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平成２６年度 住之江区区政会議 

第３回 魅力・ブランド部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年１０月６日（月）１５時００分から１５時５５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２７年度の取組案について 

  （２）「住之江区ロゴ」「区制４０周年記念ロゴ」について 

   

５ 発言内容 

○杉本ブランディング課長 

 それでは、第３回の魅力・ブランド部会を開催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、住之江区役所の政策推進室、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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 本日はＪ－ＣＯＭさんが取材に来られていることを、まず冒頭ご報告申し上げます。 

 それでは、議事を始めさせていただきますが、本日の会議では、個人情報などの非

公開情報は特にございませんので、会議を公開とさせていただきます。 

 また、議事録につきまし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きまし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、ご了解をお願いいたします。 

 続きまして、お手元資料の確認をさせていただきます。まず、１枚目、レジュメが

ございまして、資料１、両面、平成２７年度の取り組みについて、資料の２、住之江

区ロゴ、区制４０周年ロゴについて、３枚目、４枚目がそのロゴのカラーバージョン

ということになっております。 

 足らない方はいらっしゃいませんでしょうか、大丈夫ですか。 

 それでは、議事に移ってまいります。それでは部会長へ司会をお渡しいたします。

佐藤部会長様、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でございます。 

 今日は貴重なお時間をいただいて、議論する大切な場でございますけど、いつもの

ように忌憚のない意見を述べていただくようにお願いします。 

 それでは、お手元の資料に基づき進めてまいります。 

 まずは資料１、平成２７年度の取り組み案について、これを事務局から説明をお願

いしたいと思います。 

○杉本ブランディング課長 

 それでは、平成２７年度の取り組み案を説明いたします。 

 まず１つ目、情報発信関係でございます。こちらにつきましては、主にＷｅｂ関係、

ＳＭＳ関係の情報発信関係をご紹介しております。 
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 まずは広報紙へのＡＲ（拡張現実）の導入でございます。ＡＲと申しますのが、無

料のアプリがございまして、そちらをダウンロードしましたこういうスマートフォン

やタブレット端末ですね、そのＡＲ動画が入りましたお写真をかざすとその動画が見

られるというものでございます。 

○井上委員 

 全然わからん。 

○杉本ブランディング課長 

 例えばなんですけども、よくスポーツ新聞とかで、打っている写真がありましたと、

そこをかざすと、その打っている動画の写真が、何々さん、打って、ホームランとい

うような一連の、例えば１５秒とか３０秒とか、そういう短い動画の写真が見られる

というようなものでございます。 

 他都市でも導入している事例がございまして、例えばお祭りですね。何月何日にお

祭りがありますよで、お写真が載っていて、そこに何か一応記号が埋め込まれている

んですけど、そこに、もともとそういうアプリというんですけど、ダウンロードした

こういう端末でこうすると、そのピーヒョロ、ピーヒョロと、去年のお祭りの様子が

見えてくる。で、楽しそうやから行ってみようかいなと、そうなるようなシステムが

ございまして、こちらが無料のアプリということで導入経費ほぼかからないというこ

とですので、こういったものを導入することで、余り若い方って広報紙、見る方と見

られない方、二分化されているということがございますので、そういった若い方も、

ちょっとおもしろいやないか、広報紙ということで見ていただけるような仕組みにな

らないかなと思っております。そちらで導入を検討しております。 

 ちなみに大阪府下ですと、豊中市、あと大阪府の広報紙にもたまに使われてたりと

いうことを聞いております。 

 こちらが１、広報紙へのＡＲの導入の検討でございます。 

 ２つ目がＬＩＮＥの導入でございます。このＬＩＮＥなんですけれども、お使いに
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なっている方というのは、こちら委員さんの中でおられますでしょうか。 

○井上委員 

 ああ、やっぱり若い方やね。 

○杉本ブランディング課長 

 私もお恥ずかしい話、ＬＩＮＥをやっていないので。 

○大木委員 

 あんたＬＩＮＥて、この間、問題になっとったやんか。 

○杉本ブランディング課長 

 なりすましですよね。 

○杉本ブランディング課長 

 そこはこれから検討していかなくてはと思っているんですけど、実はこの間、子育

て中のお母さんに広報のどういったものが知りたいかですとか、どういったもので情

報集めますかということで、子育てサロンとかにヒアリングをしていったんです。そ

うすると、いや、実は私たちフェイスブックとかツイッターとかってやらないんだよ

ね、私たちＬＩＮＥなんですよっていうお答えをいただいたんです。 

 本当かなと思って、いろんなところを調査していますと、この総務省の平成２５年

度版の調査報告というのとか、あとは新聞にも大きく取り上げられていたんですけれ

ども、実は、６０歳代以外ではＬＩＮＥが、１０代、２０代、３０代、４０代、５０

代、皆さん、ＬＩＮＥが一番使ってると、こういうＳＮＳと呼ばれているフェイスブ

ックなりツイッターなりとか、グリーだとか、グーグルプラスとかあるんですけど、

中でもＬＩＮＥが一番使ってるよと。特に２０代とか３０代、２０代については８割

の方がもうＬＩＮＥ使ってるということが数字上あらわれてきましたので、行政から

の、行政の広報離れというところが見られる若者の方々に対しての広報ということで、

一回ＬＩＮＥということをちょっと導入してまいりたいなと考えております。広報紙

につきましては、高齢者の方に見やすい形で着実にお渡しをする。後はいわゆる情報
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が届きにくいと言われている若者の方にはＷｅｂ、彼らに身近なＷｅｂを使って、そ

のＷｅｂの中でも一番使われるＬＩＮＥ等を使って、情報をお届けするという形で、

来年度、平成２７年度については取り組んでまいりたいと考えております。 

 そのＷｅｂに関していいますと、やはりもう写真だけだとやはり興味がわかないと

いうことで、ユーチューブとかの動画を使って見やすく、親しみやすいものにしてい

きたいと考えております。 

 こちらが平成２７年度に向けての広報関係の、情報発信に関する考え方でございま

す。 

 裏面がイベント関係になってまいります。 

 まず、（２）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

わゆるコスプレを加賀屋緑地ですとか、住之江区内の名所旧跡でやることで、新しい

ものに惹かれてやってくる方が、そういう住之江の古きよきものに触れていただいて、

住之江のよさを知っていただくというようなイベントでございました。 

 こちらについて、コスプレイベントは平成２７年度につきましても、行政は場と広

報の協力、他はもう自主運営という形で引き続き続けてまいりたいと思っております。 

 それにプラスいたしまして、この間の部会でいろんなアイデアをいただいてまいり

ました、例えば住之江の名所旧跡の絵はがき作成ですとか、あるいは住之江独自の風

景印というのをつくったらどうだろうかというようなお話をいただいて、あとは住之

江の名物づくりというご意見をいただいておりましたので、これも地域資源による住

之江の活性化事業の一つだということで、平成２７年度に向けて予算要求をし、そし

て実行してまいりたいと考えております。 

 この中にございますように、例えばこの後にまたご報告いたしますが、住之江のロ

ゴ、住之江区のロゴというのもでき上がってまいりますので、そちらをうまく活用し

て、区のＰＲなどにつなげてまいりたいと考えております。 

 あわせて、３、４番まで説明してまいります。 
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 ３番、近代化産業遺産（名村造船所大阪工場跡地）を未来に生かす地域活性化プラ

ンでございます。 

 こちら、過去から実施しております、北加賀屋を中心にアートで住之江区の活性化

を目指すというものでございます。 

 平成２７年度につきましては、資金調達の仕方についても、例えば協賛金、助成金

等については前向きに検討し、かなりメジャーになってきたというところと、このイ

ベントについては市営地下鉄も協力いただきまして、この１０月の１日からなんです

が、大阪市内の全駅にポスター掲示であったりとか、チラシの配下もしていただいて

おります。そういった形で、外への発信力も強いイベントになってきておりますので、

そちらのことを活用して、協賛金ですとか、助成金の獲得などを実行委員会で主張し

て検討していけたらと考えております。 

 もう一つが、名村造船所の大阪工場跡地というものについて、もう一度原点に立ち

返りまして、こういった名村造船所の歴史であるとか、記憶、造船所自体の記憶とい

うことを掘り起こせる機会というのが、もうここ４、５年を超すともうご存じの方が

どんどんいらっしゃらなくなってしまうという時期でもございますので、名村の歴史

や記憶にちなんだ、ここでしかできないような取り組みというものを検討してまいり

たいと思っております。 

 ４つ目、地域経済活力創造事業でございます。こちらは平成２６年度、今年が第１

回目になるものでして、１２月にＡＴＣで開催いたします光のイベントでございます。 

 大規模商業施設でありますＡＴＣを中心に、南港の企業、あるいは南港の学校、そ

して地域と行政が一体となりまして、住之江区の魅力を区外に発信するものでござい

ます。大阪市内全域で一体となって盛り上げる冬のイベントの光の饗宴というものに

もエントリーいたしまして、光の饗宴、エリアプログラムということで、海外に向け

ても発信してまいるような事業でございます。 

 以上が平成２７年度に向けた取り組み案でございます。それでは皆さんのご意見を
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よろしく。説明は以上でございます。会長、よろしくお願いいたします。 

○佐藤部会長 

 先ほど杉本さんから説明いただいた４つの方向ですね。情報発信系のＡＲの導入と

ＬＩＮＥの導入と、２番目が住之江地域資源を活性化すること、３つ目が名村造船所

工場跡地でのイベントに関して。最後が、光のイベントか今年はね。その４つに関し

て何かご意見頂戴できませんでしょうか。 

○大木委員 

 ２つ目はね、昨日南港で大阪マラソンの説明会があって行ったんですけどね。コス

プレものすごく多いんですよ、あそこ。写真撮ったりいっぱいしてる。それでそこの

中の１０人ぐらいおる子の中に、あんたらこれ名村造船で今度やるやつ、コスプレの

知ってるか言うたらね、知ってる言うとった。 

○杉本ブランディング課長 

 ありがとうございます。 

○大木委員 

 ただで来てくれいうたら、いや、予定がどうやこうやって言うとったけどね。言う

たら来てくれるかわからんですよ。随分多くの団体あったわ。ちょうど１０人ぐらい

の塊があったんで、私好みのコスプレですわ。制服みたいになっとんですよ。 

○杉本ブランディング課長 

 制服ですか。 

○大木委員 

 コスプレの制服みたいになっとんです。みんなが一緒なんです。 

 うん。それでそこの中で聞いたらね、名村造船は知ってるよということやって、何

か交渉で押したら来てくれそうな感じやったけどね。そやけど、私が言うたら警戒心

もあれやから、もうそれ以上言わなんだけどね。交渉したら来るかわからんわな。わ

しやりたいんやけどな。 
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 それとこの住之江名所の絵はがきというのね、これは１回やってみたらええと思う

けどな。うちは今度、売ってみるけどな。売れへんやろうけど。わからへんけど。 

 それと今日ね、あそこでやってた、テレビでやってたわ、ふるさと納税というの。

あれにヒントを得たようなこと、住之江でできへんのか何か。何かしてくれたらこれ

あげますよというね。住之江、そんな名物の何もないなあ。 

○杉本ブランディング課長 

 これからつくります。つくりましょう。 

○大木委員 

 ああいうのヒントにして何か考えたらええんちゃうかなあと思うけどなあ。北海道

のやつ来たんやろう、ふるさと納税したら何かが。 

○杉本ブランディング課長 

 詰め合わせみたいな。 

○大木委員 

 そう、出した何％分の特産品をあげますよというの。ああいうようなので物を、住

之江の引き出していけるようなものがあったらええのになあ。 

○井上委員 

 大阪市全体でせんとあかんね、それね。 

○大木委員 

 いやいや、住之江で考えたらいい。 

○井上委員 

 区には、区で税金はとってないんやから、市民税でとる。 

○大木委員 

 いや、だから、それは善意銀行に入れてくれるとか、そういう。 

○杉本ブランディング課長 

 納税だけにかかわらず、何かしていただいた方に対して。 
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○大木委員 

 そういうものヒントにしてね、魅力ブランドやから。住之江の魅力、何か考えて皆

さんが関心を持ってくれるような。極端に言うたら、今言うように、善意銀行に１万

円やったら１万円寄附してあげますよと言われたら、それに対して住之江の何かお礼

をしますよというような。何かそういうものをヒントにしてやりゃと思うけどな。何

もないんかいな、よう考えないかんわな。 

○杉本ブランディング課長 

 何かお礼といいますか、お礼するんだけじゃなくて、そこに住之江がいいよねと思

えるものを加えていくことで発信にも加わるという。 

○大木委員 

 そうそう、例えばそうしてくれたらね、わしのはげ頭の写真を渡すとか。そういう。 

○井上委員 

 それは誰も要らん。 

○大木委員 

 要らんか。そういうことができへんのかなあ。わし、ヒントになると思うけどな、

何かね。 

○杉本ブランディング課長 

 よく似たもので、クラウドファンディングというのがありまして、例えば最近でい

うと、住之江でも、ちん電バルというのをされていた団体さんがいらっしゃるんです

ね。その方たちは寄附をもらいますと、寄附のお返しに、お菓子、粉浜商店街の何々

とか、住之江にゆかりがあったりとか、住吉にゆかりのあるお菓子とかをお返しをし

てはりました。そういうイメージかなとは思います。 

○大木委員 

 そういう関心を持ってくれて、そしてその関心を持ってくれた分、またもう一つ追

い打ちをかけるような。名村造船やったら名村造船のとこへ来てくれはったら、何か
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あったらそれに対してこうしますよというものがな、何かそういうものがあったらな

あ。 

○杉本ブランディング課長 

 つながるようなものですよね。 

○大木委員 

 そうそう。 

○杉本ブランディング課長 

 ここに来ていただいて。 

○大木委員 

 だから、ふるさと納税というのは、今日見とったけど、なかなかそういうので、も

のすごい多らしいな、あれ。 

○杉本ブランディング課長 

 多いですね。 

○大木委員 

 うん。だから、ああいうものを何か見つけて、来てくれいうだけじゃなしに。祭り

しまっせいうだけじゃなしにな。何かそういうものがヒントにならへんのかなあ。途

中で考えてたんやけど、住之江区でどんなんかなあ。 

○井上委員 

 やっぱり企業との何いうの、商店のタイアップとか、そういう具合にしたら、そこ

も宣伝になるしな。そういうような方法もあるわな。 

○小髙委員 

 単純にメジャーというか、すごく大きなものというか、ふるさと納税なんかでも、

結局寄附を募る。で、１，０００円単位というより、あれは万円単位の想定してはる

から、なかなか区レベルというので言うと馴染みにくいのかな。よっぽど何か目的が

あってというんだったら別なんですけどね。その辺で今現行の中、我々が持っている
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ものの中でさざぴーカードのポイントのプレゼントというのは。例えば１００円であ

っても、１，０００円であっても付与ができるやろう。 

○大木委員 

 うん、そういうものです。そういう。 

○小髙委員 

 学生でもできそうな地域貢献の中で、それをやることによってポイントが増えてい

くよ。今のポイントの、さざぴーポイントもね、拡充の方法として一つのやり方とし

てやるから、そしたら住之江来たときにそのポイントがたまってたらどこかで引きか

えられるわけでしょう。 

○杉本ブランディング課長 

 そうです。お店で使っていただけるということで、はい。 

○小髙委員 

 そうそう。そしたらその部分というのは少し付加価値がついてくるんかなと。１万

円１回よりも、１００円を１００回の方が値打ちがあるんじゃないという。そうやっ

て、そしたら可能範囲に入らないから、大きなプレゼント返すというよりもね。区民

の人でも寄附していいんだから、逆に言うとね。 

○大木委員 

 そらそうやな。 

○杉本ブランディング課長 

 そうですね。 

○小髙委員 

 ささやかに身近などこかでできる分というので、キャパを増やすというのは一つの

方法やなあという。 

○杉本ブランディング課長 

 興味を持っていただいて、関わっていただく、そこにそれだけやなくて、お返しす
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るときにも、もっとより興味を持っていただく、あるいは続けるとか、住之江にもう

一度来ていただけるとか、そういう仕組みを足していけば。 

○大木委員 

 この今の絵はがきなんかがね、住之江の名所旧跡、例えば今の咲洲庁舎でもよろし

いやんか。あそこ行ったら、いろんな人が来てるやん。そういう写真も撮って、例え

ば、今で言う名村造船所のそういう人たち来ていただいた人に無料で差し上げるとか、

それから交通局なんかものすごく来るじゃないですか。ああいうときにはそういうも

のを来た人に配らせてもらうとかいうことで、多少、ちょっとぐらいのお金はかかっ

たとしてもね、そういう宣伝の方法というのはやっていかないかんのじゃないかなと

いう気がするね。そやから、新田の写真とかね。そういう、住吉大社といったら、住

之江区になるかならんか知らんけど。 

○杉本ブランディング課長 

 住吉公園は住之江区ですからね。 

○大木委員 

 そやから、そういうものを出してやな、そして、まず知らしめるということで、宣

伝していったらね。お金とったらなかなかそんなのせえへんやろうからね。来てもろ

うたら、そういうイベントに来てもろうたときに、住之江区ではこういうものをあり

ますよということでやれば多少宣伝になるのかなあという気はするけど。 

○杉本ブランディング課長 

 絵はがきの活用も含めてですよね。置いてるだけやったら全く意味がない、持って

帰って使ってもらって初めて発信につながっていきますんで。 

○大木委員 

 そうそう。だけど見てもらっただけでも役に立つよ。 

○杉本ブランディング課長 

 そうですね。ここ住之江区やったんや、持って帰ってもらって。 
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○大木委員 

 そうそう、うん。 

○栃村委員 

 済みません、遅れてきてしまいまして、もしかしたらアイデアとして出てるかもし

れないんですけど、ＬＩＮＥスタンプはしないんですか。 

○杉本ブランディング課長 

 したいんですよ。 

○栃村委員 

 さざぴーで。 

○杉本ブランディング課長 

 さざぴーとか、あとそれこそロゴがまたでき上がったら、区制のロゴでのＬＩＮＥ

スタンプとかってしたいなあと。 

○栃村委員 

 ＬＩＮＥスタンプは早速したら。 

○井上委員 

 ＬＩＮＥスタンプって何ですか。 

○栃村委員 

 ＬＩＮＥスタンプ、お見せします。 

○杉本ブランディング課長 

 私もやってないから、知識だけなんですけどね。 

○井上委員 

 何ですか、教えてください。 

○南副区長 

 そのキャラクターがオーケー言うたりとか、済みませんとかそんな話です。何個か

あるんですよ。 
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○井上委員 

 へえ。 

○杉本ブランディング課長 

 人気があるらしいんです。 

○栃村委員 

 こういう、ＬＩＮＥというのがこれなんですけど。 

○杉本ブランディング課長 

 集めてるらしいんです、みんな。全然わからない。 

○南副区長 

 無料のやつとかをね。 

○杉本ブランディング課長 

 集めるんですね。 

○栃村委員 

 これ、私、いとことのやりとりですけど、メールと同じように文章が書けるんです

ね。これで会話をしてるわけなんです。これ、いとことの会話の流れなんですね。そ

のときにサンキューとかオーケー、よろしくお願いしますとか、ぺこぺこってしてる

の。 

○井上委員 

 それをスタンプいうんですか。 

○栃村委員 

 はい。これがスタンプっていうんですけど、これが実際、こういうやつですね。こ

れはアニメのキャラクターなんですね。これを実際に有料、無料がありまして、有料

なものは何かキャラクターとかそういうもので２００円ぐらいで権利を買うわけなん

です。で、例えば、皆さんがよくご存じであれば、ソフトバンク、例えばソフトバン

クのこういったお父さんのスタンプもあるんですけど、これはソフトバンクの情報を
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得るとただでもらえるんです。その代わりソフトバンクの情報が勝手に入ってくるん

ですね、宣伝として。なので、例えばこれに関しては企業さんが企業提携してるんで、

すごく費用がかかるんですけど、区役所ができるのかどうかわからないです。できた

ら最高ですけども。 

○南副区長 

 無料スタンプで企業の場合やったら、その企業の友達になったらそれで。 

○栃村委員 

 そうです。それでスタンプがもらえるんですね。企業の友達になると、企業から勝

手に、ちなみに、今ＤＨＣから入ってきて。 

○南副区長 

 それはちょっとね、実際どれぐらい金がかかるか、見てみないとわからないので。 

○栃村委員 

 そうですよね。だから、これはわからないんですけど、そのスタンプなんですよ、

これＤＨＣという、まあ、よく宣伝されている会社から今日はちなみに３通、７０％

オフのキャンペーンのお知らせとかが入ってきます。こういう企業のやつもあるんで

すけど、企業じゃなくて、私が入っている台湾友好友達みたいなグループがあるんで

すけど、それは別に勝手に誰かが、台湾観光局か何かが立ち上げたものに対してお友

達になったら自動的に情報が入ってくるので、これは全然関係なくできることなんで

す。だから、いったら住之江区役所のラインのアカウントがあれば、お友達が増えれ

ば増えるほどそれがいけるという。ただ、みんなが何でお友達になるかといったらス

タンプが欲しいからというのが一番の理由なんです。スタンプはちなみにここ最近、

急激に普通の人が、前まではアニメとか、そういう権利を持った人しか参加できなか

ったんですけど、最近デザイナーが参加することができまして、だからさざぴースタ

ンプを売ることができるようになったんです。なので、一般の人がお小遣い稼ぎにス

タンプを売り始めてるんですけど、人気が出ると物すごい金額の売り上げになると聞
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いてます。 

○井上委員 

 へえ。 

○大木委員 

 例えばな、わしわからんのやけどな、ミッキーマウスなんかあるやんか。ああいう

の登録したやつをいろんなところでデザインしようと思ったらものすごく金かかるわ

な。それ出したら全部使えるの。 

○栃村委員 

 それ出したら。 

○大木委員 

 例えばそれで登録、例えば今の言うたロゴあるやんか。 

○栃村委員 

 はい。 

○大木委員 

 ロゴ、それスヌーピーか何かあったな。 

○栃村委員 

 スヌーピーですね、これ。 

○大木委員 

 な、あったやろう。それはだったら使えるわけやろう。それを引き出してきてな、

例えばここに。 

○南副区長 

 商標権の侵害になるから多分訴えられますよ。 

○栃村委員 

 そういうふうに使えない。 

○大木委員 
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 それは使われん。そうやろうな。それ使えるのやったらええな。 

○南副区長 

 独自のもんやったら使えますけども、今さざぴーはうちに持ってるから、版権あっ

たらいけますけど、ディズニーのやつとか、そんなんは無理です。 

○井上委員 

 そうやろうな。 

○大木委員 

 いや、それができるんやったら物すごいなと思ったんよ。それはあかんのか。 

○井上委員 

 それはあかん。 

○栃村委員 

 スタンプショップというのがあって、こういうスタンプを売ってるんです。これ実

際に売ってるんです、１００円、２００円で。ここ１００円とか、コインの数なんで

すよ、コイン買いとって、これ１００円とか２００円で買えるんですけど。 

○大木委員 

 売っとんだろう、それ１００円で。 

○栃村委員 

 はい、１００円で売ってる。 

○大木委員 

 １００円で売っとるアンパンマンのデザインを買うて、ほかのとこへ転用していっ

たらあかんの。 

○栃村委員 

 それは使えないです。使えないというか、ここの中でしか使えない。そういう仕組

みになってるんで。 

 ちなみにこれ余談なんですが、これ私のお友達がデザインしたものなんですね、申
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請がおりて、ようやく販売してるんですけど、ちょっとしたお友達の間で買って、み

んなが買ってくれるだけでもこの子に何千円、何万円というお金が入ってくるので、

これがＬＩＮＥの会社、前までは企業しかできなかったのが一般の人もできるように

なったので、こういう主婦がおもしろいアイデア、ちなみに余談なんですけども、い

わゆるホステスのお姉さんが考えたスタンプがありまして、それが夜のお姉さん方が

気軽に使えるスタンプというのを考えて、同伴オーケーとか、飲みに来てねみたいな

スタンプをすると、それがすごくばかうけしたらしく、その世界ではもう今断トツ人

気なんだそうです。ですので、アイデアですね。キャラクターとアイデアがよければ

物すごく財源になるという。それをもとに、例えば次の企画、ブランド力を高めるた

めの企画の財源に持っていけるとか、そういう仕組みがつくれるんであるならば、さ

ざぴーのこのスタンプはぜひともやるべきなんじゃないでしょうか。 

○南副区長 

 例えば、大木会長の顔をデフォルメしてね、謝ってる顔とか、怒ってる顔でね、つ

くったら売れるかもしれない。 

○井上委員 

 売れる、売れる。 

○小髙委員 

 うけるデザインていうのはありますよね。 

○大木委員 

 そうやろうな。 

○栃村委員 

 これがちょっとうけてるやつの一つなんですけど、この詰めが甘いとか、コメント

がおもしろいんですね。オーケーと言うんですけど、百歩譲ってなみたいなね、こう

いうのがうけて、これはＵＣＣのキャラクターなんですけど。これと同じような感じ

のものをさざぴーで頑張ってかわいらしくすることで。有料なんですけど、例えば住
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之江区民はただで手に入れることができたら、それはうれしいですけど。 

○南副区長 

 それはかなりプログラムをきちっとせなあかん、かなり難しいと思いますね。 

○栃村委員 

 そうですね。もちろんあれですけど、住之江区応援しようキャンペーンで、みんな

で住之江区のさざぴースタンプ買ってねというので、まあ、やってみる。もしくはそ

れで集まったものが、例えば寄附に使うとか、そういったものでもやるだけでもメデ

ィアに取り上げていただけるきっかけになるんじゃないかなと。 

○南副区長 

 それはいいやろうね。 

○栃村委員 

 集まったお金で震災復興の支援に使いますとか、例えばイベントにさらに使います

とかというので膨らませていくことはできるかなと思うんです。これ、住之江区の人

たちが全員買っただけでもすごい金額になると思うので、５０円、１００円ぐらいな

んですけど。 

○小髙委員 

 さざぴーポイントの交換ができるよ、それで。交換で、スタンプ。 

○杉本ブランディング課長 

 そこと連動されると、せっかくあるんでね、おもしろいのかなあと。 

○小髙委員 

 さざぴーポイントの交換に使えるよ。 

○栃村委員 

 まずはあとはアカウントを住之江区でとって、さざぴーのアカウントをとって、情

報発信、お友達にはやっぱりなってもらって、情報発信やっていくと、まだポスター

とかチラシ以上の効果というのは、こんだけパーセンテージ、１０代で多いと思わな
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かったので、すごいですね。 

○杉本ブランディング課長 

 びっくりですよね、２０代が断トツだったんです。 

○栃村委員 

 ２０代とか余りにもすご過ぎて。 

○杉本ブランディング課長 

 びっくりでした。 

○栃村委員 

 びっくりしたんですけど。 

○南副区長 

 大学生のサークルなんかは、ほとんどＬＩＮＥですわ。 

○栃村委員 

 まあ、そうですね、私らもＬＩＮＥでしかやりとりしないですね。 

○南副区長 

 グループでやってるところはそやから２０代はほとんど。 

○杉本ブランディング課長 

 ああ、この日遊びに行きましょうとか。 

○大木委員 

 あれつくるわ、そしたら。絵が描いてあるやろう、あれに一つずつニックネームつ

けてね、それで使うてもええよ言うて。 

○杉本ブランディング課長 

 つくらなあかんですね。 

○南副区長 

 オリジナルはいけますけどね、他のところの取ってくるとね、それは商標権の侵害

になる。 
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○大木委員 

 いやいや、あそこは版権要らん言うたんやろう、あの写真は。壁の。 

○栃村委員 

 写真は要らないです、これは販売になるんで。 

○大木委員 

 そやから、その写真をそこに載せたらだめなの。 

○栃村委員 

 だめなんです。 

○大木委員 

 あかんのかいな、それ。 

○栃村委員 

 このＬＩＮＥの会社の審査が物すごく厳しくて、さざぴーは通ると思います、間違

いなく。 

○大木委員 

 勝手にそこに好きなもの入れるのはいかんのかいな。 

○栃村委員 

 ＬＩＮＥという会社ですね、会社に。 

○井上委員 

 会社の許可をとらなあかん。 

○栃村委員 

 審査してもらうんです、認証してもらうのに２カ月ぐらいかかるんです、今。 

○井上委員 

 ああ、すごいんや。 

○南副区長 

 そやから、かなりハードルはみなあるんで。 
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○栃村委員 

 はい、でもさざぴーを、このキャラクター出す分は全然問題ないですね。 

○南副区長 

 それはいけると思う。 

○大木委員 

 だからさざぴーとか、いろんなそういうのはあるけど。ああいうのはいっぱいある

やんか、キャラクター。 

○杉本ブランディング課長 

 ゆるキャラ。 

○南副区長 

 それぞれみな持ってはります。 

○大木委員 

 なあ、あるのになあ。 

○栃村委員 

 ちなみにふなっしーなんかはばか売れですね。もうふなっしー持ってない人いない

んじゃないかというぐらい売れてるみたいですね、１０代、２０代の子には。結構最

初の方に出たというのも大きいんですけど。 

○南副区長 

 俺は金の要るやつはとっていない。友達になったやつばっかりや。 

○大木委員 

 それは審査してもらうの金かかるの。 

○栃村委員 

 いや、それはないです。 

○大木委員 

 ないんやな。 
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○栃村委員 

 はい。それはなかったはずです、たしか。 

○大木委員 

 そうやな。そしたらな、あの写真とってな、ニックネームつけて、それでそこへ送

るわ。 

○栃村委員 

 写真はだめなんですよ。写真は。 

○南副区長 

 やっぱり基本はああいうふうなキャラクターにせなあかん。 

○栃村委員 

 そうなんです。キャラクターでちゃんとつくり方がありまして、ちゃんとデザイナ

ーがつくらないとちょっと難しい。 

○大木委員 

 キャラクターいうたって、そこへ出てるのは絵やない。 

○栃村委員 

 まあまあ、絵なんですけど。 

○大木委員 

 そうやろう、アンパンマンだって、みんな絵じゃないの。 

○南副区長 

 あれは商標登録してるから。 

○栃村委員 

 あれは実際にビードットさんの版権があるんで、はい。 

○南副区長 

 人のふんどしではなかなか。 

○栃村委員 
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 加工の仕方のルールがいろいろあるんで、それにのっとらないといけないんですけ

ど、最近それをつくる商売まで出てきてるぐらいですね。ＬＩＮＥはやっぱり今ちょ

っと急激におもしろい展開になってる。情報発信ツールになってるんだなとは思いま

すけど。だからビードットさんに協力してもらうというのも一つの手だと思うんです

よ。 

○杉本ブランディング課長 

 そうですね。 

○栃村委員 

 だからパーセンテージで決めて。 

○杉本ブランディング課長 

 何割渡しますよ的な。 

○栃村委員 

 そうですね。あひるちゃんとかもそうです。 

○大木委員 

 そこまでしたときにやな、写真として、絵はがきとして売るときにやな、版権要る

んかいうたら要らん言うたんや、あれ。 

○栃村委員 

 多分、それは、多分あの壁に描かれたキャラクターというより風景の一部としてだ

から要らないって言ってもらったんだと思うんですけど、キャラクターそのものをこ

ういう商品化するということになると、版権は絶対発生します。 

○井上委員 

 ああ、そら出てくるわな。 

○大木委員 

 絵はがきにしたら、それを。 

○小髙委員 
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 絵はがき風景を写すんだから。 

○栃村委員 

 風景の一部として。 

○杉本ブランディング課長 

 ああ、風景か。壁を撮ってるいうことですよね、あれは。名村の壁を撮ってるとい

うのと、あのお人形ちゃんというのがひとり歩きするとまた別のものという。 

○栃村委員 

 そう、そういうことですね。になると思います。わからないですけど、聞いてみな

いと。 

○大木委員 

 だけどお人形さん一つだけ撮ってはがきにしとるやつあるんやで。 

○栃村委員 

 多分、それはあとはもう一つ言うと、地域で販売しますからというので、それいい

ですよって言ってくれてはるのかなと。これだと、全国どころか、世界中に発信され

てしまう。 

○大木委員 

 絵はがき世界に発信しようと思ってやっとるで、何言うてんねんな。あれな、最初

の目標はそれですよ。 

○杉本ブランディング課長 

 夢は大きく。 

○大木委員 

 あかんの。 

○栃村委員 

 そう、多分、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。 

○南副区長 
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 多分、難しいと思います。 

○大木委員 

 ああ、そう。 

○南副区長 

 別のもんにしてますからね、それは。風景からそれにかえた時点で、もうそのあれ

が変わると思うから。 

○小髙委員 

 条件が変わるから、条件変更なるから、多分。 

○栃村委員 

 そうですね。多分ですけど、難しいと思うんで。 

○大木委員 

 いや、小原さんに言うたんやで。小原さんはこないおっしゃったで。 

○南副区長 

 いや、会長、それはそれでまたやってもろうたらいい。 

○杉本ブランディング課長 

 小原さんに一回チャレンジしましょうか。 

○大木委員 

 聞いたんやで、俺、おかしいなあ。 

○栃村委員 

 でも小原さんに聞いて、ビードットさんの了解を得られるんであれば、ものすごく

ありがたい。 

○杉本ブランディング課長 

 おもしろいと思います。 

○栃村委員 

 そうですね。かなりありがたい話になりますね。 
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○杉本ブランディング課長 

 そんなに、やはりＬＩＮＥがこんだけ皆さん反響がいいということなんで、ぜひと

も早期にしていけたらと。 

○栃村委員 

 ちなみにそれはやろうと思ったらすぐできそうな感じなんですかね。 

○杉本ブランディング課長 

 西区さんが、もう既に試行でということでされているんです。その手法をちょっと

聞こうと思っています。ただ、この間、なりすましや何やと、そういうセキュリティ

のところでも課題があるのかなと思いますので。 

○南副区長 

 ＬＩＮＥはまた今あれ、いろいろパスワードとかを入れるような形で、今ちょっと

変わって、あれしてますやろう、ＬＩＮＥの分だけは。 

○杉本ブランディング課長 

 はい、やるようにします。仕事も兼ねてね。先行してる自治体さんもやはり何市か

ありますので、そこをちょっと参考にしながらで、スピード感持って進めていきたい

と思っています。 

○佐藤部会長 

 はい、ありがとうございます。ほかの項目についてはございませんでしょうか。 

 なければ、ちょっと時間も大分、半分ぐらい費やしたので、早速次の２番目、住之

江区ロゴ、区制４０周年記念ロゴについての説明をお願いしたいと思います。 

○杉本ブランディング課長 

 それではですね、前回の部会におきまして皆様から検討いただきました住之江区の

ロゴについてご報告を申し上げます。 

 まず、裏面をご覧ください。こちらが第一次審査結果でございます。全部は持って

こなかったんですけども、まずは住之江区のロゴということで、皆様からの投票の結
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果、６点。住之江の４０周年のロゴということでは３点、選定がされました。 

 表面に戻っていただきまして、去る９月の１７日９時３０分から南港にございます、

大阪エンターテイメントデザイン専門学校の姉妹校であります、大阪総合デザイン専

門学校でプレゼンの会が開催されました。そちらで、審査員といたしましては、区内

にございます大阪府立港南造形高校の教頭先生と、区政会議の魅力ブランド部会から

佐藤部会長、そして区長の高橋が出席をさせていただきました。 

 住之江区のロゴ６作品と、４０周年の記念ロゴ３作品を生徒さんの皆さんに全部プ

レゼンをしていただきました。その結果、お手元にございます、こちらカラー刷りな

んですけども４０周年と区のロゴ、この作品で決定いたしました。 

 こちらの作品につきましてなんですが、審査員の方々、あとこちらこの３名の方に

プラスいたしまして、総合デザイン専門学校の教頭先生と、あとは学長さんもご参加

いただきまして、その皆さんからの論評ということで、まずはコピーですね、未来に

ひらく、世界の港、住之江区、大変すばらしいコピーなんだけど、どうしても港とい

う言葉で、どうしても港区というふうに発想してしまうということがあるので、もう

ちょっとここの言葉、未来にひらく、世界の住之江という、未来にひらく、世界の住

之江ということで、若干の修正をしたらどうかというご意見と、あとこれが紫という

のか、青紫１色でサザンカ、区の花、サザンカをモチーフにされているんだけれども、

そこにやはりサザンカということで赤を１点入れるというだけで、かなりイメージが

変わってくるんじゃないのかなというご意見をいただきまして、それをもとに、今担

当教官の先生の指導のもとでブラッシュアップしていただいておるところでございま

す。こちらが完成の折にはさまざまな場所で活用していきたいと考えておりますので、

本日、ご報告を申し上げました。 

 また、活用方法ですとか、具体的なアイデア、あるいは発表、こういう発表方法ど

うだろうかということについて、皆様方のアイデア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。 
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○佐藤部会長 

 では、説明にあったように、これらのものをどういうふうに使っていけばいいか、

どんな場所で発表すればいいかなどをいただけたらと思います。いかがでございまし

ょうか。 

○杉本ブランディング課長 

 ではちょっと口火で、今我々で選定しておりますのが、前々回の会議のときに小髙

さんからもご指摘いただいた、何かのぼりとかあったら住之江区ってすぐわかるよう

に、外に行くときにもあったらいいんじゃないのというのをおっしゃっていただいて

いましたので、やっぱりのぼりとマークとキャッチフレーズというのはワンセットに

なるのかなと思うので、そういった政策はどうかなと、今、内部で検討しております。 

 あるいは、区役所の職員の名刺というのは全部さざぴーちゃんがほとんど載ってる

んですけども、そこに加えてこのマークをお見せするであるとか、あとはステッカー

ですね。例えば、車であったり、いろんなところにステッカーを貼っていくと、移動

するものに住之江区とそのマークというものを貼って、いろんなとこに出歩いていた

だくということで、区外にも発信していけるとともに、乗っている方、貼っている方

も、私住之江区民なんやなと思っていただけるんじゃないのかなと、今、この３点、

内部で検討している際には、今、おもしろいのかなと思って考えておるところなんで

すが。そういった、その分についてもちょっとそれは考え方と違うのかなとか、ご意

見いただけたらありがたいと思っております。 

○小髙委員 

 企業がお使いになる封筒の中に協賛していただいて、入れていただくというのでき

へんのかな。 

○杉本ブランディング課長 

 企業の封筒。 

○小髙委員 
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 だから、会社から出しはるでしょう。あれ当然、そこに住所が入ってるんだから、

そこのところにマークだけを。 

○杉本ブランディング課長 

 こう、マークで。ここら辺だけとか、ちょっと。 

○小髙委員 

 ぴっと、どこかに入れていただくという。 

○杉本ブランディング課長 

 それこそ、ダウンロードフリーみたいな形にしておいて、住之江のＰＲに一役買っ

ていただけませんかということで。 

○小髙委員 

 それか、逆に言ったら、企業かていつまでもそんなの使うわけいかへんという、キ

ャンペーンやったらキャンペーンというか、半年分やったら半年分とかね。そのぐら

いでつくる分の封筒の中にぽっと入れていただくと。そしたらいつまでも、区のマー

ク自体はずっと使っていただいてもいいんやろうけど、４０周年なんか期間限定の世

界。 

○杉本ブランディング課長 

 期間限定。 

○小髙委員 

 期間限定の世界なので、そういうのんで、どこか協賛してもらって使ってもらうと

いう形というのはとれないんやろうかなという。逆に言うたら、協賛金もろうたとこ

ろに、ゴム印配ってもいいよというぐらいのイメージがあってもええかもしれへんね。

シャチハタ式のというか、何回も押せる分のやつで。 

○杉本ブランディング課長 

 インクも入ってるやつですね。 

○小髙委員 
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 今スタンプ売り場に行くと、ころころ回したり、いろんなやつがあるじゃないです

か。あれ１本のインクで１，０００ぐらいしか使われへんから、それぐらいのやつを

作りゃおもしろいんちゃうかな。１，０００回使うたらもうそれで終わりなんで、別

に４０周年やったらそれで終わったら終わったでかまへんやろうし。 

○杉本ブランディング課長 

 ご協賛いただいて、例えばそのお礼にということで、これでさらに発信していって

くださるとおもしろいよねと思っていただけたら一番いい。 

○小髙委員 

 そうそう。そしたら企業の中でぱっとやって、これを押すことによってある意味で

地域貢献してますよというのも一つの表れとなるように、何か仕掛けをつくっといた

らいいと思いますけど。協賛金出したらもらえる。協賛金出してなかったらもらわれ

へんという、はっきり差別ができるかなという。 

○栃村委員 

 ４０周年はちょっと難しいですけど、住之江区の方を、例えばなんですけど、小学

校、中学校の運動会とかのフラッグをつくって、入場行進のときにこうフラッグを、

最近サッカーとかオリンピックとかやるのが、格好いいのが流行ってるんで、１年生

がフラッグを持って入場行進するためのフラッグを用意して、各学校に協力してもら

うことで、子どものころから旗持って入るという。住之江区の学校は全部それしてん

ねんというのはだめかなとか。 

○杉本ブランディング課長 

 絵になりますよね。 

○栃村委員 

 はい。フラッグガール、何だったかな。 

○杉本ブランディング課長 

 フラッグベアラー。 
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○栃村委員 

 あれいつもシュライカーさんの試合で、いつもうちの姪っ子がやらしてもらってる

んですよ。入場のときに、選手の後ろに続いていくときに。 

○杉本ブランディング課長 

 ４人とか８人とかでこう四隅持ってね。 

○栃村委員 

 そうです。そうです。 

○杉本ブランディング課長 

 あれってかわいらしい、本当に。 

○井上委員 

 ああ、そうやな、そんな旗あったらいいな。 

○栃村委員 

 ちょっと大き目の旗を。 

○杉本ブランディング課長 

 ２畳分ぐらいの旗で、ちょこちょこっと持って。 

○栃村委員 

 それをつくるのは区役所で、各学校に配るという。 

○南副区長 

 小学校やったら１５個要ります。 

○井上委員 

 そうやな、それええわ。それをぜひやったら。 

○杉本ブランディング課長 

 １個を使いまわし。 

○栃村委員 

 １年に１回で、運動会とか重なっちゃうんで、使い回すのは難しいかもしれないん
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ですけど。 

○南副区長 

 いや、そやけど、住之江区なんでね、そやから。 

○栃村委員 

 卒業式にとか入学式のときは、住之江区の学校にもう必ず、私の時代は国旗の掲揚

がありましたけど、今の時代、ちょっとよくわかりませんけど、それと同じような感

覚で。住之江の旗。 

○井上委員 

 各イベント、例えば防災訓練なんかでも、うちらでも使えると思うよ。 

○杉本ブランディング課長 

 そうですよね。旗、何個か作って。 

○井上委員 

 旗１つあればね。 

○栃村委員 

 常に旗を出してもらうという。そしたらそれがインプットされると思うので、子ど

もの頃から、このロゴというのが。 

○杉本ブランディング課長 

 ありがとうございます。小中学校で旗という発想がなかったのでありがとうござい

ます。おもしろいです。 

○栃村委員 

 あ、そうですか、はい。せっかくなんで。 

○杉本ブランディング課長 

 親しんでいただくというか。やっぱり見たものって何やろうって、興味持っていた

だいて。 

○南副区長 
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 そやから、住之江に住んでいただくんやったら、これをこれから覚えてもらうのや

ったら一番。 

○杉本ブランディング課長 

 一番いいかなあと。 

○栃村委員 

 そうですね。よその区行ったら、ないの、みたいな。うちあんで、みたいなね。 

○南副区長 

 それはそれでええね、非常に。 

○杉本ブランディング課長 

 他は何か。 

○佐藤部会長 

 大木会長、どうですか。 

○杉本ブランディング課長 

 どうですか。 

○大木委員 

 それはええとも、わしはさっき思ったのはね、学校はね、教科書かな。 

○佐藤部会長 

 教科書に。 

○大木委員 

 あれただやから、入れたらええがな。 

○井上委員 

 教科書はちょっと難しい。 

○大木委員 

 帳面でもええけどな。 

 今度、うちの学校の１００周年記念があるやろう。それでどうしたらええんかなと
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考えとるんやけどね。生徒に、私らがあのとき１００周年記念やったんやでというよ

うなのを考えとんやけど、こういうので何かしてやったらええのかなと思ったりして。

旗というのは、やっぱり僕はいいと思うよ、あれ。 

○栃村委員 

 旗とか、あと、ただ思いつきですけど、防災袋にロゴの入った防災袋みたいなのを

作って、どこに行っても、一応その住之江区というのが常に入っていたら、防災袋と

ともに移動することで、子どもたちの防災袋がそのこれがあったら、この子、住之江

区から避難してきてるとかというのがわかるというふうに持っていくとか。 

○南副区長 

 あんまり使いたあないですけどね。 

○栃村委員 

 そうですね、あんまり使いたくないです。 

○大木委員 

 俺、これ持って帰って言うてみるわ、学校でな、販売するのにな。 

○杉本ブランディング課長 

 最終版にまた変わりますけど。 

○大木委員 

 帳面あるやろう。子どもたちが使う。この表紙にな、これ入れい言うて。 

○南副区長 

 まあ、裏の方がええと思う。 

○大木委員 

 裏でも、どっちでもこれ入れい言うて、そういうやつやったら、どっと広がると思

うよ、これ住之江の学校なんかやったら。 

○杉本ブランディング課長 

 そうですね。 
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○大木委員 

 何か考えるわ、これ。 

○杉本ブランディング課長 

 ありがとうございます。最終的に決まって、最終版ができたときにお披露目という

形で。地活協の皆さんの。 

○南副区長 

 多分、地活協とかの役員会のときに多分、最終のやつはまた。赤のやつ今入れてる。 

○大木委員 

 ここに赤が入るの。 

○杉本ブランディング課長 

 多分、イメージでいうと、ここかどこかに、真ん中が赤かなあ、それか花びらが一

つ赤かで。 

○南副区長 

 最終的にはその世界の港いうとこ住之江か何かに変えて、ここに赤を、配色の中に

赤を使って、若干ちょっとこれと、まあ、ほとんどこれと一緒ですけど。 

○大木委員 

 デザインはこれで、色が変わるということね。 

○南副区長 

 色が若干変わるんですが、それを最終的にはまたお見せする形になるんで。今、こ

れはあくまでも、まあ、素案。 

○大木委員 

 ちょっと何かインパクトがあったええのにな。 

○杉本ブランディング課長 

 多分、これ赤入ることでかなりインパクトが。 

○井上委員 
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 そうやね。 

○大木委員 

 引き立つわな。 

○杉本ブランディング課長 

 はい、引き立って。 

○杉本ブランディング課長 

 お披露目については、大体年内に絶対お披露目したいなと考えているのと、あと広

報紙でも皆様にお披露目と、活用の仕方ということで、ご報告してまいりたいと考え

ております。 

○南副区長 

 何か活用方法があれば。 

○大木委員 

 これは版権は要らんの、ただかい。 

○杉本ブランディング課長 

 はい。どうぞ、ご自由に使ってください。これは。学生さんもすごい喜んでいらっ

しゃいましたんで、自分の作品が区民の方、皆さんで使っていただけるというのはす

ごく喜んでくれてたんで、そこはＯＫです。 

○栃村委員 

 ホームページからデスクトップ画面とか。 

○杉本ブランディング課長 

 かわいいですね。 

○栃村委員 

 携帯の待ち受けとかに。 

○杉本ブランディング課長 

 はい、待ち受け。 
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○栃村委員 

 作ってもらって。ダウンロードフリーにしといてもらったら。 

○南副区長 

 うちのやつはみんなそれ。 

○杉本ブランディング課長 

 ああ、そうですね。 

○南副区長 

 待ち受け画面は全部それやな。 

○杉本ブランディング課長 

 待ち受け、はい。デスクトップと待ち受けは。 

○南副区長 

 住之江異動した途端に皆、はい、これして。 

○大木委員 

 ええなあ。 

○佐藤部会長 

 他ございませんですか。 

○大木委員 

 まあ、じっくり考えたらええね、これ。 

○佐藤部会長 

 じっくり考えていただくということで、皆さん、日々このロゴを頭に入れて、生活

していただけるよう、よろしくお願いします。 

 特になければ、本日の議題はこれでおしまいにさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 ないようですので、そろそろ予定時間となってまいりました。本日いろいろいただ

いた意見をもとに、区で予算要求に反映していってもらいたいと思います。 
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 それでは司会を事務局へ移させていただきます。 

○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。 

 本日いただきましたご意見をもとに、ブラッシュアップしていきまして、平成２７

年度の予算要求を実施してまいります。また、平成２７年度になるまでにも反映でき

るものについては、試行という形で、平成２６年度中には反映してまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、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。 


