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平成２８年度 第１回住之江区区政会議全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２８年５月３０日（月）１８時３０分から２０時４１分まで 

 

２ 開催場所 すみのえ舞昆ホール 

 

３ 出席者〔区政会議委員〕 

     深井 一巨 議長、 

     伊藤 早苗 委員、大津 隼男 委員、小川 宗治 委員、佐藤 香聲 委員、 

     中村 伸一 委員、門  晶子 委員、伊達美寿保 委員、西尾 妙美 委員、 

     西山 ルミ 委員、仁平亜希子 委員、藤本 麻子 委員、安田 和史 委員、 

     大磯 芳美 委員、佐野 悦子 委員、杉村 和朗 委員、長田 幹雄 委員、 

     藤井 洋一 委員、矢部 賢太 委員、小髙 秀昭 委員、田林 洋一 委員、 

     羽川眞砂江 委員、古川  勉 委員、山口 桂子 委員 

     〔府会議員〕 

     永井 公大 議員 

     〔市会議員〕 

     片山 一歩 議員、佐々木りえ 議員、髙野 伸生 議員、岸本  栄 議員 

     〔住之江区役所〕 

     西原  昇 区長、安藤 友昭 副区長、 

     長船 設哉 教育課長、谷上 武 総務課長、 

     原口 幸次 市民生活課長、栗谷 直利 総合企画課長、 

     木村 延三 教育マネージャー、髙田 智子 ブランディング課長 

     折原 裕之 危機管理課長、世古口隆志 市民協働課長、 

     平田 紀子 まちづくりマネージャー、浜上 康彦 施設保全マネージャー、 
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     船本 幸男 窓口サービス課長代理、政道 明美 窓口サービス課長代理、 

     上野 恭枝 窓口サービス課長、藤井 幸太郎 生活支援課長、 

     阪口 雅之 保健福祉課長、野口 玲子 保健福祉課長代理、 

     早川 久美子 保健副主幹、福田佳代子 保健福祉課長代理 

 

４ 議 事 

  （１）平成２７年度区政運営方針の評価結果報告  

  （２）平成２８年度予算説明 

  （３）その他 

 

５ 発言内容 

○長船教育課長 

 皆様こんばんは。定刻となりましたので、住之江区区政会議を開催させていただき

ます。 

 本日は何かとお忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。  

 私は、司会を務めさせていただきます、住之江区役所政策推進室、政策推進主幹の

長船です。本日もよろしくお願いします。  

 早速ですが、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。

右上に資料番号を振っておりますので、そちらをご確認いただければと思います。  

 まず、資料の１番、住之江区区政会議委員名簿。次に、名簿の裏面には本日の座席

表をつけております。次に、資料の２といたしまして、住之江区の将来ビジョンにつ

いてでございます。資料３といたしまして、各委員の皆様に先日送付させていただき

ました、平成２７年度区政運営の振り返りとなります。本日、お持ちでない方は事務

局より配付させていただきます。区の広報紙、さざんかの４月号と５月号も配付させ

ていただいております。今回より、意見質問票をつけさせていただいております。本
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日の会議内容でご意見、ご質問等ございましたらこちらにお書きいただきまして、メ

ールまたはファックスでお送りいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

資料のほうはお揃いでしょうか。  

 それでは、まず４月の人事異動によりまして住之江区役所も新体制となりましたの

で、ここでご紹介させていただきます。住之江区長の西原でございます。  

○西原区長 

 どうも、皆さんこんばんは。  

○長船教育課長 

 副区長の安藤でございます。  

○安藤副区長 

 安藤でございます。こんばんは、よろしくお願いします。 

○長船教育課長 

 各課の職員より自己紹介させていただきます。谷上課長のほうからよろしくお願い

します。 

○谷上総務課長 

 総務課長の谷上です。今回、仕事の分担がえで区政会議の担当を長船課長に譲るこ

とになりました。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

○原口市民生活課長 

 市民生活課長の原口と申します。引き続きよろしくお願いいたします。  

○栗谷総合企画課長 

 ４月の異動で、総合企画課長を拝命いたしました、栗谷と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○木村教育マネージャー 

 ４月に住之江区にまいりました、政策推進室の教育マネージャーの木村といいます。
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よろしくお願いします。 

○髙田ブランディング課長  

 同じく、４月にブランディング課長を拝命いたしました、髙田と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。  

○折原危機管理課長 

 この４月から危機管理課長ということで、折原と申します。防災のほう担当いたし

ます。よろしくお願いいたします。  

○世古口市民協働課長 

 ４月１日付で、市民協働課長を拝命いたしました、世古口と申します。引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。  

○平田まちづくりマネージャー 

 ４月１日付で、住之江区役所政策推進室まちづくりマネージャーを拝命いたしまし

た、平田でございます。よろしくお願いいたします。  

○浜上施設保全マネージャー 

 ４月１日付で、政策推進室の施設保全マネージャーを拝命いたしました、浜上と申

します。 

○船本窓口サービス課長代理  

 窓口サービス課長代理の船本と申します。よろしくお願いいたします。  

○政道窓口サービス課長代理  

 ４月１日付で、窓口サービス課長代理、住民票と戸籍の担当しております、政道と

申します。よろしくお願いいたします。  

○上野窓口サービス課長 

 ４月１日付で、窓口サービス課長拝命いたしました、上野でございます。よろしく

お願い申し上げます。 

○藤井生活支援課長 
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 こんばんは、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。  

○阪口保健福祉課長 

 こんばんは、保健福祉課長の阪口でございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

○野口保健福祉課長代理 

 こんばんは、保健福祉課長代理の野口と申します。子育て支援を担当しております。

よろしくお願いいたします。  

○早川保険副主幹 

 保健福祉課、保険副主幹の早川といいます。高齢福祉担当しております。よろしく

お願いします。 

○福田保健福祉課長代理 

 ４月１日付で保健福祉課長代理を拝命しました、福田でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。保健業務を担当いたします。  

○長船教育課長 

 それでは、会議に先立ちまして西原住之江区長よりご挨拶申し上げます、どうぞ。 

○西原区長 

 あらためまして、皆さんこんばんは。平成２８年度第１回住之江区区政会議に、本

当に出にくい時間にお集まりくださいましてありがとうございます。  

 この区政会議、皆さんさまざまな部会等も今までも、すごく充実した議論をされて

ると聞いております。さまざまな区の施策ですね、反映し、予算にも反映していると

いうことで聞いておりますので、本日もどうぞよろしくお願いしたいと思っています。  

 あらためまして、私は４月から住之江区長拝命いたしました、西原昇と申します。

この住之江区、住みよいまちづくりのために、我々行政とそして区民の皆さんと一緒

に進めていきたいと思ってますので、ぜひご協力、ご理解のほどこれからもよろしく

お願いしたいと思ってます。  
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 それでは、本日短い時間ではございますが、皆様から前向きな、建設的な意見を頂

戴して、我々住之江区のいい一歩にしていきたいと思っていますので、どうぞよろし

くお願いいたしまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。 

○長船教育課長 

 ありがとうございました。続きまして、アドバイザーとして本日ご出席の府議会議

員、市会議員の皆様をご紹介させていただきます。府議会議員の永井議員でございま

す。 

○永井議員 

 こんばんは。 

○長船教育課長 

 市会議員の片山議員でございます。  

○片山議員 

 こんばんは、今日はよろしくお願いします。 

○長船教育課長 

 市会議員の岸本議員でございます。  

○岸本議員 

 こんばんは、よろしくお願いいたします。 

○長船教育課長 

 市会議員の髙野議員でございます。 

○髙野議員 

 こんばんは、よろしくお願いいたします。  

○長船教育課長 

 市会議員の佐々木議員でございます。  

○佐々木議員 

 こんばんは、よろしくお願いします。  
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○長船教育課長 

 どうもありがとうございました。今回の区政会議では、個人情報など特に非公開情

報がありませんので、会議を公開させていただきます。議事録等についても、後日公

表となります。公表する際には、発言者と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。  

 発言される際には、こちらからワイヤレスマイクをお持ちいたします。机に備えつ

けのマイクは、音を拾うためのものですので触れないようにお願いいたします。  

 それでは、議事に入ります前に本日の会議の流れについてご説明いたします。まず

は、全体会において運営方針などについてご説明させていただいた後、各部会に分か

れていただき、意見交換等を行っていただきます。その後、再度こちらの場所に集ま

っていただいて各部会でのご意見などを発表いただき全体会で共有したいと考えてお

ります。それでは、ここからは進行を深井議長にお願いいたします。議長よろしくお

願いいたします。 

○深井議長 

 皆さんこんばんは。議長仰せつかってます深井でございます。皆さん本日もよろし

くお願いいたします。 

 本日の会議には、午後６時３５分現在で委員２４名の委員の中で、１６名のご出席

をいただいております。定足数を満たしておりますので、ご報告申し上げます。会議

の流れにつきましては、先ほどお話があったとおりです。まず、西原区長様より住之

江区の将来ビジョンにつきまして、ご説明をお願いいたします。  

○西原区長 

 あらためまして、西原でございます。冒頭ちょっと時間をいただきまして、住之江

区の将来ビジョンについて整理をしておきたいと思っております。将来ビジョンとい

うのは、各区内の基礎自治行政と相互的に推進していくということで、区の目指す将

来像、住之江区が目指す将来像ということで、明らかにされたことでございます。  
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 これは、２０１３年の４月に策定されまして、これをもとに運営方針、それから年

度ごとの予算策定とかっていうふうになっております。策定にあたっては、素案を公

表して区民の皆さんからご意見を頂戴し、また区選出議員の方々とも議論を重ね、そ

して市会での議論を踏まえて、策定されたものであると思っております。これ２０１

３年に策定されまして、私、今回区長になりまして、このビジョンっていうものはそ

もそも変えるものはないということでございます。これを継続するに当たって、区政

委員の皆様と私と含めて、もう一度住之江区の将来ビジョンについて共有する場があ

ったらいいんじゃないかということで、今回再度設定させていただきました。皆さん

もうご存じな部分たくさんあると思いますけども、ぜひよろしくお願いしたいと思っ

てます。 

 この間、皆さんご存じのように市政改革によって、区の権限が増えたっていう話も

あり、市全体の予算から考えてみれば、この権限って言っても微々たるものでござい

ますけど、それでも地域の個性を生かして、事業を進めていくというのが今回のテー

マでございまして、その中で、皆さんと区のそれぞれの特徴を持ちながらそれはどう

いうものに力を入れていったらいいのか。この区政会議の議論っていうのはまさしく

そういう、各区の特徴を持ちながらそれをどういうふうに事業に反映していくかって

いう原点でございます。企業と違いまして、この経営戦略と言いましても、１年です

ぐ答えが出るようなものではなくて、行政が地域をやるっていうのは長年、長年かけ

て結果が出てくるものたくさんあると思いますし、逆にやめてしまうと、将来的には

それはすごくマイナスのものが出てくるものもあるということで、非常に難しいもの

たくさんあると思います。  

 それから、課題があってもなかなかウルトラＣというものはないもんでございます

ので、地道なものっていうのはたくさん出てくると思います。その中で、やはり長期

のビジョンを考えながら進めていくという、この視点は失ってはいけないと思ってい

ます。 
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 きょうこのビジョンを最初に説明させていただいて、さまざまな皆さんの各部会に

議論するベースにしていただければと思っていますのでよろしくお願いを申し上げま

す。 

 さて、区の目標っていうのが文章に表されておりまして、それがここにあります、

住之江区に住み、働き、学ぶ人々が、未来への夢と希望を持って、安心・安全に、い

きいきと、そして幸せに暮らすまち。これが、ビジョン、要は将来住之江区はこうい

うまちになっていたらいいな、こういうまちにしたいなという目的でございます。い

ろんな言葉が入っているんですけども、大きく住之江区に住む人だけじゃないですよ

っていうところ、これ結構ポイントでございまして、働く人、学ぶ人、こういう人た

ちが連携しながらまちつくっていくんだと、こういう部分が例えば、大学との連携で

あったり企業さんとの連携っていうとこに結びついてるんじゃないかなと思います。  

 それから、未来という部分が出てきますけども、私はいつもいつも動物の中で、未

来を見て生きていくのは人間だけでございます。これは、逆に言うと未来がやっぱり

夢がない未来であれば、非常に人間っていうのは生きづらくなるものでございまして、

若干最近の若い人には欠けてるって言うか、そういうのは見えづらくなってるかもし

れません。そういう意味で言いますと、住之江区に住む人たちは、やっぱり将来明る

いというか、将来夢を持って生きてもらいたいと、こういう望みが踏まえております。 

 そういう、まちにしていきたいというのが大きなテーマであるかと思います。  

 これを、各課題に分けたものが次のページになりますけども、基礎自治に係る課題

ということで、今の目標ですね、これを分割していくとこういう課題になりますよっ

ていう５項目でございます。これ全て語ると難しいんですけども、要はこの中で区政

会議に関わるものっていうのは、各部会にそれぞれあると思います。今日はこの中で

も特に、１番、３番、４番。１番っていうのはブランドの部分でございます。それか

ら、子ども教育の部分はここですね。それから、安全安心は当然３番目、４番目が福

祉健康というふうになるかと思ってます。  
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 １個目から順番にいくんですけど、未来に向けて輝くまちづくりということでござ

います。我々地域としましては、新しく次の世代がどういうふうに育って、どういう

ふうに勉強してこのまちで育って、社会で活躍する人材になる。これは大きな大きな

テーマでございます。ある人に言わせれば、全ての人類は次世代に対して最大限の努

力をするべきだという方もいらっしゃいます。そういう意味で、我々としてこの教育

の部分に考えていかないといけないということでございます。大阪市としてもですね、

実はこれ教育分野っていうのは行政から若干違うところにあったんですけれども、数

年前からやっぱり区のそれぞれの立場の中で、子どもたちを育てるということに関わ

りを持つということになってます。  

 私も、教育委員会の区の担当次長ということを任命されておりまして、各学校の取

り組みというのにも関心というか、気を持ちながら子供たちがどういうふうな、しっ

かりと勉強をする環境にあるかどうかっていう確認する役割も持っております。その

中で、住之江区ではですね、英検の取り組み、これは、区政会議でも以前に議論され

たっていうふうに聞いております。学校長へアンケート、また、区政会議の意見から

英検取り組みというのが学習する意欲につながったとか、きっかけづくりにつながっ

ているというようなご意見もいただいてます。私自身も英語っていうのは、いろいろ

悩んだというかつまづいた部分でもありまして、早くに一生懸命やっとけばいいって

いうのは持論でございます。もっと言うと、今は英語、英語できるっていうのはプラ

スになるかもしれませんが、これからの世の中っていうのは英語ができることはアド

バンテージじゃなくてですね、英語ができないことがディスアドバンテージになる時

代になってます。できることが当たり前という時代になる中でですね、住之江区で学

ぶ人は、やっぱり英語を基本的にやっていっていただきたいということでございます。

この取り組みが結構よかったということでございまして、これから対象を小学校に持

っていきまして、小学校では漢検という取り組みを進めていこうというふうに今取り

組んでいるところでございます。これをもう一つ言いますと、やはりものを読む力、
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書く力、これは社会に入ったら非常に重要なものでございます。社会に入って、会社

員になって、テストされるわけではございません。それは、本当にものを、書類が来

た時にそれをどう読みこませるか、どう書いてプレゼンできるかっていうことに人と

の違いが出てくるようなもんでございまして、今、子供たちが読み書きに対して非常

にＳＮＳの発達でですね、非常に鈍くなってるというとこあります。そういう意味で、

読む力のまず第一歩が漢字の能力っていうのは言われてますので、その部分今回です

ね、小学校対象にそういう意味で取り組んでいきたいと考えています。  

 また、学校で若干ついてこられなくなった人をどうサポートするかっていう意味で

も、各学校に学習サポーターを派遣したりですね、それから、相談員、スクールカウ

ンセラーなどの派遣ということで、教育伸ばせる人は伸ばして、ちょっとついて来ら

れなくなった人もきちんとサポートできるような教育環境をつくっていくということ

をやらせていただいているところでございます。  

 次に、未来に向けての中ではですね、ブランド向上というところ、この部会の中で

も議論されていると思います。ブランドっていうのは私が考えるブランドっていうの

はですね、新たにブランドをつくるっていうことではないと思ってるんですね。これ

は、新たにブランドをつくるっていうのも、もちろんありなんですけども、すごく時

間がかかるっていうのが問題です。それとお金がかかります。実際、実は今あるもの、

十分今存在するものをどう輝かして見せていくかっていうのも大きなブランドのブラ

ンド発信になるんじゃないんかって思っています。そのへんの特徴のあるものが、今

までもやれてる部分でございまして、この写真にあるものがですね、実際名村造船所

の跡地で行われたアートイベントでございまして、造船所の跡っていう造船所として

は力になってないものでございまして、それをアートを結びつけると一つのブランド

になるんじゃないかっていう取り組みでございます。また、南港地域でもこういった

「ｓｕｍｉｎｏｅクール・ビート」なんていうブランド構築のイベントっていうか取

り組みをしてるところでございます。住之江区には、たくさんいい素材がある、よう
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は地域シーンがあるって思ってます。このへんをどういうふうに活用してですね、魅

力のあるまち、それから自分のまちに誇りを持てるまちにしていくっていうのが、こ

れは区のビジョンにとって大変必要な部分でないかと思っとります。 

 それから、次に安全・安心なまちづくりということでございまして、住んでよかっ

たという一番はですね、やっぱり安全であり安心できるまちでございます。危険なま

ちっていうのはやっぱり住むには抵抗ございますので、そういう部分で力を入れてい

かないといけない、これは当然のことでございます。その中で、２０年から住之江区

っていうのは、もちろんご存じのとおり湾岸区でございまして、地震、津波っていう

のはありますんで、２０年度からですね、いろんなマップをつくり、防災プランをつ

くり、いろんな訓練とか、等々やっておるところでございます。地域の方々一生懸命

やっていてですね、各地域で避難所開設訓練、津波避難訓練等々やっていただいてる

んですけども、一方で、課題っていうのはこのとおりこういうものに感心の全くない

人たちが一定いてるということでございます。有事の際には、そういう人たちが何か

問題になった時に、有事の際には大きな課題になってくる。こういう人たちを幾人、

たくさん関心持っていただくということが大事でございますし、避難訓練とかには参

加しなくともですね、各家でできる防災、こういうのもたくさんあると思ってます。

そういう意識を高めていかないと、結果的にいろんな人がですね、災害時に助けに行

こうと思っても、家の中でもう出られない状態になってる、いわゆる防災できない状

態になってるっていうのは、これは区民全体にとって負担になっていくものでござい

ます。そういう意識を高めるという活動、これからも大切だと思いますし、やってい

かなきゃいけないっていうふうに考えております。  

 一方で、この２０代、３０代という世代が、そういうふうに感心がないと言われて

いるんですけども、今後未来、将来的に考えていく上でですね、やはり今まさに世代、

中学生等々世代をですね、今こういういろんな災害が日本で起こっている中で、関心

を今持たしておく、持っていただくということ。今きてもそれは何かの力になってい
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ただけるし、もっと言うとこの住之江区の将来のために、必ず彼らがですね、この防

災やそういう意識が高いということは、ここにいらっしゃる皆さんの力になり得ると

いうふうに思っております。こういう部分で、中学生等々、こういう方々のですね、

防災の意識を立てるというそういうような取り組みも行っているところでございます。  

 そして、最後になりました福祉健康の分野でございます。日本国全部でございます、

住之江区が特にでございませんけれども、高齢化社会、高齢社会と言われてますけど

も、私は高齢社会は何か悪いことがあるのかと決して思ってなくてですね、元気で生

きがいを持った高齢者がたくさんいるというのはとてもいいまちだと思ってるんです

ね。そういう意味で、やはり我々がやっていかないかんことは、健康に生きがいを持

って長生きしていただいているような、この啓発や、そういう取り組み、そういうの

が大切だと思ってます。そういう方々を、一人でも多く増やしていきたいと思ってま

すし、住之江区の中で、そういう元気な方々がたくさんいるというのは、まちとして

も大きな魅力になるんじゃないかと考えております。そういう、ふだんの暮らしが幸

せやと、えらいもう高齢なりますと、一番何が幸せですかっていうと健康であること

が幸せなんだということでございますので、そういう部分やっぱり、普及をしていか

ないといけないと思ってます。  

 一方で、やはり１人暮らしの高齢者が増えているのも事実でございますし、支えの

必要な方もたくさんいらっしゃいます。こういう方々をまち中で見守っていく、そう

いう仕組みも必要かと考えております。こういう部分ではですね、いろんな各団体様

も含めて地域の方々も含めて、行政だけではなかなか難しいんですけども多くの人で、

多くの人を守っていくという方式にこういうのつくっていかないといけないのではな

いかと考えているところでございます。  

 要は、この最初のビジョンこれを達成するということは大事でございますけど、そ

のために我々この区政会議でいろんな議論を皆さんのいろんな視点からさせていただ

くんですけども、結果的にこの達成を得るためには我々行政が、情報を皆さんにきち
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んと提供し、それを区民の皆さんと共有する、いわゆるこういうことなんだ、こうい

う問題があるんだという共有をして、そして達成に向けて一緒に連携して動くという

ことでございます。今までのように誰かがやる、行政がやってくれるだろう。いやい

や、地域がやるんだということでなくて、これは持ち場、持ち場どういうところで両

面でやっていかなきゃいけないかっていうのは、一番大事なテーマでございます。こ

れから、人口の減っていく中で、なかなか税収も上がらない行政としますと、これは

皆さんのところでやっていただくと、また自分の力でやっていただくことたくさんあ

ると思います。そういうところをですね、連携しながらこれが全部区の力、区の魅力、

また住んでいい安全安心のまちづくりの全てがつながっていくというふうに考えてい

るわけでございます。 

 さっとこのビジョンというもののあり方、そしてこれはどういうふうに部会に移っ

ていくのかという、皆さんも部会で話合える部分っていうのをピックアップして話さ

せていただきました。それぞれの部会で、さまざまな議論をしていただいて、事業を

実行していく、これがビジョン達成に結びつくと考えております。皆さんもですね、

建設的な議論をいただきながら、ぜひ一歩でも、一つでもなかなかたくさんのことが

できないんでございますけども、一つでも多くのことを実現して、将来長くにわたっ

てやっぱり、ここの住之江区が安全で安心で住んでよかって、学んでよかったという

まちにしたいと思ってます。このビジョンの達成のためにぜひ皆さんのお力と皆さん

の議論をいただきたいと思ってますので、よろしくお願いしまして、私の冒頭のビジ

ョンについての説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。  

○深井議長 

 区長どうもありがとうございました。それでは、次に平成２７年度の区政運営方針

の評価結果につきましてのご報告ということで、これにつきまして区役所、長船政策

推進主幹からご説明をいただきます。お願いいたします。  

○長船教育課長 



－15－ 

 それでは、資料３の平成２７年度区政運営の振り返りをごらんください。まず、昨

年度実施いたしました取り組みにつきまして、区としてできたこと、できなかったこ

と、今後の方向性などを自己評価という形でまとめたものになります。できた、でき

なかったの判断基準といたしましては、計画の段階で指標定めております。例えば、

アンケート結果でよかったという意見何％以上や、前年度と比べて１０％以上の増な

どになります。このアンケートは区民の方４６１名に引き受けていただいているもの

です。本日、お話させていただきますのは、委員の皆様に昨年の１０月に見ていただ

いた内容の振り返りとなっております。２月２９日に見たものは、平成２８年度の運

営方針の案でございますので、勘違いないようにお願いいたします。  

 では、具体的に平成２７年度の取り組みの振り返りに入ってまいります。まず、区

運営の基本的な考え方ということで、読み上げさせていただきます。将来を担う子供

たちの学習意欲を高め、学力の向上を図るとともに、教育環境の整備をさらに進める。

次に、地域活動協議会の取り組みへの支援、地域におけるＣＢやＳＢの促進や多様な

活動主体のネットワーク拡充支援を行うとともに、地域公共人材の充実に引き続き取

り組む。次に、区の特性に応じたきめ細かな防災・減災の仕組みの構築に取り組むと

ともに、区の状況を踏まえた防犯対策に引き続き取り組む。「ふだんのくらししあわ

せプラン」により地域福祉活動を支援し、地域福祉力の強化を図る。利用者の視点に

立った区民サービスを提供することで、区役所における区民サービスのより一層の向

上を図る。不祥事根絶に向けたコンプライアンスの確保や個人情報漏えいなどを未然

に防ぐための事務処理手続適正化に取り組むということをかかげております。 

 まず、経営課題の１、未来に向けて輝くまちづくりということで、学力向上の取り

組みということで、学力向上の取り組みといたしまして、区内の全小学校の５年生ま

たは６年生のいずれか１学年に漢字検定の受検支援を行っております。また、中学１

年生または２年生を対象に英語検定の受検支援を行っております。アンケートの結果

でございますが、学習意欲の向上に効果が見られたとの結果が９０％を超えています
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ので、目標は達成いたしております。次に、教育環境の整備といたしまして、学習の

習慣づけを行い、学力の向上につなげるため夏休みや冬休みといった長期休業中に、

全小中学校に学習指導員を派遣しております。また、スクールカウンセラーを増員し、

区内の全小中学校に派遣しております。次に、学校からの要望に基づきまして、発達

障がいサポーターを配置しております。次に、引き続きまして家庭児童相談員１名を

増員いたしまして、就学期の児童の保護者や、学校との相談体制を充実しております。

アンケートの結果、上記全ての施策について、有効との回答を目標値以上にいただい

ております。目標達成いたしております。  

 続きまして、「ＳＵＭＩＮＯＥ  ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ」の推進ということで、

「住之江区と言えば○○」と言われるような、高いブランド力を持つことを目指し取

り組みを進めております。その一つに近代化産業遺産を生かした、アートによるまち

の活性化の取り組みとして、昨年の１０月１８日に名村造船所跡地で、「ｓｕｍｉｎ

ｏｅアート・ビート」を開催いたしました。約９，６００人の参加者のうち、６割が

区外からの参加ということで、業績目標を達成しております。同じく、「住之江と言

えばクールジャパン」と言われるようにと、昨年１２月には南港のＡＴＣエリアで光

のワンダーランドを開催いたしました。また、３月１３日には加賀屋新田会所跡で、

春らんまんこどもまつりを開催するなど、ポップカルチャーの聖地としてのまちの活

性化に取り組んでおります。  

 ただ、業績目標の達成状況といたしましてはクールジャパンが盛んであると思う区

民の割合が約３８％になっており、５０％以上という目標には届きませんでした。今

後、アートとクールジャパンというブランドイメージの定着を目指しまして、区民の

ニーズを踏まえながら魅力向上に向けた取り組みが必要であると考えております。  

 次に、経営課題２の大きな公共を担う活力ある地域社会づくりというところです。

多様なつながり、マルチパートナーシップの推進によるまちづくりというとこで、さ

まざまな活動主体が情報共有し、交流を図ることでつながりが生まれ、マルチパート
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ナーシップの形成による継続した活動を行っていく社会を目指し、その取り組みを進

めております。具体的な取り組みといたしましては、区役所１階にきずなステーショ

ンを開設し公募型プロポーザルにて昨年１０月から運営しております。また、コミュ

ニティビジネス相談会計１２回や企業、ＮＰＯ等交流会３回を開催するなど新たなま

ちづくり活動が生まれるよう取り組みを進めております。 

 ＮＰＯ等の交流会直近では平成２８年３月１７日に開催を行っておりまして企業、

病院等が４９団体、ＮＰＯ４団体、地域９団体、学校２団体計６４団体の参加をいた

だいております。業績目標ですが、多様な活動主体の協働によるまちづくり活動１０

件とかかげており昨年度は２４件実施いたしましたので、目標達成となっております。

今後もまちづくり活動団体の交流の場であるきずなステーションを活性化することで、

つながりづくりを推進するとともに、ラウンドテーブルの開催などを通じて、団体間

の連携、協働をコーディネートする取り組みを進めてまいります。  

 続きまして経営課題の３、安全・安心なまちづくりということでまちを守る中学生

プロジェクトの推進というところです。中学生が、災害発生時に自分がとるべき行動

がわかることを目指して、中学生の防災力向上を図り地域との連携体制を整える取り

組みを進めております。取り組み内容といたしましては、区内の全７中学校におきま

して、１年生を対象とした防災出前講座を実施いたしました。また、消防署と連携し

まして日用品を使った応急手当等の技術訓練を行いました。中学校から防災講座の継

続実施の要請もあります。取り組みの成果効果は高いと考え、今後も引き続き防災意

識の向上を図る取り組みを進めてまいります。  

 次に経営課題４、幅広い世代が暮らしやすいまちづくりということで、ふだんのく

らししあわせプランの周知というところです。プランに基づきまして、地域や区全体

のさまざまな地域福祉の問題解決に向けた取り組みが進められていることを、区民の

方が知っているということを目指してプランの概要版の配布や、広報紙、ホームペー

ジへの掲載、各地域での説明会の開催など、認知度向上に取り組みました。また、こ
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としの２月に開催した地域福祉推進大会へは２０７名の方が参加し、プランを配布い

たしました。業績目標は、ふだんのくらししあわせプランを知っていると答える人の

割合を７０％以上と設定しておりましたが、アンケートでは１６．５％という数字に

なっておりまして、目標は未達成となっております。今後は、広く一般区民に周知す

るための広報手法や、周知先の範囲についての検討が必要と考えております。また、

福祉健康部会におきましてプランの改定についても検討してまいります。  

 続きまして、観光ですね、咲州ウェルネスタウン計画の推進、これからの未来を担

う若い世代をふくめ、幅広い世代が夢と希望を持って、いきいきと暮らせるような活

気ある南港、咲州地域とすることを目指しまして、まちの魅力向上と効果的なプロモ

ーションを推進しております。住民とのワークショップなどを２０回以上実施しまし

て、また住民自ら企画した、ファミリーフェスタでは約１０，０００人が来場しまし

た。そのうち、約４割が地域外からの参加でございました。業績目標の達成状況です

が、南港地域等の情報を知る機会がふえたと回答する区民の割合が約３８％でござい

ます。５０％以上という目標には届きませんでした。  

 ここで１点訂正がございます。事前にお配りいたしました資料では目標達成となっ

ておりましたが、こちらの画面のとおり未達成に訂正させていただきます。まことに

申しわけございません。 

 次に、もう一つの業績目標であるウォーキングロードを利用して、健康づくりに生

かしたいとする住民の割合は約９５％という高い評価をいただいております。今後も、

地域住民と連携して周知方法などを検討し、また年間を通じてさまざまな機会を活用

し、随時情報を発信していくことが重要であると考えております。  

 続きまして経営課題の５、自立した自治体型の区政運営ということで、区役所の情

報発信機能の強化というとこでございます。区の広報紙さざんかをはじめ、ホームペ

ージ、Twitter、Facebook、LINEなど多様な広報媒体を活用し、幅広い層に対して迅

速に地域情報、イベントやまちづくり活動などの情報がいきわたっていることを目標
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としております。取り組みといたしましては、区の広報紙１面にイラストや写真を多

く使用し、手にとって読んでいただける紙面構成としております。また、ホームペー

ジでは動画コーナーを掲載し、紙媒体から動画への広がりを持たせるなど、広報紙と

ウェブとの融合によりまして、広報紙の魅力アップを図っております。業績目標の達

成状況ですが、区政に関する情報が届いていると感じる区民の割合は３０．５％であ

り、目標の４０％には届いておりません。今後の課題といたしまして、区政情報の入

手ルートとして広報紙が多くを占めている状況ですから、広報紙の魅力を向上させる

価値があると考えております。また、企画記事を地域密着型にすることで、メッセー

ジ性を持たせ、他の媒体にはない魅力を前面に押し出した広報紙の作成に取り組んで

まいります。 

 以上で、平成２７年度区政運営方針の振り返りとさせていただきます。なお、前回

の会議でお示ししておりました、平成２８年度予算案につきましては、予算市会を経

て確定しておりますので平成２８年度運営方針に基づき事業を進めてまいりたいと考

えております。どうぞよろしくお願いします。  

○深井議長 

 では、ただいまの評価、結果報告につきましてご質問等がございましたら、お受け

いたします。ご質問ございませんでしょうか。ございませんか。  

 ただいまのご報告につきまして、何か疑問とかご質問があればお受けいたします。

ご質問ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。  

 それでは恐れ入りますが、アドバイザーの方々からご意見をご頂戴したいと思いま

すが、各アドバイザーの議員の方々できましたら二、三分お言葉頂戴したいと思いま

す。よろしくお願いいたします。永井議員のほうから順番にお願いしたいなと思いま

す。 

○永井議員 

 皆さんこんばんは。府議会議員の永井公大です。遅い時間にお集まりいただきあり



－20－ 

がとうございます。ちょっとご意見ということなので、私は府議会議員なのでなかな

か大阪市とか住之江区のことにはふだん関わりはあまりないんですけれども、ちょっ

と１点、できればこういうふうにやったらいいんじゃないのかなというところがあり

まして、この２７年度の振り返りのスライドの３ページというふうに書かれてるとこ

なんですけれども、アートのところですね。これ下のところが目標未達成になってし

まってると思うんですが、これ私の個人的な意見なんですけれども、今のところいろ

んなイベントとかやっていただいてると思うんですが、何分一部の地域でしかやって

いないようなイメージがあります。なので、もうちょっと開催する場所を面的に広げ

ていただいたら、区民の皆さんの認識というかもっと広がるんかなと。それで、住之

江区は府立の公園が大きい公園２つあると思うんですね。住之江公園と住吉公園って

２つあるので、ぜひこの府と市連携する形でそういった府立の公園もこのアートとか

ですね、このアートに限らずですけれども、いろんなイベントで利用していただけれ

ばもうちょっとうまいことができるんじゃないかなと今日は思いました。以上です、

ありがとうございます。 

○深井議長 

 ありがとうございました。それでは、片山議員お願いします。  

○片山議員 

 お疲れさまです。市会議員の片山です。振り返りということで、いただいたわけで

すけれども確かにいいものもあるし、もっとこうしたらよかった、いいんじゃないか

とかいうようなことも、この中によく突き詰めていくと出てくるんじゃないかなと思

うんです。例えば、学力向上のところのスクールカウンセラーとか、それぞれ皆さん

も子供さんいらっしゃると思うんですけども、そういう自分の身近なところに思うよ

うなことをぜひこの中に発見していただいて、ここはどうなってるの、もっとこうし

たらいいんじゃないのということを探していっていただきたいというふうに思います。  

 アート・ビートにしてもいいものになりましたが、もっといいことができるんじゃ
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ないかとか、そういう発想を昨年に続いてもっと進めていただいたら、やっぱりいろ

んな人が携わることによりまして、さまざまなアイデアが出てくるということになる

んじゃないかなと思うんです。まだまだ、いいところに着眼してくれてるんでもっと

見直していただいて、さらなる目標達成と言わず、さらに再度目標設定していただい

て、進めていただきたいなというふうに思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。  

○深井議長 

 ありがとうございました。それでは、岸本議員お願いいたします。  

○岸本議員 

 こんばんは。市会議員の岸本でございます。本日はお集まりいただきまして、本当

にありがとうございます。私のほうからも平成２７年度の区政運営の振り返りという

ことで、この中の７ページのほうにもかかげてあるんですけども、きょうも見ていた

だいてます広報紙のほうですね、このさざんか。西原区長にかわりましてから、写真

をいっぱい使っていただいて、本当に今までにない見やすい広報紙になってると思い

ます。もっともっと、そういう結果がいい意味では、ぱっと目に触れて何やろなって

思ってもらって中身を読んでもらえる、それが一番やというふうに思いますので、ま

たこれからの６月号ももうできてるんですかね、また７月号、８月号と毎月毎月出し

ていただくと思うんですけれども、本当に住之江区民のお一人お一人がポストを開け

て見た時に、入ってたって喜んでもらえるようなそういう広報紙づくりっていうのも

また、しっかりと進めていただければというふうに思います。  

 あともう一つ、この６ページのところで、南港咲州地域の将来像ということで、咲

州ウェルネスタウン計画の推進という部分ですけれども、この中で住民企画イベント

のファミリーフェスタ、私も参加させていただきまして、子供連れて行かせていただ

いたんですけれども、参加させてもらってやっていく中で、本当に楽しいイベントで、

一日子供と一緒に楽しめたなっていうイベントやったんですけれども、ただ、じゃこ

れの企画を通して南港に住みたくなったかって言うたら、必ずしもそんな感じのイベ
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ントではなかったかなというのが、正直な気持ちです。もっともっと、やっぱりここ

に住みたいなってこんな楽しいところなんやな、こんなすばらしいところなんやなっ

て、思ってもらえるようなそういった新しい取り組みというのもやっていただければ

なというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  

 あと、私以前ちょっといろんな方にお話伺ったことあるんですけれども、その中で

物すごく突拍子もない意見をいただいた方がいらっしゃるんですね。その方が高齢者

が多くなってきて、バスの路線もどんどん減っているその中で、動く歩道をですね、

今の歩道のところに全部つけてそのまま動いていけるような、そのために各家の屋根

に全部ソーラーパネル、太陽光の発電をつけてやったらどうやとかいうそんなことを

おっしゃった方、この人何言うてるんやろって思ったんですけれども、そういう本当

に思いつかないような発想というのが、これが１００％できる、できひんは別にして

そっから、ここまでやったらできるんちゃうかなって、また新しい取り組み、そうい

うかしこまった意見交換とかではなくて、ざっくばらんに雑談する中でそんな意見と

かも出てくるんちゃうかなというふうに私自身も考えております。この後、部会に分

かれてもいろいろ忌憚ないご意見出ると思いますけれども、そういった突拍子もない

意見でもいいと思いますので、出す中でそれやったらこんな考えもあるな、こういう

やり方もあるなというのがもっともっと、議論が白熱できるようなそういう取り組み

をしていただければというふうに思いますので、また何とぞよろしくお願いいたしま

す。本日は本当にありがとうございました。  

○深井議長 

 ありがとうございました。それでは、髙野議員。 

○髙野議員 

 こんばんは。市会議員の髙野でございます。私のほうから指摘させていただきたい

のは、振り返りのこの資料ですね、２７年度の７ページになります。プランを知って

いる区民の割合１６．５％ということで、非常に低い数字であり、かなりショックな
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数字でありますけど、これ現実問題として今年の目標としてもっともっと高めていた

だくように注力いただきたいと思いますし、またこのさざんかに何かちょっと頼り過

ぎてる面があるんじゃないかなと。広報紙はさざんかだけではございませんし、いろ

んなそれぞれの各団体の何か総会の資料とか、いろいろあろうかと思います。そうい

うことを緻密に研究していただいて、広報のウィングを広げていただければありがた

いんじゃないかなと思います。それと、提案です。私の勝手な提案なんですけど、今

年の将来ビジョンについて住之江区に、特に住之江区長さん、新しい区長さん西原さ

んのこの教育に取り組む熱意、非常に私も感心しておりましてそこの住之江区、本当

に教育に熱心なまちであるというこれをですね、しっかりまたこれから区長さんを中

心に頑張って取り組んでいかれたら、大変ありがたいと思っております。  

 その教育の中で、防災教育なんかあるんですけどね。安全・安心のまちづくりの件

でございますが、学校で防災教育というのも結構ですが、防災ってよりは今は震災で

すね、地震の対策あるいは、またこの住之江区の場合は大和川に面してますから、洪

水の時にどうするんだとかいう問題もあろうかと思います。やっぱり、そういう洪水

なんか常に川を自分たちが目で見て状態を知っておくということも大事じゃなかろう

かと。具体的にどういうことが言いたいんか言いますと、今民間のライオンズクラブ

が年に２回ほど大和川の清掃とか、稚魚の放流とかですね、いろいろ取り組んでおら

れます。もちろん地元の連合町会の方も一緒なってやっておられるんですが、これを

もっと区レベルで地域の人がたくさん参加できるようなことができればいいんじゃな

いかと。これ、住之江区の新北島、平林連合、敷津浦、安立とかかなり長い距離、４

キロくらいあるんじゃないかと思います。この大和川の右岸についてはいわゆるヘル

スストリートが完備されましてジョギングとか自転車とかも走れるようになってる。

こういう健康増進と同時に、防災を常に意識できるようなイベントを区中心に考えて

いただいて、そして市民の皆さん憩いを感じながら常に川の状態を見てですね、防災

知識も高めていくというちょっと一石二鳥みたいな話ですが、そういうことも考えて
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いただければ非常にありがたいと思います。以上提案させていただきます。  

○深井議長 

 ありがとうございました。それでは、佐々木議員お願いいたします。  

○佐々木議員 

 皆さんこんばんは、市会議員の佐々木りえです。きょうは夜遅くにお集まりいただ

きまことにありがとうございます。私はですね、やはり住之江区はよその地域よりも

絆がかなり強いと思います。その強みを生かしブランド戦略が重要だと考えています。

きずなステーションのさらなる活性化を進めていただきたいと思います。あとですね、

私は今年も教育子ども委員会を拝命させていただいておりますが、教育問題について

しっかりと取り組んでいかなければいけない、区長も同じ考えだと思いますが、これ

に対してですね、７ページですけど、南港咲州ウェルネスタウン計画で１０，０００

人の皆様、その４割が区外から来られています。その４割の皆さんがですね、これを

続けていくことによって南港はすばらしいところだと、きっとわかっていただける。

そして改良を進めていただくことによって、さらに区外の人にわかっていただいて、

大阪市ではですね、平成３０年に小中一貫校も始まります。教育に力を入れることに

よって若い夫婦がこの住之江に根を張っていただく。これから行われる部会でも、私

も議事録を拝見させていただきまして、この市政の政策に反映できるよう、皆様と一

緒にこの住之江を活性化できるよう頑張っていきたいと思います。どうかよろしくお

願いします。今日はありがとうございます。  

○深井議長 

 各議員の皆様ご貴重なご意見ありがとうございました。それでは、ここで一旦各部

会に分かれまして、意見交換等行っていただきたいと思います。時間は、およそ４０

分間、８時頃を目途にお願いをしたいと思います。再度、全体会では各部会で出まし

た意見等の内容を発表していただきますので、よろしくお願いいたします。  

 では、皆様前回同様、各部会の座席のところにお集まりいただきまして、議論をお
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願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。  

（４部会 開催） 

○深井議長 

 それでは、部会でのご意見、ご質問を代表の方から発表をしていただきます。進行

の都合上、お時間を各部会５分とさせていただきます。それと、各部会の資料を机の

上にお配りさせていただいておりますので、ほかの部門の部会の資料としてご参照く

ださい。 

 まず、魅力ブランド部会から発表をお願いいたします。  

○中村委員 

 皆さんこんばんは。魅力ブランド部会の中村でございます。魅力ブランド部会では、

平成２７年度の区政運営の振り返りとあわせて、今年度のどういったことをやるのか

も含めて論議いたしました。その中で、皆さんのお手元にも配付させていただいてい

ると思いますが、安立まつりウィーク、海の日に行われる住吉大社の神輿洗神事から、

１９日の日から１０日間を安立まつりウィークとして、新たにこういった魅力のある

安立のまつりウィークを立ち上げたいというご意見がございました。  

 その中で、盆踊りだとか、トワイライトコンサート、それと狂言、狂言については

かなり有名な方が来られるそうで、費用もかかるそうですがいろいろ交渉の中、安く

やっていただけるように交渉していただいているそうです。こういったことで、安立

の中の企業、ＮＰＯとか学校と協力してやっていきたいというところでございます。

それと、ｓｕｍｉｎｏｅアート・ビート、これは今年度についてはその名村造船跡地

の工場内だけに限らず、北加賀屋のエリア一帯を含めて、アートのまちとして活性化

するように進めていくという方向で今考えているそうです。  

 それとあわせて、予算の件ですが報告の中でも認知度があまりもう一つだったとい

うことで、ｓｕｍｉｎｏｅクール・ビートの推進ということで今年度の予算上がって

おりますが、もっと住之江区としての価値を高めるような、そういった取り組みをし
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てはどうかと。何か見ると花火だけで終わっているような感じがするので、もっと協

賛企業だとか、そういったところの名前とかをですね、宣伝することを含めていろい

ろ広告収入などもいただいて、少しでもその中で例えばクリアファイルとかに広告企

業の名前も入れながら、住之江区のそういった魅力をアピールするようなこともして

はどうかというようなご意見も出ておりました。簡単ですが、以上です。  

○大津委員 

 魅力ブランド部会の大津です。今部会長からご説明のありました、安立まつりで一

言だけ、ご説明をさせていただきたいと。お手元の資料に、ニューブランド登場とな

っておりまして、住之江区のブランドはここ数年間アート・ビート、ワンダーランド

それからクール・ビート等で、名を売っていただいたわけですけれども、そこに安立

の歴史、文化を生かした祭りが新たに幕を開けると、こういう時代になってまいりま

した。天武天皇の第４皇子、長皇子の歌碑が見守る安立のまちでございます。ここに

は、１３００年の歴史があるわけでございまして、このまち全体を歴史的景観ミュー

ジアムの劇場絵とこう見立てまして、霰松原公園、小さな公園ですけどもそこを中心

に、にぎわいのまちへいろんなイベントをうっていきたいとこういう趣旨でございま

す。私たちは特別なテクノロジーはありません。また、特別な施設があるわけではあ

りません。古い古いまちで、向こう三軒両隣、ものすごい団結の強い地域でございま

す。そういう地域の中の特性を生かして、魅力のある輝くイベント、祭りができたら

いいなとそういうふうに思っております。  

 なぜ今かと言いますと、この安立の祭りのよさは昔からあったんです。あったんで

すけれども、それは私の見方、独断と偏見で言えば、安立は宝の山のようなそういう

まちなんです。ところが、宝の中に住んでる人は自分が宝の中に住んでるっていうふ

うに気がつかないんです。よそ者は気がつくわけです。そういう意味で、よそ者の私

とか古川さんとかそういう人たちが、安立をもうちょっと、安立いうのは皆さんこう

いうええとこおまっせ、やりましょうやいうのを先導、働きかけて地域の皆さんがそ
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れやったらこんなことをやってみようかということで、このようなスケジュールを立

てて、今年やりたいとスタートすることになりました。これは、今年が第一歩ですけ

ども五年、十年と未来へ続けていくと。その中で、住之江区で一番にぎわいのある祭

り、大阪中の人が見に来てくれるような祭りに育てていきたい、そういうふうに思っ

ています。それは、誇大な宣伝ではないんです。地政学的に見て、安立は国道が２本

クロスしています。大阪の幹線となる鉄道が２本走っています。こういう地域はない

んです。これは、人や物や金がどんどん動いてるまちだと、こういうことなんです。

ちょっと安立にとまってもろたら、たくさんのことができるんじゃないかなと、そう

いった点を考えております。以上でございます。ありがとうございました。  

○深井議長 

 ありがとうございました。続きまして、子ども教育部会からお願いいたします。  

○伊達委員 

 子ども教育部会の伊達美寿保と申します。本日は安田部会長が欠席のため、代わっ

て部会総括を申し上げます。子ども教育部会では、担当課長の長船様から平成２７年

度より実施した教育関係施策についての報告と、今年度実施する教育関係施策の内容

連絡をいただきました。まず、２７年度の報告についてですが、家庭児童相談員やス

クールカウンセラーを区独自で増員されておりますが、いずれも増員前と比較して相

談件数の増加が顕著であり、子供や保護者にとって有効な事業であると確認しました。

また、学力向上の面では小学生が対象の漢検受験、中学生が対象の英検受験を行った

結果、いずれも２６年度と比較して上級を受験する子供が増えています。学校長への

アンケート結果では、肯定的な意見が目立っており今後も引き続き行うべき事業であ

るとの意見で一致しました。放課後や長期休暇中の学校へ学習指導員を派遣する子ど

も学習サポート事業については、２７年度の利用率が９０．３％となっており、部会

から１００％利用するための運用方法の見直しを求めました。  

 次に、今年度事業についてですが、２７年度行われた教育関係事業は、全て引き続
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き行われているということで、昨年度の部会で申し上げた、今ある事業は有効である

から続けてほしいという意見を反映していただいております。中でも、英検、漢検、

子ども学習サポートの３つの事業は、昨年度よりも対象や時間を拡大していただいて

おり、効果が出ることを期待しております。先ほど申し上げた、子ども学習サポート

の運用方法のように、各事業で改善すべきところがないかを意識的に考えていただき、

子供の学力向上や、健やかな学校生活につなげてほしいと意見をしております。  

 最後に、次年度についてですが、これまでは学力向上に重点を置いた施策を要望し

てまいりましたが、次年度は引き続き学力の向上と学習環境の整備という内容で部会

で決まりました。次回の全体会までに、子ども教育部会を重ね、具体的にどういった

施策を打ち出すのか担当職員の皆様とつくってまいりたいと思います。以上です、あ

りがとうございました。 

○深井議長 

 ありがとうございました。続きまして、安全安心部会からお願いいたします。  

○古川委員 

 はいすみません、安全安心部会では避難所開設運営訓練の前に防災リーダー等を対

象に、例えば無線の訓練などを充実することと、南港地域などの高層が多い地域の特

殊事情を考慮した訓練を実施する。防犯カメラのことなんですが、効果的な設置場所

を考えていただくということと、住之江区は川もあり、海もあり大変津波には弱い地

域だと思っております。髙野先生もおっしゃっておられました、水害ということでど

こで集中豪雨があるかわかりませんので、大和川の川底がだんだん砂が溜まってきて

おりますので、竣設なんかもちょっとここから国にでも働きかけていただけたらいい

んじゃないかと思っております。以上です。  

○深井議長 

 ありがとうございました。続きまして、福祉健康部会からお願いいたします。  

○杉村委員 
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 福祉健康部会の発表させていただきます。２７年度の振り返りをさせていただきま

した。５つのことで話し合いさせていただきまして、子育てしやすい区としまして、

待機児童を減らしていくっていう点について話し合いしてます。待機児童に関しては、

平成２５年３５人、平成２６年１８人、平成２７年１５人と今年度は８人まで減って

きております。この待機児童に関しましても一部の地域でですね、空き状況がありま

して必要な保育園が必要な場所にないっていうケースもあるのかとは思うんですが、

今後も保育園を必要としている子育て世帯にその地域に必要な保育園ができていける

ように、北加賀屋の地域でも新しい保育園の設置を検討していただいてます。  

 次に、ふだんのくらししあわせプランについての話し合いをしています。ふだんの

くらししあわせプランについては、先ほどの全体会での発表もありましたように目標

数値、区民モニターアンケートの結果が、周知７０％を目標にしていたのが、１６．

５％という形でかなり乖離しているということもありまして、平成２８年度に関して

は区民モニターアンケートのとり方に関しても、一部プランを知っている、知ってい

ない、こうイエス、ノーという質問の設定を、もう少し実情にあわせて実際にふだん

のくらししあわせプランを設定はさせていただいたんですが、実際の目指す姿として

は住之江に住んではる高齢者の方や、障がいをお持ちの方が以前と比べるとですね、

住みやすい地域になってきたというのを目標にして設定されてるプランとなりますの

で、そういったことが実際にどんどん周りの環境がよくなってきたよということを感

じられることも、設問に入れていただいて少しでも区民モニターアンケートの結果を、

よりよくしていけるように、もちろん髙野議員からお話ありました、周知の仕方って

いうのも今後の改善として、しっかり取り組んでいきたいと思うんですがその質問の

仕方というのにも、もう一度目を向けてもらいたいということで、考えさせていただ

いてます。 

 ３番目に福祉的交通手段としまして、福祉バスの運行事業の話し合いをしています。

この福祉バスに関しては、平成２８年度から平林地域におきまして、運行のほうスタ
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ートしております。区全体での福祉バスの運行は２７年度をもって終了しているんで

すが、２８年度以降は、各地域において高齢や障がいのある方が交通手段がなくて住

之江区を自由に行き来できないということがないように、目指していきたいと思いま

す。 

 次に、虐待防止のあったかネットに関しての取り組みを行ってます。虐待防止に関

しましても、現状区民モニターアンケートの結果がなかなか周知できてないというの

もあります。これも、先ほどの件と同じでアンケートのとり方の検討と広報の仕方っ

ていうのに注力をしていきたいと思ってます。  

 最後に、住之江区の健康保持増進及び生活習慣病予防のため、栄養バランスなどの

健康に配慮した食生活をしている区民を増やすこととしまして、住之江区民の健康指

数っていうのが、大阪市の他区と比べると少しずつ若干高いということがあります。

これを、少しでも改善しまして住之江区が健康に暮らしていけるまちにしていきたい

と思ってます。以上です。  

○深井議長 

 ありがとうございました。今まで全体で各部会からご報告をいただきましたが、全

体を通じまして何か各委員様のほうからご質問、ご意見ございませんでしょうか。  

 他部門の専門部会のことでもご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。  

○杉村委員 

 魅力ブランド部会の、以前この全体会でも一度発言させていただいたことあったん

ですけども、魅力ブランド部会におきまして他の地区で、区民によるモニターという

か、区民全体にこんな住之江区の魅力を発信したりするっていうことで、会議形式じ

ゃないんですけど何て言うんですか、こんなイベントをしたいんですという団体や個

人を募りまして、発表してですね、その発表した内容でもちろん、魅力ブランド部会

のメンバーとか入っていただいたり、区民の方に入っていただいて一般に公募するよ

うな、イベントの公募をするような会を住吉区のほうで開いてらっしゃるのを拝見さ
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せていただいた経緯があるんです。住之江でも、そういったことを一度チャレンジし

てみてはどうかなと思っていたので２８年度に実行するっていうのはなかなか難しい

と思うんですが、今後来年度に向けてそういったことも一度検討してみてはどうかな

と思います。 

○深井議長 

 ただいまのご提案につきまして、担当部署課長さんお願いしたいと思います。  

○髙田ブランディング課長 

 ありがとうございます。魅力ブランド部会担当の髙田です。昨年度も同様の意見い

ただいているというふうに伺っております。区政モニター等で、どんなイベントをし

てほしいですかといったようなアンケートとらせてもいただいたりしておりますが、

区民の皆さんの総意が反映されるような、そんな仕組みができたらなというふうに思

っておりますので、今頂戴したご意見も含めまして、来年度予算に向けて検討のほう

はしていきたいと思っています。住吉区の取り組みも参考にさせていただきたいと思

います。 

○深井議長 

 ありがとうございました。よろしゅうございますか。  

○門委員 

 福祉健康部会の資料でいただいたところで、待機児が２８年度４月で０にするとい

うことだったんですが、今年度８名が待機児になっているって書いてあるんですけれ

ども、これは全国的にもいろいろ問題になっているんですけれども、８名だったら非

常に少ないっていったらある意味喜ばしいかなっていうふうに思ってるんですけれど

も、これは入所を申し込まれたけれども、結果的にご希望にかなわなかったりとか、

条件的に入れなかったという方が８名なのか、もっと保育所に行きたいと思ってるけ

れども、仕事も、一応仕事しているとかいうようなことが条件だとか、入所も点数制

でいろいろ難しくなってきている中で、希望そのものから外れてはんのか、この８名
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の数っていうのは何から出てきたのかなっていうのがすごく。  

○杉村委員 

 全く同じ質問が出ましたので、私どものほうも同じ質問が出ましたので、先ほど説

明していただいたんですが。  

○深井議長 

 それでは、恐れ入りますただいまのご質問につきまして、ご説明をいただきたいと

思います。課長さんよろしくお願いします。  

○野口保健福祉課長代理 

 保健福祉課長代理、子育て支援室の野口と申します。先ほどのご質問なんですけれ

ども、待機児童と言いますのは厚生労働省のほうが、定められた基準に則った人数が

８人ということなんですけれども、保育所を申し込まれて、実際お待ちのお子さんっ

ていうのはもっとおります。数字としては具体的に４月１日時点では、１１９名が保

留児童って言うんですけれども、保留児童としております。その中で、例えばもう既

に入っているんだけれども、ちょっとほかの保育所にかわりたいですとか、第一希望

のこの保育所しか行きたくないねんっていう方ですとか、そういう方を除いて８名が

最終的に待機児童という形になっております。 

 保育所の入所は先ほど委員さんもおっしゃっておられましたように、点数制になっ

ておりまして点数の高い方から順番に入っていただく形になっております。ですので、

８名の中には今仕事探してるねんという方も結構おられるんですが、ほかにどうして

も要件があわなくってお待ちいただいてる方もいらっしゃるのも事実です。  

○深井議長 

 ありがとうございました。ただいまのご回答でよろしゅうございますでしょうか。  

○門委員 

 １１９名と８名の関係がちょっと意味わからない。 

○杉村委員 
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 僕の解釈でよければ、ふるいにかけられて、どうしても無理っていう人が８名であ

との１１９名はとりあえず入れるところはあるけれど、入らないとか。ちゃうんすか。  

○野口保健福祉課長代理 

 入れるところがあるというか、実際定員としましては３歳、４歳、５歳の子供さん

っていうのは選ばなかったらきっと入れると思うんです。ただ、３歳、４歳、５歳っ

ていうのはかなり保留数も少ないんですけども、１歳のお子さんっていうのはやはり

定員が足りておらない状況です。なので、保留であってもそこを全ての方が何も条件

なかったら入れるかというとそうではないです。実際何人くらい足りひんねんという

のは済みません、ちょっと今ここに資料持ちあわせていないのでお答えできないんで

すけれども、そういう状況です。  

○深井議長 

 ただいまのお答えでご理解できましたでしょうか。  

○門委員 

 数字のマジックやってことがわかりました。 

○深井議長 

 ほかにご質問ございませんでしょうか。  

 それでは、ございませんようでしたら次に進めさせていただきます。まとめといた

しまして、西原区長のほうから一言ご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○西原区長 

 皆さん長時間、議論いただきましてありがとうございました。さまざまなご意見

等々、ご要望等々があったかと思いますが、私もまだ２カ月経っておりませんでです

ね、全てに対してこうだ、ああだとまだ言えない状態ではあるんですが、感覚的なも

ので回答できるものがあったらと思ってるんですが。  

 魅力ブランドのほうでさまざまなイベントを今までもやって効果がある、ないいろ
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いろあると思うんですけども、将来的には、やはりどんなイベントも行政というか公

的な指揮がずっと入り続けるっていうのはやっぱりよくないと私は思ってまして、先

ほどちょっとありましたけど企業の寄附をうまくもらったりとか、広告媒体を使って

とかいうような形で、なるべく一般の予算とかを使ってできる方向に行くというのが

一つと、もう一つは私の感覚で言うとイベントっていうのは一発打ち上げ花火で終わ

るっていうのはやっぱりよくない。先ほど先生のほうからもありましたけれども、イ

ベントする当日に向けてですね、どういう人間がどういう形でたくさんの人を巻き込

むような仕組みっていうのは大事かなって思ってます。それは、地域の方々それから

先ほど言った、例えば咲州で言ったら学校の生徒とかですね、そういう方々をいかに

巻き込んで、当日は当日でいいんですけど当日までの半年間をどんだけの方が関わっ

たか。それが、それこそがそこに関わった人が魅力を感じ、来た人も魅力を感じとい

うふうにつながっていくんではないかと思ってますので、今後また審議の中でこのイ

ベントに関しては、もっと先ほど言うたように花火だけで住之江区の価値がどうこう

っていうのは、当然そういうのは意見があると思いますんで。そういうのはやはり今

後、さまざまなところで精査は必要やと思いますし、特にこの区政会議の中で精査を

していく必要もあるのかなと思ってますので、またぜひ皆さんには、私もまだ答え出

せない、いってないですからね。今年、いろいろイベント行かせていただいて、こう

いうイベントはもっとこうしたほうがいいっていうような私自身も長くそういうイベ

ント業におったもんですから、考えていきたいと思ってますので、また皆さんといろ

んな議論を重ねていきたいと思っております。  

 それから、教育のほうでさまざまな施策、今までもずっと前区長の中でやっていた

だいてまして、やはり事業継続をしていって精度が少しずつ上げられてきたというこ

とでございますんで、これは継続していきたいと思ってます。教育っていうのは、な

かなか学校制度難しいんですけども、本当に今日明日答えが出るようなものではなく

て、十年後、二十年後に答えが出ることたくさんあります。例えば、経験値なんて言
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うのは本当に大切なことで、要は子供の時にこういう人と出会ってたから、十年後に

何かつまづいた時に、それをやろうというきっかけができるのは、例えばですけど理

科や科学っていうようなことが、子供の時に何か面白い企業のおっちゃんとか、先生

とかがすごく熱意があって、そん時にあまりつかまんかったけど、みたいな時のこと

はですね、子供の時に経験しないとなかなか将来なった時にものにならない。そうい

う経験値っていうのはとても大事やなって思ってますんで、ぜひその答えがすぐ出な

いという部分は実際あるんですけども、そういう環境づくりというか、チャンスづく

りっていうのはたくさんしていきたいと思ってます。  

 もう一方で、学力向上っていうのは大阪市全体の大きなテーマでございます。やっ

ぱり成績が悪いと、その子供のやりたいことの達成に遠くなってしまうんですね。だ

から、特に基礎学力何をやるにしても、基礎学力は最低限つけていただくというのは、

住之江区が望んでいるところでございまして、彼らがやりたいことをやりたいと思っ

た時に必ず最低限、住之江区で学んでできるようにリーチできるような、そういう教

育にはしていきたいと思ってますので、先ほど私の冒頭でも話がありましたけども、

そういう部分はしっかりと整備をしていって、継続していきたいと思ってます。  

 安全安心のほうでも、これ実は私も先日避難所の訓練出た時に、意見があった、同

じ答えがありましてですね、防災リーダーの人もうちょっと工面していただきたいと

いう話は同じこと言いました。要は、そこで仕切る方々がようわからんわって言って

る状態を見せてしまうと、有事の際に集まってきた人が不安になるわけですね。それ

って、一番統制がとれなくなる、一番まずいことなんで、要は各地域でそこで仕切り

をする方はですね、全て俺に任せとけっていうくらいの能力をつけてあげないといけ

ない。これは、我々として大きな課題やと思ってます。担当課とも私自身話を大分し

ましたんで、ぜひこれは回数を重ねていかないといけないと思うんですけども、リー

ダーの方、リーダーの方が年配の方が多いっていうのも問題はあるんですけども、そ

れでも回数を重ねて、精度の高いリーダーシップを持っていただかなければいけない
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ということを思ってますので、ぜひ、リーダーの育成っていうのはしっかりやらせて

いただきたいと思っています。  

 それから、防犯カメラは今回大阪市全体でも大きなテーマでやらせていただいてま

すので、今配置場所等々検証重ねてます。効果的な場所に配置していきたいと思って

ますので、よろしくお願いします。  

 最後に、福祉健康の部分で認知度が低いという話がちょっとありました。そうです

ね、我々いろんな媒体を使って広報をしてるんですけど、なかなかホームページやな

んややってても、行政のホームページ見ていただくというそういうすばらしい方々少

ないもんでですね、非常に難しいんですけども、広報紙を私のほうで充実というか、

重要視しているのは、住之江に関しては全戸配布されているという部分、それから  

特に高齢者なんかはＳＮＳではなくて、そういう紙媒体っていうのが重要視されてる

という部分。今の広報紙はさっきもありますけど、表紙見た瞬間にあんまりって言っ

て見られないってのはまずいので、あえて僕がなってから一面何やこれ広報紙かどう

かわからんくらいの勢いでお示しして、中まで見ていただこうという努力をしてます。  

 これは、引き続き今後もせっかく税金を使って広報紙つくってますので、たくさん

の人に見てもらうっていうのは大事なことやと思ってますので、そういうふうなこと

でもまた福祉の部分でも認知をしていきたいと思っております。  

 それから、虐待に関してもなかなか周知不足というのもありました。これから、先

ほどもちょっと話ししたと思うんですけど、１人暮らしの方も多くなりますし、見守

る人って言っても、高齢者が高齢者を見守る時代になってしまいましたんで、そん中

でどういう処置ができていくのかということが、これからも必死に考えていかないと

いけないなと思ってます。  

 待機児童の件は、今数字のトリックと言われてたんですけども、実際そういうこと

なんですね。要は、保育所で５歳でも、１人でも空いてれば、待機児童０にできるん

ですよ。保留が１００人おろうが、１０００人おろうが。それが、単純に言うとトリ
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ックなんですね。ここ、空いてますと、そこに私遠いから行きたくないって言うた瞬

間に待機児童じゃなくなるわけですね、そういうトリック。切羽詰まってる方はどこ

でも行っていただかなきゃいけないっていうのが基本にありますんで、そういう部分

で今８という数字ですけど、先ほど言ったように入れない人は１１０何人いてるとい

うのが実際です。ここは、非常に難しいんですけど入れるように整備をしたいと思っ

てるんですけども、この子供の数だけはピークは２０２０年に子供数のピークと言わ

れてまして、整備したはええけども将来的に長い目で見る時にどこまでそれが維持で

きるかっていうとなかなか難しいので、民間の企業も参入していただけない部分もあ

ります。我々としては、不足分を新しく整備すると言うよりも、例えばなかなか難し

いんですけど時間を持ってらっしゃって、保育士の資格を持ってらっしゃってでも保

育士さんじゃない方々。いわゆる保育士さんなんだけども働いてない方々っていうの

も結構たくさんいらっしゃったりとか、そういう方々がもっとちっちゃい狭い場所で

もできることはできないのかと。そういう需要にあわせてできないかと。要は、設備

を高額な資金をかけて施設をつくるっていうのは、あまりにも将来的に無駄になる可

能性もありますので、そういうもんも含めて全体的に住之江区ってどうなのか、大阪

市でどうなのかっていう整備はしていきたいと思ってます。  

 この待機児童に関して言うと、住之江区と言いながら、別に住之江区の人が住吉区

に預けることもできるし、私前区で此花区なんで、此花区の人ほとんど福島区に預け

るんで、福島区の待機児童増えてるのは此花区のせいやってずっと言われてまして、

大阪市全体のことですので、端っこの区は非常になかなか整備をしてほしいって言っ

ても、要は真ん中の区は整備をしても人が働きに集まってくるので、需要が高いんで

すね。でも端っこの区って整備してもこっち置いてけぼりになって、せっかく整備し

ても人が来なくて儲からないと。なかなか整備に力入れてくれないという、こういう

実は事情もありまして、なんとかそれでもやはり働きたいという女性の方を働けるよ

うにするっていうのはこれは第一原則でございまして、そのためにも区役所全体とし
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て点数制度で、切迫してる方々の順番から入っていただくような、それは制度はもち

ろんしているんですけどね。相変わらずやっぱり入りたいけど入れないっていう方々

がいらっしゃる事実はもちろん受けとめながら、どういう整備が必要かっていうのは

全体的に考えて進めていきたいと思ってます。  

 さまざまな意見、ごめんなさい全部言えてないんですけども、いただいてありがと

うございました。我々としましても、大きく、広く個々の部分じゃなくて住之江区全

体を見て、どういうところにどういう支援をして、どういう予算を使っていけばいい

かっていうのは区役所でも考えていきます。また、そういった皆さんの地域の中で生

活されてる中で、もっとこうだよとかもっとこうすべきだとかいう話は、ぜひ今後の

区政会議、また部会の中で意見を言っていただいて、我々がそれを反映していくとい

うもっと両方で建設的な会議にして、いいまちづくりをしていきたいと思ってますの

で、どうぞ今後ともよろしくお願いします。本日は、長時間本当にありがとうござい

ました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。  

○深井議長 

 西原区長ありがとうございました。皆様方には議事進行につきまして、ご協力いた

だきましてまことにありがとうございました。それでは、事務局のほうへお渡しいた

します。 

○長船教育課長 

 どうも議長ありがとうございました。どうも皆様ありがとうございました。本日も

委員の皆様方から多くのご意見、ご提案いただきまして、ありがとうございます。今

回の会議後にお気づきになった点やご意見、ご質問等がございましたら、お配りして

おります質問意見表をご活用いただければと思っております。どうぞよろしくお願い

します。 

 本日はどうもありがとうございました。  

以下余白 


