまうんですよ。だから僕が思うのは、そういうような参加型のイベントという

のをしようと思うと、今のところコスプレとか仮装とか、そういうものしかこの参加

型のあれがないような気がするんですよね。だからそれを１回やってみて、それでど

うなんのか。 

 そやから、僕は町を練り歩きたいというのが私の一番の。 

 それで、名村造船所へ入ったらね、そこで各々が審査する人がおって、あなた優秀

商品や、優秀やったねとか、あんた不細工やったねとかというのをつけてやってな、

ほんでそういうのを楽しんでもらうということをねろうとんです、私は。だけどこれ

には金かかんのよ、いろんな来るのにもな。だからそこの財源を生み出すのに、わし
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の思ったように計画が区と市とが進まなんだらこれから。それが進んどったらうまい

こといけんねやけどな、そやけどそんなこと言うてもしょうがないから、もう最初か

らもう自費でやれるもんはというのを募集してみてね、ほんで何人かでもおったらそ

ういう人も出てくると思う。 

○南副区長 

 だからさっきね、佐藤部会長が言ったように、今まではできるだけ数を増やしまし

ょうというのが大体。それから質のところをどう地域と参加できるような形に持って

いけるかっていうのをね、大木会長が言うように、地域が参加できるようなコスプレ

イベントができるかどうか、これは非常に難しいと思うんで。 

 だからそこのところでどういう人やったらそんなところに入れるかっていうのは、

いろいろなところから知識をもらってというのは、確かにそのとおりやと思うんで、

そこを私らもう勉強はせなあかんのです。なかなか役所の人間はそういうのに参加し

とる人が割かし少ないんですけど、もっとね。 

○栃村委員 

 実は、神戸の方は意外と多いらしいんです。コスプレイヤーの方がね。と言うか、

たまたま友達がコスプレをやる子がいるんですけど、理由は神戸、そういうのに財源

が確かにあったっていうのもあるんです。 

○杉本ブランディング課長 

 長田区ですかね、震災の。 

○大木委員 

 あれ姫路なんかでもあんた、大名行列はね、市長やったからね。 

○栃村委員 

 あと、もう１つは、そう、そうですね。あとパレードが。 

○大木委員 

 そうやろ。ああいうものを感じてもうたらいいわけですよ。それが加賀屋は、たま
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たまコスプレであったというだけであってな。 

○栃村委員 

 そうですね。あとパレードが神戸の場合はね、多い。そういうパレード系のお祭り

が多いからっていう。サンバのあれとかですね、馴染んでるみたいですね。 

○井上委員 

 今、言うように、大木会長言うように、パレードじゃないけども、練り歩く。パレ

ードが一番こう何かこう、みんなが集まるし。参加しやすいわね。 

○大木委員 

 町を歩いて皆に見せるということがね、それが最大の宣伝なんですよ。そしたら皆

あんなんか言うたらね、みこしでもそうやけど、ああ、こんなんしてるんやったら、

私もじゃあ参加してみようかという、そういう意識づけをせないかん。コスプレおも

しろいで、俺もやりとうてたまらん。 

○南副区長 

 もうそういうパレードとかに参加されるような方っておられるんですかね。ようわ

からへんけど。 

○小髙委員 

 ロケーションのつくり方なんかなっていう。ほんで、ただプレーヤーの人が自分が

着てるでしょ、服着て行くじゃないですか。ほんでその中で歩いてて、普通の家が並

んでてもおもしろくないと。雰囲気はそこの中で５０メートルでもいいから、３０メ

ートルでも５０メートルでもいいからね、仮装の町をつくってしまう。要は映画のセ

ットじゃないけど、それをどうやって地域に吸収すんのんと言うたら、今、地域でも

ものやるときに、皆やるときにテント販売するときにね、テントに机とあれだけでし

ょ。このテントのところの柱のところと屋根の部分っていうのをパネルか何かで飾っ

てしまう。それぞれの店でパネル作ってよっていう話で、ほんならコストについては

その中でね、吸収されていきよるやろから、ただ言うたみたら何かテーマがね、ばら
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ばらやったらややこしいんで、その辺のところは何か的を絞るという作業が要るんか

もしれへんけど、そういうふうにこう、ぱっとやって、個々の費用としてはそんなに

かかれへんねんけども、トータル、それがそろうと１つの仮装の要はセットの中に入

ってしまうというようなつくり方っていうのも、工夫でけへんのかなと。 

 ただ、地元の人間が参加すんのはね、逆に眺めるほうの中やから、逆に言うたら、

その中で見ていくんやからね、来る人を。 

 自分が入りたいんやったらプレーヤーに変わったらええねんけども。そのきっかけ

はそこにあるかもわからへんけどね。 

○大木委員  

 プレーヤーとね、見る人がおって祭りでしょう。プレーヤーだけやったら何もおも

しろもおかしもないわけですよ。見る人もおって、プレーヤーもおって、それがコラ

ボレーションしてやな、ああ、よかったなということやから、やっぱり見せるという

ことも必要なわけやから、だから僕が言うたのは、あそこ、うちらでやるんやったら

１丁目の商店街からずっとあそこまで歩いてね、ほんでお祭りみたいに、手たたいて

くれてね、それで見送ってくれると。それが１回目はどうか知らんけど、２回目、３

回目になるとね、そういうのがこう定期的にそういうものできるということになると

ね、ほんならやっぱり町のそういう１つの活性化、言うたらそういうことの一歩では

あるんですよ。 

○佐藤部会長 

 はい、わかりましたありがとうございます。今日は議題が多いので、その辺をまた

事務局にまとめていただければと思います。 

 では、２番目、イベント以外、名物づくりについて、事務局からご説明いただきた

いと思います。 

○杉本ブランディング課長 

 それでは、資料１の裏面の２、イベント以外でございます。イベントにおけるブラ
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ンディングの核がアートとクールジャパンということで、先ほどの議論にも、やはり

わかりにくいなというような事業でございますんで、イベント以外の取り組みについ

て、わかりやすいものにしたいなと考えております。 

 そういった思いから、名物づくりと食、グルメの関係で進めていきたいなと考えて

おりまして、名物づくりについてなんですけれども、住之江の名物と言われて、食べ

物にしても何にしてもすぐにぱっと浮かぶ物っていうのがやっぱり浮かびにくいのか

なということで、このたび住之江区の名物づくりに向けてということで、７月に舞昆

のこうはらさんとＮＰＯ法人のまち・すまいづくりさんとパートナーシップ協定とい

うのを結びまして、住之江の名物で、お茶漬けもなかという物を協同企画いたしまし

た。そのお茶漬けもなかの中に金時ニンジンですとか、しじみですとか、昔の住之江

の名産物を入れた物になっています。 

 名物づくりと言いますのが、行政単独、我々単独で作り出せるものではございませ

んので、こういった協定というような仕組みを作っていきまして、住之江にゆかりの

ある企業様ですとかＮＰＯさんと、あとは地域さんと町の活性化に向けての取り組む

仕組みということで、パートナーシップ協定というのを作りましたし、あとは学校、

大学等とはですね、包括連携協定という仕組みがございまして、大阪市立大学、相愛

大学、森ノ宮医療大学と連携協定というものを締結しております。 

 今後の展開といたしましては、パートナーシップ協定ということで言いますと、区

内にフェリーたくさんございますんで、フェリーのサンフラワーさんと協定が結べな

いかということで今、検討しているところです。 

 あと、大学関係で言いますと、ことしの４月に南港に開校した大阪エンタテイメン

トデザイン専門学校さんと締結に向けて今、議論を進めているところでございます。 

 こういったさまざまな企業ですとか、学校さんと一緒になってというような仕組み

を生かしながら、住之江の名物を生み出していきたいなと考えております。 

 あとですね、グルメ関係で言いますと、観点として考えておりますのが、皆さん多



－14－ 

分ご存じだと思うんですけれども、うちの区長の髙橋が昨年度から申し上げておりま

すのが、住之江のずっと昔、遣唐使によって初めて小麦のような物がもたらされた土

地というのが住之江ですよと。そのゆかりを理解して粉もん伝来の地住之江というこ

とで、何か住之江と粉もんとを組み合わせたような取り組みってできないのかな、名

物作れないのかなというようなことも考えているところでございます。 

 まだこういったものについては仕組み、まずは包括協定ですとかパートナーシップ

協定には仕組みづくりを始めたばかりでございますんで、皆様からの具体的なご意見

こんなんどうやろとか、こういう企業さんいるよとか、そういったものをご意見いた

だきまして、具体化に結びつけてまいりたいと考えておりますので、よろしくご意見

をお願いいたします。 

○佐藤部会長 

 イベント以外の住之江の名物づくり。 

○大木委員 

 名物づくり、おれやりたいねん。と言うのはね、今うち農園を貸してもうたやろ、

あそこでね、まずサツマイモづくりを貸し出ししてないとこはやるんですよ。サツマ

イモをつくったら葉っぱの茎をうまく炊いたら、フキのしょうゆ炊きしたやつと一緒

でものすごいおいしい。酒のさかなに。おれ、それ毎年やっとんやけどね、あれをな、

こうはらさんの舞昆みたいなあれと一緒に入れて１回ね、つくるわ。 

○杉本ブランディング課長 

 地産地消ですね。 

○大木委員 

 うん、あのね、サツマイモの葉っぱの茎これぐらいあるんですよ。あれをね、しょ

うゆでこう炊くでしょ、そしたらね、酒のさかなとかのビールのあてにもう最高なん

ですよ。おれ毎年つくってる。ほんで嫌味がないんだってな、フキよりもおいしいわ。

だからあれを何とか作ったろ思ってな。 
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○南副区長 

 余り一般受けしてませんけど。 

○大木委員 

 いやいや、出してないから。そんなん出たらね、絶対おいしいと思う。 

○小髙委員 

 芋づるね。 

○大木委員 

 芋づる。昔はね、あれ芋づるいうて食べさされてやな、まずかったんやけどね、や

り方ですねん、あれ。 

○小髙委員 

 芋づる、確かに芋づる、お年寄りやっぱり懐かしんで、うちとこの畑でも時々取り

に入ってはるんですよ。 

 ただね、あれもやわらかい時期が、時期が選ばないと硬くなっちゃったらうまいこ

とできん。 

○大木委員 

 うちはね、芋づるができたらね、女性も全部動員してな、摘め言うて。これね絶対

おいしいんやって。酒のさかなに持ってこいですよ。だからそれをな、もう１回やり

たいなってね。そやから今年はもう間に合わんやろ、来年やろ。だから来年の状態で

１回ね、作ってね、皆さんにね、食べてもらおう。絶対おいしいって。 

○小髙委員 

 昔あちこちで芋作ってましたからね、住之江はね。子どもたちの芋掘りは全部そこ

の畑に行って芋掘りやって帰ってきたから。そうしたら逆に言うたら、今もうほとん

ど芋つくってはるとこなくなってね。 

○大木委員 

 コトハナとも一緒にな、こう研究しながらやろかって言うとんねんけどね、わしら
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も最初やからね、だからその辺のことをいろいろ聞きながら、もう耕運機は入るよう

になったんやから。それでまず芋をつくってね、ほんで芋のできたのは地域の小学校

や幼稚園で掘らせてやって、芋づるは我々が利用するというね、これを考えとんです

よ。１回食べてみてください。これはもう実現がもう即ですから、やりますから。 

○佐藤部会長 

 今年楽しみに。 

○大木委員 

 今度、来年。今年はもうだめです。もう遅いからね。 

○佐藤部会長 

 もう１点の粉もん伝来の地住之江について何か。 

○大木委員 

 あれは杵屋さんに頼まないかん。 

○佐藤部会長 

 そうなんですよね。 

○大木委員 

 杵屋さんが発祥やから。粉もんはな。うどんにしろ、何にしろ、全部あそこが一生

懸命やっとんやから、明石焼きみたいなん作ってもうたら。 

○杉本ブランディング課長 

 ほかに住之江で名物になるような物って言うと、何かありませんか。よく昔からあ

る伝統野菜で言ったら、金時ニンジンが住之江やったらありましたよであったりとか、

昔はしじみとか貝の産地やったというのは聞くんですけど。 

○栃村委員 

 例えばなんですけど。ピントがずれてるかもしれないですけど、ネットショップみ

たいなものを、例えば住之江区協賛でネットショップを、例えば楽天市場とかに出し

まして、商店街とかの方ってやっぱり個人、個人の商店でネットショップを持つって
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かなりリスキーなわけなんですよね。売り上げで考えると、やっぱりネットショップ

だけの売り上げで月１００万円単位を売り上げないと、ネットショップ自体の維持が

難しいんですけれども、何ならもういっそのこと住之江区という店を持ってですね、

粉浜商店街やら安立やら、いろんな中加賀屋の商店街のショップさんからネットショ

ップで提供できるような商品を声かけて、１店舗１個でもいいし、２個でもいいです

し、もしくは例えば杵屋さんでもいいですし、ネットショップ自体が住之江区の商店

だけで成り立ってる、要は楽天の中にさらにデパートが入ってるような、住之江区デ

パートみたいなのが入ってる仕掛けができないものかなというのをずっと考えていま

して、もしそれが可能ならば、ネットショップ運営の組織を立ち上げて、実際に商品

そのものは中加賀屋や粉浜の商店街の方々が提供する。発送とかそういうのは各店舗

に任せる。運営事務局は受注、発注の管理だけをするとかっていう仕組みがつくって、

その中で全国に要は見えるわけですよね、ネットショップってことは。もしかすると

勝手に自動的に全国の方がこれ住之江すごいなっていうのを決めてくれないかなと。

それこそどっか１店舗だけがもうかる可能性とか、だから欠点というのはそういうこ

となんですよ。もしかしたらぽんと当たったら、そのショップさんだけ本当にすごい

売り上げになる可能性があるわけなんですね。 

 こないだコトハナのフェイスブック見てたらリコーダーのね。 

○杉本ブランディング課長 

 竹山さん。 

○栃村委員 

 とかっていうのとか、ああいうのとか協力をしてもらって、住之江の物なんですよ

っていうのをアピールする簡単なツールとして、そういう従来ある、世の中に今ある

ネットショップとかを利用させてもらって、ネットショップっていうのはあくまでシ

ョップなので、屋号をそれこそ住之江っていう屋号でやって、みんなで共同体をつく

るっていうの。実際にこれが楽天さん、例えば楽天にしろ、ほかのネットショップサ
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イトにしろの許可がおりるかどうかはわからないんです。要は一応１店舗としてくれ

っていうのがルールとして本来あるはずなので、どこまでそのグレーゾーンで太刀打

ちできんのかわかんないんですけど。 

 それの例えばスタートの時点の組織運営に関して予算づけを、例えば１年、２年っ

ていうのを例えば可能になるのかどうかとか、最終的に独自運営していけるような仕

組みを作れないものかなとかっていうのを一時想像してたんですけど。と言うのは、

中加賀屋商店街とか結構おもしろいお店多いんですよね。何でこんな物がここに売っ

てんのと思うような物とか、意外性のある物とかが売ってたりするんですけど、それ

って歩いてみないとわからないですし、それは逆に利点なんです。歩いてみる、実際

来るっていうのは利点なんですけど、来てもらうまでにあることを知ってもらうチャ

ンスが広がる方が、そこに広がって実際にショップに見に行こうってなっていけば、

実際、中加賀屋の商店街に全然違うところの人が、じゃあ商店街、あそこのお店行っ

てみよう、おもしろいもん売ってるわというので来てもらえたりとか。それの要は手

助けにもなるかなと。 

 ブランドづくりっていう、物とか食べ物にしてもそうなんですけど、冷凍発送する、

冷蔵発送できる物とかはそういう物を、商品扱わせてもらうことで、自動的に全国の

方から逆に住之江と言えば、何々とうふ屋さんのあのとうふすごいよねみたいな、ブ

ランドを回りがつくっていってくれる仕組み、こっちから発信するばっかりするんじ

ゃなくってっていうのはできないものか。これはあくまでもう全然、全然言ってるだ

けと思ってください。今の段階では欠点だらけだし。 

○井上委員 

 壮大な、壮大な話やから、なるほどってしか、聞くしかないんやけど。 

○栃村委員 

 そうそう、欠点だらけですし、発想的には、要はそういう何と言うか。発想的には、

外から逆に入ってきてもらう発想ですね。そういうものはできないのかなという。 
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 １軒１軒、店歩いて、何か１個でいいからネットショップに出してもらえませんか

みたいな。うちしかこれ仕入れられへんでみたいな物とか、うちしか作られへんでっ

ていう物を何か１個出してもらえませんか言うてて、最初は３０個ぐらいのね、商品

だけでもスタートしてみたら意外とおもしろいことになるかもしれないなとか、商店

街の再活性化とかに使えないかなっていうのを。 

○井上委員 

栃村さんのそういう事業言うたら変やけど、そんなん区役所をどう動かせばいい。 

○栃村委員 

 最初の運営がやっぱり大変なので、そこのところで住之江区の商店街活性化委員会

みたい、それこそですけど、活性化目標みたいなので、一応そういうのを立ち上げて、

それに対して最初の運営事業費ですね、のサポートが得れるとかがあったら、ラッキ

ーかなとは思うんですけど。 

○井上委員 

 そこまではできるわね、多分ね、区もね。 

○南副区長 

 区はおもてには立てない。私も住之江区がやるって言ったら、住之江区に何かを買

ってるということになるんで、その責任は多分、責任取れないんですね、区役所は。 

○井上委員 

 そう、そういうことやね。 

○南副区長 

 商品に対してね。逆に言えば、例えば商店街さんなんかが積極的にやってくれはっ

て。そこのところに区がどうするかっていうのは、経済政策の話になってくるんで、

それはね、いわゆる。そこがあって、その中でどこまで区が助けられるかっていうの

は、多分あるとは思うんですけれども、ただ、やっぱり主体がどこになるかというの

がまず大きくあって、その中でどうするか。 
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○佐藤部会長 

 そうですね、主体さえ決まれば、さっき栃村委員が言ったやつはもう簡単にできる

んです、今の仕組みは。主体を誰かが実行委員会でも。 

○小髙委員 

 主体ってやっぱり今、言うてはんのんで言うたら製造販売の世界ですよね。そこで

作ってはって、ぱっと出す。製造販売の世界って言うたら多分、業界の団体っていう

のがあるんと違うんかなという気がするけどね。 

○佐藤部会長 

 今、多分私が聞いた説明では、そうじゃなくて、何か主体をつくって、そこがそれ

ぞれしてるのを。そうしないと楽天では扱ってもらえないのを一番最初におっしゃっ

たんで。 

○小髙委員 

 だから業界、製造団体の業界があって、その業界の中のやつを何種類か寄せ集める

と、今の団体が作ることも可能なんですね。 

○栃村委員 

 そうそう、そういうことです。 

○小髙委員 

 と言うことは、製造団体っていうのをきちっと押さえて、そこの協議会の中で１つ

ぽんと挙げてもらったらいいわけ。 

○井上委員 

 ほんならそれに推薦してもらえるわね。 

○小髙委員 

 これで推薦してもらうのと、業界の団体が軸になってショップ立ち上げてもいいわ

けでしょ。だから商店街のやつっていうのはいろんなね、商店街に加盟してはるのは

加盟してはんねんけど、それ以外に自分とこの業界のね、団体も必ず加盟してるはず



－21－ 

なんですよ。でないと商売やっていけないから。そしたらそこのところを１つの軸に

してやってやる。ほんなら食品は食品関係で、言うたら環境局なるんかな、衛生の関

係で全部団体あるから、１つにつながってるじゃないですか。ほんで物づくりは工業

会が中心になるんかな、でやってるじゃないですか。ほんならそこの中の団体、団体

を１つずつの中でこういうふうにしてネットショップの立ち上げでけへんやろかって

いう。そやから工業会なんか住之江やったら住之江１つか、住吉と一緒になってるか

わかれへんけど、そういうふうにもともと区のエリアの単位でまとまってるはずなん

で、ほんならそこのところでぽっとまとまってもうて軸を作るというのは可能じゃな

い。その団体を調べ上げるのは区役所。 

○大木委員 

 ただな、商品のその物、価値観のね、ある物をね、今そういうのができるかって、

今までそういう人も全部ね、自分とこで一生懸命宣伝しとると思うんです。それを住

之江のこのブランドの立ち上げの中で、そこに１つの新たな物をぽんと作ってくれて、

それでやっていくというのがな、そこができるのかできひんのか。 

 それと、私、一番この問題で参考にしたいのは、ささぴーカードやったけどさっぱ

りやろ。行ってるの。 

○杉本ブランディング課長 

 行ってます。 

○大木委員 

 大分行ってんの。大分行ってんの。ああ、そう、どのぐらい行ってんの。 

○稲垣担当係長 

 ３０何ぼぐらいですね。 

○大木委員 

 ３０ぐらいはある。３０ということはね。 

○杉本ブランディング課長 
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 ほんまにＡＴＣとか南港とかこう。固まったエリア、エリアで行ってるので。 

○大木委員 

 だからそれが１つの商業として成り立つためにはね、２０や３０ではそらどうしよ

うもないわけで。ただ、それでね、結局こう１つのでき上がったカードでもなかなか

難しいからね。だから１つのブランドをね、例えば杵屋さんでうどん作ってはるけど、

うどん以外の中でそこが売ってる以外の１つの何かを作ってくださいよというお願い

したら。うどん言うたんやったかな、全国にあれ発送しとるわけやから。ほんなもん

ネットでやったってなかなか難しいやろしな。だから商品開発のな、１つのあれがど

ういうようになんのかな。住之江でこの楽天市場の住之江のここしか売ってないよと

いうて、言うたら地産地消みたいなもんでしょ。 

○栃村委員 

 別にそこまで考えてなかったんですけど、要は自分の店の唯一これが一番の自慢で

すみたいなのでもいいかなって、正直思って、別に仕入れた物でもいいかなと。 

 ただ、たまたまなんですけど、中加賀屋の商店街歩いてると、１，０００円で何で

こんなかわいいかばん売ってんのとかあるんですけど。かわいいなみたいな、１，０

００円か、買おみたいな。本当にそんな乗りで、見たらあるんですけど、そういうシ

ョップさんとかが根強く地域で頑張ってるのに、宣伝の仕方と言ったら、もう唯一、

加賀屋の商店街が頑張って打ってくれる共同のチラシみたいな物しかないんであれば、

それは残念だなと。だからネットショップとかで、かと言って本人がネットショップ

するには費用が物すごいもう初期投資からして何百万円かかってしまうので、まず無

理ってなると、共同体になることでそれをお互い賄い合って、逆に楽天市場に出店し

てますって言って、その場所を知ってもらうとか、こう何か相互で何とかならないか

なというレベルなので、別にそら理想はそこで、そのネットショップでしか手に入ら

ない物があると物すごい、いいと思うんですけど、別に必ずしもそこでしか入らない

物じゃなくても、住之江のこういう店がこういう物を扱ってるっていうのを知っても
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らうだけでも十分ブランディングしていくきっかけになるんじゃないかと。直接的で

はないにしろ。 

○大木委員 

 うん、発想はええわな。発想はええけど。 

○栃村委員 

 これは本気でもしやるとしたら、例えば商店街のね、協議会みたいな。商店街のそ

ういう連合に話持ちかけて。参加してくれるショップさんが募ってとかって考えてた

んですけど。 

○杉本ブランディング課長 

 もともとのところがホームページ持ってるか持ってへんか。っていうのもあったり

とか。 

○井上委員 

 まず、加賀屋商店街に対して言うたら、失礼やけど１００円ショップ言うんか、１

００円商店街な、どっか大阪市でもどこでも。言うたら失礼やけど、あれさえようせ

ん。これ声かけたことはないけども、地域としては。もうそやからはるか遠い。栃村

さん言うてんのは、はるか遠いような気がせんでもないけど。 

○栃村委員 

 それはでも私１人がぽって行くよりも、やっぱり区役所さんとかから、例えば窓口、

こういう企画があるので協力していって住之江にこう盛り上げませんかって言っても

らって、可能性があるならばとかで。 

 でも、実際運営しようと思ったらそれなりに費用がかかるので、ショップ１つで要

は運営することになるので、その経費、維持費云々考えると難しいかなとか。 

○井上委員 

 天満宮の寄附募るだけでも大変や、もう。１，０００円もらうのにどれだけ頭下げ

なあかんようなレベルやから今になったら。 
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○大木委員 

 よくいろんな町でそういうの立ち上げて、商店街の単位でいろいろやっとるやろ。

そういうとこで１回研究してみたらいい。どういうなってるのか。 

○栃村委員 

 だからイベント以外っていうところで言うと、そういう例えば持っていき方の、そ

う、そうですね、従来のもの、地元をどのように外にアピールするかっていうところ

で１つのきっかけ、イベント以外のきっかけ。 

○井上委員 

 加賀屋商店街だけじゃないやろから、いろんな商店街あるからな。 

○大木委員 

 こういうのはね、同じことではもうあかんの、何か発想の転換でころっと違うこと

で、これあかんないうものも１回調べてみたらええ。そうでないとね、同じことしと

ったってどうしようもないわけやから。そやからわしらわからんけど、例として調べ

て参考にして、行けるんか行かれへんものか。今日言うて明日言うわけにはいかんわ

な、そういうやつはな。 

○佐藤部会長 

 はい、そんなとこで、ありがとうございます。 

 それでは、またいろいろ具体的な意見も出していただいたので、事務局にまとめて

いただければと思います。 

 次は、２番、情報発信についてご説明いただきたいと思います。 

○杉本ブランディング課長 

 では、情報発信でございます。去年、今年と部会進めていく中で、やはり発信の仕

方というのは大変重要ですよねっていうお話をいただいてるところです。 

 住之江区としては、ツイッターは従来からやっておりまして、今年の４月以降フェ

イスブックも始めました。 
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 フェイスブックの指標であるいいねの件数ですけども、８月７日現在で２９８件、

ツイッターのフォロワー数が１，２７６件になっています。 

 こちらは始めたころは順調に伸びてきてたんですけども、やはりもう今、行き詰ま

ってるところもございましてですね。そう、もう行き詰まったって言うか、新しいで

すね、どういうようにしていったら。まずはいいねであったりとかツイッターのフォ

ロワー伸びるのかなというようなご意見をいただきたいなと思っているのとともにで

すね、皆さんも例えばこういうフェイスブックですとかツイッターということをされ

ている中ですね、拡散とかのご協力をいただけたらなと思いまして、こちらの議題に

挙げさせていただいたところでございます。 

 ちなみに、フェイスブックはほぼ毎日アップさせていただいているのと、主にイベ

ントの告知等で使わせていただいているというところが現状なんですが、やはり同じ

ような方々、定番の方々が見ていただくにとどまっておりまして、新規のご利用がふ

えていないということです。 

 簡単ですけど、以上です。 

○佐藤部会長 

 はい。についての意見をいろいろいただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○杉本ブランディング課長 

 実は、動画とかも使おうかなと思ってたんですけど、実際フェイスブックに動画と

か上げて見るもんなんかな、どうなんかなというのも。 

○栃村委員 

 見ます、見ます。 

○杉本ブランディング課長 

 見ます。どうなのかなとかね、そういった。 

○栃村委員 

 めっちゃ見ますね、動画。 
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○杉本ブランディング課長 

 動画の方がありですか、どういうのを載せていったら見たいなってなるのかとか、

例えば前はイベント最中のものも載せたんだけど、余り実は。 

○栃村委員 

 でも、このいいねはフェイスブックページに対してのいいねですよね。 

○杉本ブランディング課長 

 そうです。 

○栃村委員 

 だから要はフォロー、極端な話、今フォロワー数がこれですよっていうような状態

っていうことですよね、ある種。 

○杉本ブランディング課長 

 そうです。フォロワーの数に近しの。 

○佐藤部会長 

 よその区と比べての数はどんなもんなんですか。 

○杉本ブランディング課長 

 普通です。もう中盤です。 

 ただ、よその区の中でも、例えば中央区みたいに観光にもう特化して出してるとこ

ろは、それこそ何千と飛んでますし、そうかと言うと、うちよりも少なく、余り定期

更新してないところはうちよりも少ないですといところで言うと、中盤ではあるんで

す。 

 ただ、せっかくしているのにっていうのと、あとはフェイスブックで言ったら十何

万人もいて、中高年層ですかね、二十歳以上の方でも何万人っているような住之江区

内で、やっぱり２９８人しか見てないよねなのかという、やっぱりさみしいなと。ツ

イッターにしてもそうなんですけれど。 

 どういったものを載せていったら皆さん見たいなと思うのかなっていうのとか、ふ
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だんどんなものを皆さん見ていらっしゃるのかな。あるいはフェイスブックとかツイ

ッター見いひんけれども、こんなんやったら見ようと思うのかなとかというようなご

意見を、それを反映していきたいなと考えております。会長とか見ます。 

○大木委員 

 結局言うてはることはよくわかるんです。もっと機会がな。ぽんとしたら見えると

いう状態でないと、わからん。ほんで今の言うてはる住之江区でも大阪市でも動機が

わからんけど、例えばインターネットでホームページでここの情報公開しとるやろ。

それが何％ぐらいの人が見てんのかな。その辺もわしらわからん。 

○小髙委員 

 とにかくパソコンに毎日向かってて、地域情報を５分でも１０分でも眺めてる人が

どんだけおんのていうたら。その数がすごく少ないん違うかな。 

○杉本ブランディング課長 

 少ないと思います。ホームページはどちらかと言うと、何か調べたいよねって思っ

て。そっから検索をして調べにいくもので。毎日毎日、住之江区のページを見ましょ

うという気には多分ならないと思います。 

○井上委員 

 ましてやそんな毎日毎日あるわけじゃないからな、見いひんわね、普通は。 

○大木委員 

 ある意味わしら、あっ、これ例えば戦争だ、戦争言うたらどないなことなっとんだ、

見たいってぱっ。それを利用するだけです。あんたらの利用の仕方と違うもんな。だ

からそれはあんた方が提案せないかんわ。どういうようにしたら我々が見れるように

なんのか。 

○杉本ブランディング課長 

 中でアートって出たのはね、例えば何かコンテスト形式にしたら皆さん、何か参加

するんと違うんかなと。よくやってるのが写真コンテストとか動画コンテストを出し
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てもらって、いいねの数を競ってということにすると、例えばもうお友達とかにも私、

出したから見てねということで見ると、そのほかの情報も見てもらえるようになるん

と違うのかとか、入り口で知ってもらうきっかけとしてはそういうのどうかなという。 

○佐藤部会長 

 入り口で知ってもらって情報発信ですから発信すべき情報がないとフェイスブック

やってても意味がないわけですよね。入り口はそういうふうにコンテスト形式にした

場合、最終的に何につなげたいんですか。ただ、いいねの数をふやすだけやったらあ

れでしょうね。 

○杉本ブランディング課長 

 いえいえ、その中にはね、例えばですね、結構、区役所の中でも私たちがやってる

イベントだけではなくって、例えばこのもう少し小さな定期的な習い物のイベントで

あったりとか子育てのイベントであったりとか、それと健診であったりとかっていう

ことも中に載せていってるんで、それを例えば見ていただくということでもどんどん

生活も豊かになってくるのかなと思うんですよね、情報が入るということで。どちら

かと言うと、広報紙というのはもう字で限られた紙面しかないので、どうしても限定

されたことしか載せられないんですけれども、ウェブでフェイスブックとかであれば、

そこ見ていただいて、そっから例えば余り詳しいこと書けないんだけども、そっから

また飛ばすとホームページの中で詳しい情報も聞けるということで、まさに入り口の

玄関的な役割を果たすので、そこにまずは引き込んでいかんとあかんのと違うかなと。

大木会長がおっしゃったみたいに、興味がなかったら区のホームページ絶対行きませ

んということなので、そこに来ない人はフェイスブックとかツイッターの方が引き込

みやすいかなとは考えてるんですね。 

 それの数がフェイスブックのいいねの数やったりとかツイッターのフォロワーの数

と。 

○栃村委員 
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 なるほど。情報が防災担当さんから出るじゃないですか。例えばなんですけど、全

部ささぴーが発信してることにするとかという、例えば設定にして、この防災担当さ

んから発信されて読むとしても、文字量とかも多い感じで、何て言うか怖い感じがす

るんで、防災担当ですとかって、大雨に対する注意と警戒をっていう、フェイスブッ

クで流れてきても、おおみたいな。 

 でも、例えばあくまでささぴーが常にこのフェイスブックを情報発信してるってい

う何か１つの設定か何かにして、ささぴーのファンを増やしていくことでフェイスブ

ックの要はフォロワーを増やすっていうとか、例えばですけどね。 

○杉本ブランディング課長 

 ツイッターでよく、やってたりとかは。区のマスコットの発信っていうので、大阪

市のマスコットでも割としていたりとか。 

○栃村委員 

 うん、そうです。だから区の。 

○杉本ブランディング課長 

 くまモンとかのパターンですよね。 

○栃村委員 

 そうですね。何か区長がこんなのしましたって言っても、例えばこんなことを選手

権で一緒に出てきましたっていうのを報告しちゃうと、読んでる側は大木会長のさっ

きの話じゃないですけど、受け身だけになっちゃうので、これも第三者的に発信して、

うちの区長さんが、ささぴーがうちの区長さんが何かここに行ってきてこんなんでし

たっていうような発信の仕方とかにすると、まだ読み物な感じがする。 

 実際そういうページ多いんですよね。お店のやつとかも、１人何かアイドル的バイ

トの子の発信が多かったりとかっていうのでフォロワーが伸びてたりとかっていうの

もフェイスブックページのやり方でそういうのが、何かキャラ決めるみたいなかなと。 

○小髙委員 
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 キャラはささぴーやったらささぴーで決めて。 

○栃村委員 

 ささぴーで十分だと思うんですけどね。 

○小髙委員 

 防災情報流すときは、ささぴーちゃん、防災服着てたらいいんかな。 

○栃村委員 

 そうですね、防災服着たささぴーの画像とともに。 

○小髙委員 

 何かささぴーはね、キャラとしては１つなんだけども、そこの中で横に広がってる

のは２０人、３０人おったってかめへんわけで、そやからそれの分のところでこう特

徴を持ちながら何種類かでパターンでやっていけばいい。そういうやり方もあるんと

違うかなと。 

○杉本ブランディング課長 

 はい。読みやすさってことですよね。 

○南副区長 

 要するに読みやすさをどうするかという。 

○杉本ブランディング課長 

 客観的に見た方が。 

○南副区長 

 だから今言うてるように、ささぴーをメインにして、どうこう表明したらみんなが

読みやすくなるかということで、とりあえず僕らっていうのはなかなか頭がかたいの

で、そういう専門の人に聞いてみるとか、いろんなことできると。 

○栃村委員 

 そうですね。わかんないですね、ささぴーにしたらいいかどうかわかんないですけ

ど。 
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○南副区長 

 いや、そやけどね、ささぴー以外に誰がおんの。髙橋区長では心もとないんであれ

ば。 

○大木委員 

 いや、心もとないんと違ってね、区長載ってたら見んわという人がおるわけやから。 

○井上委員 

 やっぱりかたい話になってくるな。 

○南副区長 

 それはそうやね、ささぴーが言うたら、子どもさんも含めて。 

○井上委員 

 取っつきがぷっといけるわね。子どもいけるわな、うん。 

○大木委員 

 その辺はね、実際にこれをやって、ほんで実際にそれを利用して、ほんでいろんな

ことを感じとる、あなた方若い人が考えて提案せんと、こういうもんは。 

○南副区長 

 そやけど、一遍やってみたらね。どんなもんかわからへん、とりあえず一遍やって

みて。 

○大木委員 

 そうそう。やってみたらええねん。何でもやってみないかんねん。 

○栃村委員 

 ささぴーが常に例えば何かどっか行ったときに、僕のフェイスブックページあるん

ですみたいな感じでアピールすることで、見てみよか、いいねにしてねみたいな。さ

さぴー常に。 

○杉本ブランディング課長 

 お名刺渡すとかやりますよね。 
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○栃村委員 

 ささぴーがキャラクターとして名刺渡すときに、フェイスブックページがあって、

そうですね。 

○杉本ブランディング課長 

 ＱＲがあって。 

○栃村委員 

 ＱＲ、みんな読んでみたいなイベント行ったときにこう名刺でっかくしといて、Ｑ

Ｒ読めるようにしといて、その場で。 

○南副区長 

 １つのね、どうこう皆さんにこう親しみやすくなるかっていうのは非常に大事なん

で。 

○栃村委員 

 何かやっぱりお役所から言われてるみたいな感じ、印象が。正直ぱっと見ただけで

あるって言うか、もうこれに注意せえ、あれせえ、こんなイベントあるよって、押し

つけられてる感と言うか、の情報が常に来る印象があるので、ささぴーで毎日更新し

てもらって、もうそれこそ何げない、ささぴーがきょう出会った、例えば役所の方の

例えば朝礼で、一言何かあって、駅であったほっとした一こまみたいなのをささぴー

が出会ったことにして、例えば駅でおばあさんが困ってたけど、こうこうこう、駅員

さんこんなんでしたよみたいなんとかを発信するとかしていったら。 

 あと、増やすっていう意味で言うと、さっき言ったフェイスブック、僕のフェイス

ブック、性別わからんけど。ですっていうことを常にアピールして。ＱＲコードはお

もしろいかもしれないなと。 

○大木委員 

 僕らが希望するのもね、新聞の見出しと一緒ですよ。ぱんと出して、そら読まなあ

かんなという見出しを考えて出してもうたらね、やっぱり読もかという気になるんで
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す。新聞の見出しが悪かったらそこ読めへん。だからそういうものをこう、ぱっとこ

う出して、区長退任とかな。何でやという。 

○栃村委員 

 折り曲げたら、かって書いててはてな。 

○大木委員 

 そういうような見出しをね、極端に言うたら、見出しをぴちっと出して。わかりや

すくして、それでやっぱり見せるということ、それが１回そういうふうになるとね、

やっぱり次も見ようかなということになるでしょう。だからそういうものをしっかり

わしらわからんから、考えてもろてな、ほんで出したらね、やっぱり見る範囲が広が

ってくるんと違うかな。区の政策をだっと書いたって、何にも見えへん。 

○南副区長 

 めり張りが大事。 

○大木委員 

 そうそうそう。その辺を考えてもろたらな。 

○南副区長 

 いっぺんさざぴーがこう情報をどういうふうにこう。 

○大木委員 

 ささぴーちゃんがにこっと笑ってな、横にふぁっとこう出とったらやな、読むから

もわからんな。うん。 

○佐藤部会長 

 はい、ささぴーを活用しようということで終息感がありますが、よろしくお願いし

ます。 

 次は、資料２に基づいて、住之江区のロゴ及び区制４０周年記念ロゴについての説

明を事務局よりお願いしたいと思います。 

○杉本ブランディング課長 
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 お手元資料の２と、あと茶色い封筒の中に細かい内容については入っております。

封筒の中には住之江区のロゴ３０件、区制４０周年記念ロゴ２５件入っております。 

 こちらは何かと言いますと、前回の部会のときにですね、議論になりました、ロゴ

を作ったらどうやねんっていうところがありました。 

 あと、包括協定のときにも少しお話ししたんですけど、今年の４月に南港に開校し

た大阪エンタテイメント専門学校さんと包括協定のお話を進めてる中で、実はうち姉

妹校に大阪総合デザイン専門学校というところがありますよと。ロゴを作りたいんな

らうちの授業の一環で制作することできますよというお話をいただきまして、今回、

住之江区ロゴ３０件、区制４０周年記念ロゴ２５件を授業の一環ということでご制作

いただきました。 

 お手元封筒内にございますのが、２年生の生徒さんが制作したロゴの数々でござい

ます。 

 今回はですね、皆様方に審査の一員ということで加わっていただきまして、まずは

こちら３０件、それぞれ３０件と２５件を３件から５件、今５件と考えるんですけど、

５件程度ぐらいずつまで選考をしていただきたいなと思っております。 

 選定をしたものを最終審査ということで、生徒さんのプレゼンをうちの部会長様あ

るいはうちの部会の代表さんの前でしていただいて最終決定をしたいということで考

えております。 

 すばらしい作品ばかりでご苦労おかけするんですけれども、区のロゴ、区の周年記

念ロゴをそれぞれ５つほどご選定いただきまして、右上の番号をですね、別紙の表、

選定表のところにですね、５つ、おのおの５つ書いていただきまして、８月、来週の

月曜日までにファクスでも結構ですので、ご提出いただけましたらと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 簡単ですけども、説明は以上でございます。 

○佐藤部会長 
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 という説明で、これについてご質問ございますでしょうかの前に、私１つ質問ある

んですけど。 

○杉本ブランディング課長 

 何でしょう。 

○佐藤部会長 

 これ学生さん、生徒さんがやりはったんですよね。 

○杉本ブランディング課長 

 はい。 

○佐藤部会長 

 版権の問題は全部。 

○杉本ブランディング課長 

 こちらで出すということで、はい。 

○佐藤部会長 

 これを作ったときの、要するにパクってないかどうかは先生がもうチェックしてく

れてはるんですかね。まだ２年目ですよね。 

○杉本ブランディング課長 

 はい。 

○佐藤部会長 

 ということは何かからパクってる可能性が多いと普通、我々は考えるんです。 

○杉本ブランディング課長 

 なるほど。 

○佐藤部会長 

 それがせっかく選んでも、あと１年後、２年後で、もうそっくりなんあるやんって

なったら。だからそれをまず先生に。 

○栃村委員 
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 それプレゼンとかでは大丈夫。 

○佐藤部会長 

 普通に、我々もプロになると絶対そんなことやったら商売できなくなるという自制

心が働くんですけど、生徒さんやったらまだそれがあかんってわかっとっても。 

○杉本ブランディング課長 

 何か刷り込まれるって。 

○佐藤部会長 

 そうそうそうそう。 

○杉本ブランディング課長 

 いや、悪気はないんやけれども。 

○佐藤部会長 

 うん、悪気はない。それを通常、これをやる先生がそれを全部チェックしはるんで

すけど、それが済んでるのかどうかというのをもう一度。 

○杉本ブランディング課長 

 確認をさせていただきます。 

○佐藤部会長 

 失礼のないように言うといてもらったらいいかと思います。 

○杉本ブランディング課長 

 はい、わかりました。どうしても何かインパクトあるものでまねてしまうじゃない

ですかありがちですもんね。そこはもう。 

○栃村委員 

 そうですね。例えばこのこれ、この例えばこれ実際、本当に自分が描いたのか、素

材取ってきたのか。 

○杉本ブランディング課長 

 コピペですよね。 
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○栃村委員 

 もう今ぱって見た瞬間にやっぱりこれとか思っちゃうですよね。これがどっかの素

材を取ってきて、それが版権フリーなものだったらいいんですけど、可能性として版

権フリーじゃない可能性が高いかなと思ってしまうんで。 

○大木委員 

 それから言うとね、このデザインあるやろ。これ家の家紋でこういうのあるんです。

こういうのはよくありますよ。 

○井上委員 

 この大きさとか何かこの何かスペース的なもんあるんですかマークのね、大きさと

か、そんなん自由ですか。 

○杉本ブランディング課長 

 特に自由です、はい。それを物によって変わってくる、使い方によって変わってく

るので。型によっては白黒でも、モノクロとカラー版もあるので。 

○大木委員 

 ぱっと見てわかるやつじゃないからな。何が書いとるんやわからん。これ見たら住

之江かと言う。 

○杉本ブランディング課長 

 なかなか難しいですね。 

○栃村委員 

 住之江って青のイメージが強いんですよね。 

○南副区長 

 そうですね。海のあれやから。 

○井上委員 

 そうやな、海の。もともと書いてくれてるところが海の近くやから。 

○杉本ブランディング課長 
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 海の近く、そうですね、どうしても海とかボートとかの。 

○小髙委員 

 さざんかが少ない。 

○杉本ブランディング課長 

 あとはさざんかのデザインがなかなか独創的なさざんかのデザイン。はい、独創的

ですよね。４０いいですよね、それ。わかりやすい。 

○井上委員 

 全体おとなしいと言うか、何か色合いは。 

○杉本ブランディング課長 

 そうですね。余り赤とかピンクとか。 

○井上委員 

 それは使ってないですわな。 

○杉本ブランディング課長 

 ブルー基調であったりとか紺基調。発色はすみません、悪くはなってます。カラー

コピーで重ねてますので、原紙があるので、これの分のもうきれい分、また欲しいな

ということであればまたさせてもらいますんで、コピーですんで。 

○栃村委員 

 あとは色なんですけど、予算的に今後使用するに当たって、これ１色で作ってる人

もあれば２色の人もあるんです。３色の人もあったんですけど。それは大丈夫なんで

すか。一応、特色指定はしてあるみたいなんですけど。３色の人もあれば１色の人も

ある。それ今後のその。 

○南副区長 

 問題ないんかな。 

○杉本ブランディング課長 

 それは問題はないんですけど。選んだ後に、もしかして白黒の場合はまた白黒の分
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で作ってくださいてなるのかな。 

○栃村委員 

 多分、白黒のイメージって、いきなりやっぱり変わったりするので、物によっては

お葬式っぽくなってしまう。いや、カラーで見てるとき何も思わなかったのにとかっ

てあると思うんで、慣れてないんだったらモノクロとかのイメージとかも。 

○南副区長 

 書いてくれてはるやつもある。 

○栃村委員 

 あるんですけどね。 

○杉本ブランディング課長 

 印刷物はその可能性があります。広報紙も今カラー版なので。 

○栃村委員 

 特に問題は。 

○杉本ブランディング課長 

 特に広報紙とかチラシについても大きな問題はない。カラーにすることに特に問題

はないかなと思ってます。 

 ただ、大量に作る刷り物ですとか、名刺とかはもしかしたら白黒になるかもしれな

いなと。 

○栃村委員 

 べたって黒くしちゃうと印象変わりますもんね、やっぱり。 

○南副区長 

 だからこういうふうに、これとこれと両方しといてくれてる人のところが割かし多

いんで。 

○栃村委員 

 この場合だったら、例えばグレースケールになると思うんですね。この、ここの部
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分が。何％の炭色にするのかで印象が変わったりするかなと。 

○大木委員 

 このシンボルマーク言うて、じっと見てなるほどなと思わんないかんのか、ぱっと

見てわかるやつがええのか。じっと考えてからな、ああ、なるほど、これ住之江かと

言われるのがええのか、それとも見て一目瞭然でぱっと見て、ああ、これ住之江やっ

てわかるのがいいのか、それはどういう判断するんかな。 

○杉本ブランディング課長 

 ただ、シンボルマークなんでやっぱりぱっと見てわかるものというのが一番ありが

たいなとは。 

○大木委員 

 ありがたいやろな。 

○杉本ブランディング課長 

 と思います。特に広報紙とかそんなん出すときって、前に前回で小髙さん、おっし

ゃってたんですけど、どこが何がやってんねんってわからへんよねっていうときに、

これが出たら住之江やってわかるようなものにしていきたいなといったときには、や

っぱりぱっと見て、ああ、住之江やなってわかるものがあれば。 

○南副区長 

 ４０周年はね、どっちか言うたら、もう今年しかもう使われへんので。ある程度ぱ

っと見て４０周年というのがわかればそれが一番。 

 ただ、このシンボルマークなんていうのは、これからある程度使っていくんで。 

○大木委員 

 会社なんかで言うたら、こうデザイン頼んだら何屋さんやさっぱりわからんで、説

明してもうてもわからんようなあれになっとるやろ。そういうのにすんのか、ぱっと

見てわかるようにするのか。審査の対象がな。 

○杉本ブランディング課長 
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 すみません、余りやはりぱっと見て、うち住之江区ってよく広いから印象ぼやける

って言うじゃないですかというように、ぱっと見て住之江区っていうのはやはりわか

りにくい方は皆さんロゴを入れてはることが多いですね。名前入れてるところが。 

○大木委員 

 それと、そこまでこう、お金かけてやってな、都構想になったらどないなんの。も

う１年か２年の話やで、これ。 

○杉本ブランディング課長 

 ただ、会長、これお金かけてません。 

○大木委員 

 かけてないの。 

○杉本ブランディング課長 

 かけてません。お願いしたら、じゃあ教育の一環で作ってあげようということでな

ってるので。はい、予算は使っておりませんのでご安心ください。 

○大木委員 

 早いとこであんた、もう１年やそこらでぱっとこう終わるという可能性もあるから

な。 

○小髙委員 

 だから要は住之江のブランドやから、都構想で区がどこそこ一緒になろうが、住之

江、この住之江のエリアでね、やったもんに対してはそれでいい。だからただブラン

ドの、言うたらほかのところはお持ちじゃないから、その区の中で一番こうブランド

性持ってやるっていうのは、住之江やったら住之江のマーク。だから１つのこうロゴ

って言うか、マークがあって、それがほかのとこもあるとしたら、それはね、ただ都

構想で一緒になったときに、６つやったら６つ寄るとか５つやったら５つ寄るだけの

世界でなんで、その辺はそんなに難しく考えんでいいんじゃない、住之江のブランド

で作ったんやったら住之江ブランドじゃないですか。だからよそは別に。よそはよそ
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ですわという話です。 

○栃村委員 

 これ、この学校さんだけで、このシンボルマーク決めて何か問題はないんですか。 

○杉本ブランディング課長 

 今回この包括協定を結んだということでの協同企画事業の第一弾ということで考え

てます。 

○小髙委員 

 うち半分に分かれるからな。 

○大木委員 

 ああ、そうやな、いや、その辺もな。 

○小髙委員 

 だけど２つ選んどいたほうがええかもしれへんで。 

○大木委員 

 難しいところやな。 

○佐藤部会長 

 はい、ではお手数なんですけど、８月１８日月曜日までにさっきの紙に５つ。 

○杉本ブランディング課長 

 電話でもメールでも、メールでも結構ですし、またこれファクスでも何でも結構で

す。 

○井上委員 

 この番号書いて、ちゃんと書いてやね。 

○杉本ブランディング課長 

 番号書いて杉本までご提出ください。お願いします。 

○佐藤部会長 

 本日いろいろ具体的な意見をいただいて、ありがとうございました。これをもとに
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次の部会では平成２６年度に反映できることは反映すると。平成２７年度の予算要求

で反映できることはさらに深めた議論を進めてまいろうということです。 

 次回の部会は、９月をめどに事務局より日程調整させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 では、最後に事務局、どうぞよろしくお願いします。 

○杉本ブランディング課長 

 佐藤部会長、ありがとうございました。 

 それでは、改めまして今後のスケジュールご説明させていただきます。 

 平成２７年度の予算に向けての要求が９月にございますので、今回いただきました

ご意見、宿題いただきましたものをもとに、平成２７年度の事業に対します予算要求

案を事務局にて策定いたしまして、９月中に次回の部会の日程調整、開催させていた

だいて、皆様からご意見をいただき、最終的な予算要求案にしてまいりたいと思って

おります。 

 それでは、すみません、ロゴ、記念ロゴの関係が８月１８日ということで、こちら

だけまたよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は長時間にわたりありがとうございました。これで部会を終了いた

します。ありがとうございました。 


