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平成２９年度 住之江区区政会議 

第１回 魅力・ブランド部会 会議録 

 

○髙田魅力発信担当課長 

 定刻前なんですけども、お集まりいただいてますので始めさせていただきたいと思

います。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。司会を務めさせ

ていただきます住之江区役所の髙田です。よろしくお願いいたします。  

 議事に入らせていただく前に、議事に当たっての留意事項をご説明いたします。  

 本日の会議では、個人情報などの非公開情報が特にございませんので、公開とさせ

ていただきます。また議事録についても公表となります。公表の際はご発言者、ご発

言内容についても公表となります。  

 なお、本日は広報紙「さざんか」７月号の特集で、区政会議を取り上げさせていた

だきます関係で、掲載記事用のお写真を撮らせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 なお、会議中の写真につきましても、ホームページ等に掲載させていただく場合が

ございますので、あわせてご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは初めに安藤副区長よりご挨拶させていただきます。  

○安藤副区長 

 どうもこんばんは、副区長の安藤でございます。平素は市政、区政に何かとご尽力、

ご協力いただいてること、この場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。  

 また本日は、ご多忙のところ夜遅くこういった形で魅力ブランド部会にご出席いた

だいておりますことを、重ねて御礼申し上げる次第でございます。  

 今日は昨年度の区役所でつくっておりました運営方針、これの振り返り案という形

でつくってございます。これ間もなく成案とする形にしたいと思いますのでそれにご



－2－ 

意見をいただくと。ご意見いただきながら、今後の魅力とかブランドの向上に向けて

ご議論もあわせて賜ることができればなというふうに思っているところです。 

 ご承知のとおり、住之江区っていうのは東は住吉大社に始まって、古代からあった

土地でありまして、それがずっと南港のほうまで行きますと現代につくられたまちと

いうことで、長い歴史の中でずっと西に延びてきたまちでございまして、その時代時

代につくられた資産と特徴が非常にいろいろなところに残されている。私も区役所に

来るまでここまでとは知らなかったんですけれども、そういうことも改めて認識した

ところでございますので、こういったことを生かしながら、有形無形のそういう資産

を生かしていきながら、区役所の魅力を高めていきたいと思いますので、今後ともよ

ろしくお願いしたいと思います。  

 ご存じのように前回もご案内しましたけど、西原区長のもとで、新しいビジョンも

策定いたしております。運営方針も今日の資料で、２８年と２９年と若干変わってお

りますけれども、基本的にはやること一緒でございますので、これまでの取組の上に

新しい取組を積み重ねていくことができればというふうに思っておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。  

○髙田魅力発信担当課長 

 ありがとうございました。  

 それでは進行を中村部会長にお願いしたいと存じます。部会長よろしくお願いいた

します。 

○中村部会長 

 ただいま紹介していただきました部会長の中村です。今日は一つよろしくお願いし

ます。限られた時間でもありますので、皆さんの活発な発言と議事へのご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 それではお手元資料に基づき、進めてまいりたいと思います。事務局から説明をよ

ろしくお願いいたします。  
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○髙田魅力発信担当課長 

 それでは議題１、平成２８年度運営方針の振り返りについてご説明いたします。お

手元資料、Ａ３の資料をごらんください。１枚めくってください。  

 本日ご意見いただきますのは、表紙の①の平成２８年度区運営方針振り返り（案）

についてでございます。取組実績や達成状況を自己評価しまして、これを踏まえて明

らかになりました課題や、その課題に対する改善策をお示ししております。  

 平成２９年度はこれらの課題や改善策を踏まえて施策事業を実施していくことにな

りますため、ご参考までに平成２９年度の運営方針を併記しております。  

 なお当部会では、これまでブランド力の向上、いわゆるイベントの分野について、

主にご意見をいただいておりましたけれども、本年度より広聴と情報発信の分野につ

いてもあわせてご意見を賜りたいと存じます。 

 それでは表紙を開けていただきたいと思います。  

 ブルーの箱が書かれているんですけれども、それぞれ３枚あるんですけれども、そ

れぞれのシートの上段に目指す状態、目標、その達成状況をお示しし、その下に具体

的な取組について、取組内容、目標、取組実績、達成状況とともに課題や改善策につ

いて取りまとめております。さらにご参考として、下の方ですけれども平成２９年度

運営方針を併記しております。  

 事前に資料をご送付しておりまして、既にお目通しかと存じますので、時間の関係

上ブランド力の向上を一例にご説明いたします。 

 ＳＵＭＩＮＯＥ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤの推進ということでございますけれども、

アートとポップカルチャーを軸に住之江区の地域資源を活用し、住之江区が区内外に

認知され、住之江区が高いブランド力を持つようになることを目指し、平成２８年度

までに住之江区がアートとポップカルチャーが盛んであると考える区内外の人の割合

を８０％にするという目標を掲げており、これに対する達成状況は２７％でした。  

 これを達成するための具体的な取組が、その下にありますｓｕｍｉｎｏｅアート・
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ビートの推進とｓｕｍｉｎｏｅクール・ビートの推進です。 

 アート・ビートにつきましては、参加者数５，０００人、区外からの参加者数割合

５０％の目標に対しまして、それぞれ７，３００人、７７％の達成状況で目標は達成

しております。 

 課題としましては、イベント内容について地域への波及につながるよう取り組む必

要があり、その点について実行委員会で検討するとしております。  

 一方、その隣ですけれども、クール・ビートにつきましては、住之江区はポップカ

ルチャーが盛んであると思っている区民の割合５０％という目標に対し、達成状況は

２５．２％で、達成には至っておりません。  

 課題としましては、住之江区の魅力向上策について、地域の活性化につながるよう

取り組む必要があり、改善策としては、現取組の拡充も視野に区民のニーズを踏まえ

ながら、住之江区の魅力向上に向けた取組を検討するとしております。  

 下段の平成２９年度の運営方針、今年度の運営方針につきましては、この結果も踏

まえ、取組内容や目標を必要に応じて修正し、例えば２８年度でいいますところのク

ール・ビートの推進につきましては、２９年度につきましては、歴史と文化を生かし

た魅力の創造に内容を修正しております。  

 以下、２枚目、３枚目、広聴機能の充実、情報発信機能の充実についても同様で、 

以上が平成２８年度区運営方針の振り返り（案）についてのご説明です。ご意見、ご

質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。  

○中村部会長 

 今、事務局のほうから説明していただいた内容で皆さんご意見お願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 ご参考までに右のほうにカラーの資料を置かせていただいているんですけれども、

それぞれイベントの実施報告書３点、アート・ビートと光のワンダーランド、この３
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月に行いました加賀屋新田会所跡でのイベント、この三つの実施報告書と、情報発信

の関係で、昨年からやっております取組内容の具体的な成果ということで、最新の広

報紙「さざんか」をお手元に置かせていただいております。  

○安藤副区長 

 区長の方針で情報発信が非常に大事だという考えを持ってるんです。広報紙も去年

と比べて４ページ、５月号が実質的に新年度の最初の第１号ということで、４ページ

増やしまして、特集もテーマを決めまして、詳しく区役所がどんな取組をしているの

かをお知らせするためにページを割いているというところです。  

 それからこの広報紙の一番後ろなんですけれども、地活協だよりというような形で、

ここは第１回目はどこの地域も取り上げてないんですけれども、６月号から安立地域

から始まってずっと１４地域順繰り、順繰り回っていって、各地域の取組をご紹介さ

せていただくというふうにしています。  

 それから、裏めくっていただきますと、毎月毎月のちょっとトピックス的にお知ら

せしたいことをまとめてるということで、この広報紙のつくり方なんですけれども、

一応両表紙といいますか、裏から見ても表から見ても表紙になっているような形とな

ってます。本当の表紙はもちろんこのさざんかと書いてるほうであります。これは右

とじで縦書きにしています。それ以外は横書きで、後ろから見ていただく。そういう

つくりにさせていただいているといったところです。ご参考までに。  

○伊藤委員 

 副区長すみません。後ろの地活協の要するに情報の掲載の方なんですけれども、要

するにその地活協の数超えますでしょう。本年度でも１２か月で。  

○安藤副区長 

 ですから本年度超えちゃいます。  

○伊藤委員 

 ずっとそのまま引き続き。  
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○安藤副区長 

 そうです。 

○伊藤委員 

 いつか順番が回ってくるという形。  

○安藤副区長 

 そういうことです。１周回ったらどうしようかなというのは、また考えなあかんの

ですけどね。実質的に載るのが６月からですので。  

○伊藤委員 

 ６月からですね。 

○安藤副区長 

 ６月から毎月毎月１４地域回っていくという形になっています。 

○髙田魅力発信担当課長 

 運営方針上も地域情報の収集を積極的に行って、地域に根差した記事を掲載してい

きますというふうにさせていただいております。その結果といいますか、形となって

あらわれているものが。 

○伊藤委員 

 この広報という。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○大津委員 

 ちょっといいですか。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○大津委員 

 今やはり情報発信が最大の大きな仕事やと思っておるんですよ。いろいろな媒体が



－7－ 

あって、いろいろな各種取組をされておられるわけですけども、これを各種、そうす

るとどうやったら情報発信力がアップするのかという、これを、まあまあこれで何の

意義もないんですけど、これには何の意義もないんですけど、これをほんまに考えて

いかないかんというふうに思っております。  

 それで今、私たちが取り組んでおるのは、祭りでいえば、うちの祭りの場合は、と

りあえず神輿をどこへでも持って行くという、それはもう情報発信として持って行く

ということもあります。大きな情報発信の媒体として考えていますし、今度６月、関

空に持っていきますけれども、その下見にも行ってきましたけれども、どうしたら情

報が多くの人に発信できるか、私のほうの祭りの、神輿のほうの祭りについて言えば、

それをフェイスブックで載せていただいた途端に全国からオファーがくるわけです。

担ぎたいというオファーが、滋賀県とか九州とかそれから京都とか大阪市内もある。

今度、その人に来てもらって説明会をするんですけど、どうすれば、皆の関心を呼ぶ

のか、何かあるんではないだろうかというふうに思って、これは私にアイデアがある

わけではありませんけど、やはり世の中、情報発信が全てやなという気がいたします。  

 それともう一つ、発信していただく情報のほうで、集中と拡大といいますか、これ

はビジョンですから、区長がまとめられた昨年度でしたっけ、カラー刷りの。 

○安藤副区長 

 ああ、ビジョンですね。  

○大津委員 

 ビジョンのほう、あの中で。  

○安藤副区長 

 こちらですかね。 

○大津委員 

 楽しむということで、特集を組んでくださいましたけれども、すばらしいことやと

思うんですけれども、僕は行く行くは、大中小あわせて、要するにいっぱい祭り、大
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中小あるんやないかと、住之江区。それをみんな情報発信したらいい。人に見てもら

おうと思う人をみんなエントリーさせたらいいと思うんですな、こんなところに。こ

の自分のクライマックスの写真を持ってこいという形で、それで来たものは何らかの

形で公示してあげると、その大きなものばかりじゃなくて、小さいものまでですね、

それは誰が来るかわかりませんけれども、そういういわば発信していく祭りの情報を

もっともっとくみ上げると、区民から。そういうことで吸い上がってくるものを、小

さいものから大きいものまで、情報として挙げてあげるということもありではないか

なというふうに最近は僕は思っております。  

○髙田魅力発信担当課長 

 それは紙面づくりを区民の方にも参加いただくということですか。 

○大津委員 

 どうつくるか、それは専門家でないとわかりませんから。  

○安藤副区長 

 市民とか限らないわけですよね。 

○大津委員 

 限らない、限らない。 

○安藤副区長 

 とにかく情報発信、どうやって情報発信していくかっていうのが鍵やっていうこと

ですよね。 

○大津委員 

 情報を発信したい人、そういういわば大きいここで取り上げられる、区で三つ四つ

取り上げられるような大きい祭りじゃなくて、ちんまい祭りもあるんちゃうのかと、

自分とこもこんな祭りやってるねんと、どや、見たってくれという人はどんどんエン

トリーして申し込んでくれというて挙げさせたらどうやろかと。その楽しむという、

祭りを楽しむ、地域を楽しむということについては、もっと出てくるんではないだろ
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うかなというような気はするんです。  

○安藤副区長 

 上げさせたらというのは、どこに挙げさせたらですか。  

○大津委員 

 いえいえ、そういう情報を持ってこいと。  

○安藤副区長 

 持ってこい、区役所に持ってこいということじゃないんですよね。  

○大津委員 

 この委員会なり、どこかなり、どんどん自由に投稿してくれと。投稿というたら変

ですけれども、かた苦しいですけども。 

○安藤副区長 

 私の思う、例えばこの住吉祭りでも、やっぱりいろいろな幅広いところから参加者

を募ったら、今、もう皆ＳＮＳでそれぞれどっと情報発信しはるじゃないですか、あ

れってやっぱり最大の武器やと思うんです。なかなかやっぱり区役所でやるとこうい

う紙の媒体とか、これからちょっと動画なんかも力を入れていこうかとはいうてるん

ですけれども、おのずと限界があるんです。そのきめ細かくはどうしてもでけへんと

いうところがあるから、そのいろいろなイベントとか、ここに書いてるイベントなん

かもそうですけど、特にその私らこっちでやってる企業・ＮＰＯ交流会とかあるじゃ

ないですか、ああいうところを通じてどれだけコラボできるかというのは、一つの大

きなポイントかなと。特に企業とかＮＰＯとか、自分らでも情報発信してくれはりま

すから、そういうのとうまいこと連携してやっていけたらええなと思います。  

○大津委員 

 思いつくままなんで申しわけない。 

○安藤副区長 

 ありがとうございます。 
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○中村部会長 

 佐藤さんどうですか、情報発信の意見がいろいろ出てますけれども、アート・ビー

トとかされてて、情報発信何かいろいろ頑張っておられたり。 

○佐藤委員 

 北加賀屋の場合、この部会は魅力ブランド部会ということで、その地域の魅力をつ

くっていこうということで、北加賀屋の場合はアートで活性化しようというのができ

ているので情報発信がしやすい、これですって、ちょっと通り一辺倒のところかもわ

かりませんけど、これですっていうようなところは発信しやすいんですけど、そうじ

ゃない地域にもどうやって自分たちのエリアを発信していくか、今大津委員が言われ

たみたいに、あれぐらいの大きいお祭りのところは楽ですけど、私どもでベイコムさ

んのテレビ番組をつくらしてもらっているときに、住之江区を順番で回ったんですけ

ど、一番困ったのが中加賀屋、東加賀屋やったんです。はっきり言って何もなかった

んですよ。一生懸命何を番組にしようかと思って頑張ったんですけど、大津さんのと

こやっぱり、何街道でしたかいね。  

○大津委員 

 紀州街道。 

○佐藤委員 

 ああいうところから取り上げるところが多かったんですけど、やっぱり中加賀屋、

東加賀屋になると住宅と学校しかないので、非常に難しかったいうところもあるし、

そのエリアといったら多分ここで１４通りのって紹介しはるんですよね。そのときに

目玉があるところは比較的おもしろい紙面づくりになるけど、ないとこ困るなあいう

のが、それをどうやって発信していくのはいうのも、それは専門家に任せたほうがい

いかなとは思いませんか。  

 なかなか大津委員がおっしゃられるように、持ってこいと言われて持ってこれると

ころもあると思うんです。うちなんか持ってこれると思うんですけど、小川さんとこ
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もいっぱいやっておられるので、なかなかないとこは何を持っていこうってこうなる

かもわからへんし、その辺を区役所さんのサポートというか、一緒になって魅力づく

りを発見するところからやらないと、情報するフェイスブック立ち上げたらええとか、

こういうところに一個一個載せればええんやいうのは、箱をつくっただけの話で、一

体ここをどうやって使いこなすのかというところを何か考えないといけないと思いま

す。 

○大津委員 

 僕の申してるのはそういうことなんですよ。魅力は埋まってるんです。佐藤さんの

おっしゃる、埋まってるんです。うちは祭り、話がちょっとだけそれて１分ぐらいい

いですか。 

 その安立は神輿やいうて言うてくれはるんですけど、神輿はその何分の１かなんで

す、本当は。本当の安立の宝のようなそういうものは、埋まってるんです。例えばど

こに埋まってるかというと、もう歴史的にいえば縄文時代からあるわけです。その浜

口交差点は縄文時代の集落の遺跡が、２６号線の交差点の下、細江川は遣唐船の船着

き場だったというし、紀州街道のあそこの北のほうは、笠松は５０メートルの裾野が

ある広い町があって、街道筋の人はあそこで団を組んで住吉大社にお参りしてたとか、

エトセトラはそういう、いわばストーリーがもともとずっとあるんですけど、今日で

はほとんどそのストーリというものは消えてしまって、宝物はもう誰も口にする人も

いないわけですよね。 

 去年やった霰松原でも、あれは天武天皇が第４皇子の長皇子という人が、万葉集の

巻一に和歌をぬってますけど、西暦７０６年、１３１１年前のとき、あそこで詠んだ

と言われているんですけど、見た人はおりませんけど記念碑は建っとる。そういった

こともストーリー、大和川に僕ら行きますけど、祭りで、あの大和川も４００年前に

つけかえられて、橋は幕府がつけた唯一の大和川の橋で公儀橋って言われてた、そう

いう橋の歴史的な由来、そのそういうふうなことで、例えば私の住んでる浜口の町も
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住吉さんの門前、下町で、置屋と芸子さんが８００人おったと言われてるわけで、歌

舞音曲で毎日にぎおうとったとこう言われて、今、あとかたもないんですけど、そう

いう安立地域でいえばたくさんのストーリーがあるんですけども、今は全く光が当た

ってないと。またそれをどう光を当てようかという方策も見つからない。  

 ならばそのそれを見つけていく、それを価値のあるものに高めていく方法は何があ

るのかということを、もう一度考えて、出発していくということも魅力のつくり方と

してあるんじゃないだろうかと。よその猿まねをするのではなくて、よそが成功して

いるから、それを安立地域がじゃあそのまままねして、ちっともおもしろくないとい

う。 

 だから安立はそういう千数百年の歴史の中にうずまれた宝物を発掘しながら楽しい

ものをつくり上げていくということも一つの生き方ではないかなと。今年はそれに挑

戦しようとしているところでありますけれども、そういったことからも、一つのこう

いう魅力の発見と向上と情報発信というものをつくっていかないかんなというふうに

は思っているとこですけど。  

○佐藤委員 

 そうですね、今、おっしゃられたみたいに霰松原の話とか、大和川の話、私もあの

辺を番組つくるときにいろいろな資料を調べたり、本を貸してもらってわかったんで

すけど、今大津委員がおっしゃられた、せっかく言ってもらったことなんか、ほとん

どの方知らないと思うんです。だからまず、せっかくそういうもともと長い歴史があ

るところも、それこそ海の一番際のところやったんですから、そこのことを何かの形

に残す。情報発信では、ネットを使った情報発信ではないんですけど、紙媒体でもい

いので、前にちらっと髙田課長にはこんなのどうですかというのはお話しさせてもら

ったマップみたいなのをつくるときに、そういうお話をイラストで入れていって、楽

しく見せるという方法の、今、住之江区には残念ながらそういうほんまに地図しかな

いので、写真がぽんっとあって、あれじゃちょっと寂しいな、もっとイラストで子供
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が見ても楽しい、中高生ぐらいが見ても楽しいというぐらいのお話がちょっと、霰松

原の話が載ってるとか、そういうイラストマップをつくるほうがいいんではないかと

思います。それをＰＤＦか何かにしたら、ホームページからも若い人も見れるし、お

年寄り何かはこういう紙媒体がいいと思うので、そういうので、せっかくある、もう

既にちゃんと情報は頭の中にお持ちのそういうのを早く形にしないともったいないか

とは思います。 

○大津委員 

 そうですね、そのストーリーを、楽しめるストーリーを簡単に誰もが読めて親しめ

る、関心の出てくるようなストーリーをつくり上げないかんなという気はしてるんで

すけど。 

○伊藤委員 

 じゃあその由緒正しいすばらしいところのある場所には、何か掲示物だったりとか、

目印になるようなものを置いてらっしゃるような計画とか、置かれそうな計画とかっ

ていうのはあられるんでしょうか。例えば観光地でしたら、こう看板があって、ここ

はこういうものでございますよっていう案内が、さも見てくださいと言わんばかりに

掲示があるんですけれども、そういう。  

○大津委員 

 あるものもあるし、ないものもある。  

○伊藤委員 

 ないものもある。ないところを何とかしたいということ。  

○大津委員 

 例えば紀州街道の、安立商店街のあの通りというのは、屋号を持っていらっしゃる

おうちが結構多いんです。おうちが４００年、３００年の歴史があって、その屋号と

いうのは紀州の徳川の殿様が参勤交代で紀州から上がって来るときに、大阪の方に来

るときにそこを通るときに、周辺の農家の人や住民の人が取れたての野菜や果物や魚
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を献上したと。それを殿様が、説ですよ、説です、その褒めてつかわす言うて、じゃ

あ売り屋という屋号を使えとかね、はまぐり屋という屋号を使ってよろしいとこう言

いはったという。 

 たとえばはまぐり屋という屋号は、現在おっしゃるように表示してるのかと、１件

だけ表示してますよ。中野紀久雄さんのおうちです。本業がはまぐり屋って書いてま

す。それは掲げてはないけど、そういうおうちも結構あるんです。それらもおっしゃ

るように表へ出ているものもあれば、表に出ていないものもあるし。それはそれでお

もしろいというのはおもしろい、それをどうおもしろさにしていくかということだと

思います。 

○安藤副区長 

 ちょっと話それちゃいますけど、紀州徳川が歩く道ってやっぱり特別ですよね。  

○大津委員 

 そうですね。 

○安藤副区長 

 全然余談になっちゃいますけど、ドラマで大名行列って、下に下にって言うと思っ

てるじゃないですか、あれ実は下に下にって言ったのは徳川御三家だけらしいですね。

ほかの大名行列はその言葉を発してないんですって。だから多分大和橋が公儀橋だっ

たというのは多分そういうことなんですね、紀州徳川家が通る道だったからのために

幕府がつくったんでしょうね。  

 すみません、全然余談ですけど。  

○大津委員 

 余談ですけど、私も余談ですけど。  

 私はちょっとそういうところを何らかの方法で表へ一歩出せればいいかなというよ

うな形をつくりたいと模索しているところです。  

○中村部会長 
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 小川さんどうですか、今、振り返りもあるし、これからのこともあるし、いろいろ

な意見出てる中で。 

○小川委員 

 ２８年度、２９年度に変わっているところが、歴史と文化生かした魅力の創造とい

うところに変わってると思うんですけれども、このイベント、もしくはこれにかわる

魅力発信事業２件というのは、２件って、去年２件やった加賀屋新田、これはクー

ル・ビートの話ですか。 

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね。クール・ビートで、光のワンダーランドはもちろんなんですけども、

加賀屋新田で行いました会所会というイベントもクール・ビートの一環としてやらせ

ていただいてますので、それに見合って２件という形で。イベントには必ずしもこだ

わらないということにはしておるんですけれども。  

○小川委員 

 今のその、運営方針の予定では昨年度と変わらない形なんですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうです。 

○小川委員 

 光のワンダーランドと会所会と。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、２８年度の改善策のところにも書かせていただいてるんですけれども、現取

組の拡充も視野に改めて検討するということにしてますので、ワンダーランドと会所

会もそれぞれ内容を拡充するにしても、やる可能性も残している形にはしてます。  

○安藤副区長 

 一応としては２９年度もワンダーランドと会所会でやる予定ということで。  

○髙田魅力発信担当課長 
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 まだ確定じゃないです。会所会は。  

○安藤副区長 

 会所会はまだ確定じゃないわけか。 

○小川委員 

 じゃあ、ワンダーランドは一応やる形になってる。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○小川委員 

 あとこの住之江のブランド力っていうとこなんですけど、住之江区っていう名前を

知ってほしいということですよね。何で知ってほしいとかは、言ったらまあ、人によ

ると思うんですけど、歴史が好きであったり、子育てで悩んでいたりとか。ブランド

の向上っていうのはわかるんですけど、どう知ってほしくて。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね、区の知名度そのものっていうこともあるんですけれども、やはり住ん

でいらっしゃる方が、自分の住んでるところはいいところなんだというふうに思って

いただけるようにという意味のブランド向上です。  

○小川委員 

 それでしたら多分住之江区の、さっき大津さんが言ったようなことって多分知らな

い。僕らも生まれて育っても知らないので、それは教育のところでも小学校ぐらいか

らやっていかないといけないのかなとは思うんですけど。さっき言われたような地図

であったりとか、その場所にいったら何かあるとかわからないと、口頭で言われただ

けじゃなかなか伝わらないところもあると思いますし。  

○髙田魅力発信担当課長 

 何かこう形として見える形にして。 

○小川委員 
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 何か形があったほうがそれはいいと思いますね。単純に住之江区役所のホームペー

ジで住之江区の歴史ってボタンを押したら出てくるでもいいと思うし、そういう文献

とか出てきて、写真が出てきってことがあったら。それだけも全然違うかなと思うん

ですけど。何を高めたいのかなというふうに。ブランドの向上ってあるんですけど、

そこがちょっとわかりにくいなと思って質問させてもらったんですけど。  

○髙田魅力発信担当課長 

 確かに抽象的ではあります。 

○小川委員 

 言うたらあれですよね、住之江に住んでるって自慢できるようにしたいんですよね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうそう、はい。 

○小川委員 

 あの住之江にって言えるようにしたいってことですよね。  

○安藤副区長 

 だからこのビジョンつくったのも、区民の皆さんと職員も思いを共有したいという

ところからつくった。過去にもあったんですけども、わざわざ製本までしたのはそう

いうことなんですよね。 

 ここに区長の頭の顔の上にある「夢と希望を持って幸せに暮らすまち」、ありきた

りといえばありきたりですけども、こういうまちにしたいと。全てはこういう思いを

実現するために、ブランド力を向上していったらいい。  

 それはどんなブランドかというと、歴史であるかもわかりませんし、新しいイメー

ジのことかもわかりませんけども、いずれにしても、何のためにやってるかという意

味は「夢と希望を持って幸せに暮らすまち」わかりやすく言うと、先ほどおっしゃっ

たように住之江に住んでる人は、俺ら住之江に住んでるねんと自慢できたり、あるい

は引っ越しするんやったら住之江に引っ越ししようやというふうに思っていただける
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ようなまちですね。遊びに行くんやったら、住之江にもちょっと一遍行ってみようや

と。さすがに難波や梅田と一緒かっていうとそれはそうはならんでしょうけれども、

でも住之江ってこんなおもしろいことやってるよねと、ちょっと意識していただいて、

時々来ていただいて、そこでお金を落としていただける、そういうまちにしていきた

いなという思いですね。そのためのブランド力の向上だと思います。 

○大津委員 

 もっとね、風土記でしたっけ、真住吉住吉国（ますみよしすみのえのくに）と言わ

れたの。こここそが住むべき本当にすばらしい国であるといわれた住吉、住吉国（す

みのえのくに）という、住之江は昔からええとこやでと何かの本に書いてあるといっ

て書いてましたな。 

○安藤副区長 

 摂津国風土記ですね。 

○大津委員 

 そうですね。 

 それから一つだけ、ちょっと報告させていただいてよろしいですか。  

 私たちのまちのことですけれども、昨年神輿渡御の前夜祭として、祭りウィークと

いうのをやりましたけれども、これを本年は独立します。１０月に集中的にやると、

祭り週間を、ということになりました。  

 去年初めてやったんですけど、神輿以外の地域のまちの中の祭りという位置づけで。

それが殊のほか盛り上がりまして、盛り上がり過ぎてあの小さな公園で爆発的になっ

たんで、ちょっと周辺の問題も出てくるし、騒音や交通妨害等もいろいろ予想、去年

はなかったんですけれども危惧しますから、あの公園を生かしながら、なおかつそう

いう大規模なものは安立小学校の中庭でやるという方向で考えながらやってます。  

 そういう、例えば去年やったような狂言とかトワイライトコンサートとか、仮に小

学校の中庭でやると。それから安立べいらフェスタっていうのを例年やってるんです
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けど、それは講堂でやると。何日かかけて、学校が休みの日に学校と公園、霰松原の

歴史のある公園と結びつけた形でやっていくということで、一言で言えば、住吉祭り

の足かせが取れて、こちらとしては好きなようにできるという面もあるんではないだ

ろうかと。もちろんそれがあるから盛り上がったわけですけれども、住吉さんの前夜

祭宵々祭りとばっかり言うとったんでは、これもまた発展性がないと。やっぱりその

枠から抜けるにはかえってよかったんではないだろうかというふうに考えて、今年は

もうそういうところから飛躍していきたいなというふうに考えています。  

 ですから新しい祭りウイークになるのかはどうかわかりませんけれども、去年とま

た違う形で地域の魅力をつくり出せるようなお祭り週間をつくりたいなと。先ほど申

し上げたようなことも、眠ってるまちの魅力も、そこの場で、いわば少しでもそれを

表へ出す形でやっていけたらなというふうに考えてます。そっちに移行しようやとい

うところの地域の合意がようやくできたというところです。  

○佐藤委員 

 これのブランド力の向上にある目標、２８年度までに住之江が「アート」と「ポッ

プカルチャー」が盛んであると考える区内外の人の割合が８０％が目標で、次の達成

状況は２７％というのは何の算定ですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 区民モニターの結果です。 

○佐藤委員 

 それは誰かが答えるんですよね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 区民モニターさんがいらっしゃいますので。  

○安藤副区長 

 僕が言うたらちょっとあかんのですけどね、かなり２８年度まではむちゃくちゃな

目標を掲げてて、それはできんやろという。  
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○大津委員 

 ２７％も、これも高いんじゃないですか。  

○佐藤委員 

 そうですね。 

○大津委員 

 ３人に一人は答えてくれたといったら上出来じゃないですか。 

○中村部会長 

 すみません、ここの２９年度の運営方針の目標に、区民モニターアンケートで９

０％以上というのは、これは区民モニターアンケートですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 これはそうですね、はい。  

○大津委員 

 この辺は、例えば地域別にその集計をしてもいいかもしれませんね。  

○中村部会長 

 何か３２年度までっていうたら、今２９年度でしょう。まだ４年近くあるのに９

０％の、何かちょっとまだまだ長いから、もうちょっと具体的にこのぐらいの目標で

というのは何かあるんですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 現時点で、８０％代ですので。  

○中村部会長 

 ８０％代ですか、今現在。 

○髙田魅力発信担当課長 

 ビジョンを掲げている年数で９０％までもっていきたいということです。ちょっと

ハードル高そうに見えるかもしれませんけど。  

○小川委員 
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 そら住んでるとこみんな自分の地元やから・・・て答えると思います。  

○中村部会長 

 今現在は８０％あるんですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○中村部会長 

 ああそうですか。 

○小川委員 

 嫌やったら引っ越してるでしょう。  

○安藤副区長 

 やっぱり住めば都でね。  

○中村部会長 

 まあそうですね。 

○伊藤委員 

 目標は高いほうがよろしいです。 

ここは１００にして、もう１００にしましょうという形で力強く。 

○大津委員 

 その区内外の人も割合達成できるなら、その話は置いといて、その住之江区がアー

ト、ポップカルチャーがそうだと認識されるのは、何だろう、南港のＡＴＣ。  

○安藤副区長 

 ポップカルチャーはＡＴＣですね。  

 ＡＴＣがコスプレのメッカみたいな。  

○小川委員 

 あとインテックス。 

○大津委員 
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 インテックスでいろいろやってる。そういう事柄が皆さんの大阪市民の中にあるわ

けね。 

 テレビであっこのやってるとか、あそこでこんなんが、食博やってるとか、おもち

ゃの展覧会をやってるとか、何とかをやってるとか、ああいうことがあるわけなんで

しょうね。 

○小川委員 

 知ってると何かその言った人が多いコミックマーケットみたいなのがあるんですけ

ど、そんなんとか、何か握手会とかよくやってるんですよ、インテックスとかいうと。

そんなんで多分そういうイメージついてきてるんちゃいます。  

○大津委員 

 でしょうね。なるほどなるほど。  

○伊藤委員 

 大き過ぎてあそこでしかやれないと、コミックのほうは。  

○小川委員 

 コミック、そうですね。あれはもう。  

○大津委員 

 コミックはね。 

○髙田魅力発信担当課長 

 すみません、先ほどの数字なんですけど、現在は愛着や親しみを持っていただいて

るとお答えいただいた方の数字ですけど、８６．９です。  

○伊藤委員 

 これが８６．９なのね。  

○小川委員 

 これってまだ決まってないかもわからないんですけど、去年でアート・ビートで２

４０が２２０って予算の下がり方やったじゃないですか、花火で２００が１８０、あ
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の同じ感じですか下がりぐあいは。開始は４９万ぐらいやったじゃないですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 いずれも昨年同様。 

○小川委員 

 どんどん下がってるわけじゃなくて、同じぐらいの。  

○髙田魅力発信担当課長 

 今年については昨年と同額です。  

 ２８年度までは、アートとかポップカルチャーが盛んであるというふうに考えてい

ただく人を増やすっていうのが、それが目的になってたんですけど、その裏には自分

の住んでおられるところとか、その地域に愛着とかを持っていただいてるという方を

増やすっていうのが最終的な究極の目標じゃないかっていうことで、今回目標を変え

させていただいたんです。 

○大津委員 

 そのほうが正しいでしょうね。  

 正しいっていったら失礼やけど、より広範性がありますよね。 

○安藤副区長 

 一つの注目を浴びるという部分では、そういう奇抜なものもいいんでしょうけれど

も。 

○大津委員 

 奇抜なのもいいけど。 

○安藤副区長 

 冒頭議論もありましたように物まねじゃない、やっぱり地域に根差したもので魅力

をつくっていくとなれば、必ずしもポップカルチャーに限定しなくても、もう少し幅

広めに捉えて、究極自分の住んでいるところに誇りを持ってもらうということですか

ら、そのための情報発信であり、イベントですから、こういう形でちょっと調整させ
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ていただいてるということですね。  

○小川委員 

 結局、プラスの方向、マイナスの方向ってあって、僕らもよくイベントを一緒に区

役所さんとやらせてもらってるんですけど、アート・ビートのあんなイベントもそう

なんですけど、それ目的に来るじゃないですか。でも飲食店混んでるな、買いたいも

の買われへん、駅遠いな、疲れたな、よし家に帰ろうとなるんですけど、じゃあ住之

江行って疲れたっていう印象しかないみたいなんですよ、行く方としては。だから多

分一緒やと思うんです。人いっぱいで花火見れてよかったね、電車で行って疲れたね、

住之江区疲れたって印象。大きいイベントをやるとそうなるみたいです。親も子ども

も疲弊して、帰って何が印象に残ってるかというたら疲れたという印象があるみたい

なので、ちょっと住環境じゃないですけどそういうとこも見てもらえるようにはしな

いと。 

○大津委員 

 そうですね。 

○小川委員 

 やっぱり僕らも南港に住んでますけど、インテックスのイメージってそのコミック

とかやるときとかもうすごいんですよ。  

○中村部会長 

 そうですね。 

○小川委員 

 乗られへんがなっていう。 

○大津委員 

 超満員で乗られへんもんな。  

○小川委員 

 住んでる者はそれ、自分らでいいって思ってるのかなって。  
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○中村部会長 

 思ってない。 

○大津委員 

 思ってないと思う。 

○中村部会長 

 ほかから来る人は集まってくる人は。  

○大津委員 

 友達難儀やわ言うてる。  

○小川委員 

 イベントやって、やるって、みんなジャンプするようなイベントとかは一番端っこ

のマンション揺れてますもんね。  

○中村部会長 

 そうですか。 

○小川委員 

 住んでる人揺れてるって、マンション揺れてるって。地震かなって思ったらジャン

プしたはるっていう。 

○大津委員 

 それは埋立地やから。岩盤までいっとるけどね。 

○小川委員 

 なかなかその魅力発進もやり過ぎたら、イベントってやり過ぎても難しいとこあり

ますよね。 

○大津委員 

 やっぱり魅力をつくる、これは地域の熱意がないと。何ぼ役所さんが予算つけたは、

こう働きかけたは、いうても、これはもう形式的です。 

○安藤副区長 
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 全くおっしゃる通りになってますね。だからイベントが目的じゃなくて、イベント

は手段ですよね、ということは思ってます。だからそのポップカルチャーとかその辺

のトーンを落としてるっていうのは、実はそういうところにあります。だからさっき

から話に出てる光のワンダーランドですね。これはやっぱり去年実際私も見に行きま

した。それでね、正直いうとその花火そのものはきれいです。花火そのものはきれい

です。そやけどそれはここでいつも議論出ていますように、これが住之江区のイベン

トかていうとどうかなと。ただせっかく継続してきているやつでもありますから、こ

れをすぐにやめてしまうんじゃなくて、ええ方向に、開催時期も含めて、これはうち

の意向だけではどないもならへんのですけれども、ＡＴＣ交通局と私とこと３社でお

金分担してるんで、この人たちとの話もあるんですけれども、時期とかやり方も含め

て今年度また相談を持ちかけたいなというふうに思っています。 

 それからアート・ビートに関しましては、もともと名村造船所跡地でやっていただ

いてるんで、我々として区が関与するというのは、その地域にそれがきちっとこう効

果が波及するようにという思いもあって、去年はスタンプラリーをやっていただいた

んですけども、思いのほかというと怒られるかもわかりませんけど、随分だあっとこ

う歩いていただいていたと。だからまちへ広めていくことは可能やということが去年

立証できたんで、後はその広がりを地域がどのぐらい恩恵をこうむれるかというとこ

ろが、というところまでいけば、本当に地域と一体となったイベントに持って行くこ

とができるん違うかなとは思ってますね。  

○佐藤委員 

 立派な会所跡が残ってるし、あれについても私も番組つくるときにごっつい調べた

んですけど、それすらちゃんとまとまったものが残ってない、自分で一生懸命あちこ

ちから情報を入れたり、先生に聞きにいったりしてようやくわかる。整備はちょっと

難しいと思うので、紹介する何かあれば、安立と同じく古いところですので、いいか

とは思うんですけどね、もったいないと思いますね。  
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○大津委員 

 もったいないですね。 

○佐藤委員 

 知らん人多いもんな、あんな立派なもんがあって。  

○髙田魅力発信担当課長 

 近所の方でもご存じない方いらっしゃるんです。  

○佐藤委員 

 大きい家やなで終わってる。  

○大津委員 

 あの辺大きい家多いからな。地主が多いから。  

○髙田魅力発信担当課長 

 ありがとうございます。  

 冒頭に申しましたとおり、これまで主にイベントの部分についてご意見いただいて

たんですけども、お聞きしてみるとやはりイベントだけじゃなくて情報発信と両輪で

魅力を向上していく必要があるのかというふうに感じました。  

 区役所のほうも割とそういう意味では動きやすくなっていける組織にはなっており

ますので、今日いただいたご意見も踏まえさせていただいて。 

○安藤副区長 

 僕らも地域主体でやっていけたらなと思っているんで。余り押しつけになってもあ

きませんし、うまいことといいますか、あうんの呼吸をはかりながら、せっかくある

動きは動きとして育てていくような形で、皆さんお忙しいですからなかなかね、お忙

しいですから、言うはやすしなかなかなんであれなんですけど、おっしゃるように役

所のお金の出し方って福祉とかそんなのは別ですけれども、こういったものは永遠に

お金出すことできないですよね。  

○大津委員 
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 できないと思います。 

○安藤副区長 

 だからこの初動機のきっかけづくりとかそういうところで私たちが経済的、あるい

は物理的なお手伝いといったら失礼かもわかりませんけど、きっかけをつくるのが私

たちなんで、まさに大津さんのおっしゃるように地域の思いがないと、これは続いて

いかないというところら辺ですから、そのためには冒頭おっしゃったように情報発信

の、どうやっていかに適切にやっていくかっていうことだ大事なのかなというふうに

なりますよね。 

 改めてそういうことを確認させていただいたんで、今年度から来年度に、もう夏に

なったら来年度の準備を我々はしますから、そういうことを意識していきながらまた

施策をつくっていくということになるのかな。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○小川委員 

 何か住之江区からメールがくるって何かあるんですか、そんなん。  

○髙田魅力発信担当課長 

 今はないです。 

○小川委員 

 僕らもいろいろなことをやってるからみんなより先にいろいろなイベントの情報で

あったり、新しいイベントの情報があるんですけど、僕が知ってる子たちにラインと

かメールとかのグループで流してやったらすごい喜ばれるんですよ。各連合長会長さ

んとかは自分のまちのお祭りって早目に決めて動いんてるんですよね。そういうのは

南港でいったら８個、９個ぐらいあるんです、毎週土曜日に祭りありますけど、それ

をみんなに流してあげたらすごい喜ばれて、今年の祭りいつやろとか言うたら、予定

しときますみたいな。でもみんな知らないからなかなか掲示板を見ないじゃないです
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か。掲示板貼ってる、全戸配付してあるっていうけど、チラシ多過ぎて見えへん。勝

手に掲示板も自分が知りたいことじゃないことも多くて見ないし、なのでそういうの

をメールしたりするんですけど、フェイスブック登録したりすると全然要らん情報が

いっぱいくるじゃないですか。だから多分、層によってほしい情報とか、僕らで言っ

たら南港だけとか、この地域だけとか難しいんですけど、そういう登録の仕方で情報

がもらえたらありがたいと思ってる人はいっぱいいますね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 なるほど。 

○小川委員 

 子育てだけじゃないですけど、こういった会所会も誰も知らないと思うし、南港に

いってこの会所会の話しても１割も知らないと思うし。アート・ビートさえ知らない

人多いですよ。このひよこのとか言ったら、ああっていう人もおるけど、でも日程知

らないですもん。教えてあげたら行くわって。結構多いですよ。先に教えてあげるっ

て言ったら、日程押さえといてくれ、行くよとか。そういうサービスがあってもいい

のかなって。自分で登録できるじゃないですか。嫌になったらやめれるし。  

○髙田魅力発信担当課長 

 それはこうフェイスブックとかでそのカテゴリーとかできる。  

○小川委員 

 中を分けれたらいいんですけど、フェイスブック登録してしまうと、それで要らん

情報もいっぱいきて嫌になるんですよ。だから南港湾も今、部会四つあるんですけど、

四つぐらいでも最低限分けれたらすごい助かるんですけどね、みんなやっぱり知らな

いんで、何やっても、全戸配付しても知らないですもんね。言われるんですよ、なん

でこんないいイベントやのに教えてくれへんのって、めっちゃ怒られるんですけど、

配りましたやんって。 

○中村部会長 
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 見てない。 

○小川委員 

 南港でいろいろマーケットやったりとか、販促やったりするときに言われるんです

よ。ＮＰＯの企業なんかと一緒にやった Shionさんのコンサートも音すごいんで、ス

ーパーの買い物袋持ったおばちゃんが来て怒られます。何でもっと早く言ってくれへ

んのみたいなね。そんなん言われても、貼ってるし、配ったしみたいなね。 

 全戸配付してて思うのが、入れるじゃないですか、僕らマンションばっかりなんで、

ずっと入れていくんですけど、入れていって次の列に入れていったら、エレベーター

おりてきた人がちゃっと開いて、何も見ずに捨ててますもんね。ばさっと、今入れた

やつやんと思ったけど、やっぱりマンションも特有なとこもあるかもわからないです

けど。 

○中村部会長 

 変なチラシが多いからね。  

○小川委員 

 多いですよ、ぱっと捨てますね。掲示板も貼るのって決まってるじゃないですか、

２週間とか。ということは、２週間前にしか貼れないんですよ。２週間前以上に予定

入れてるんで、行かれへんってなる。なんか教えてあげることできたらなと。  

 ホームページ見て、そこ見たら地域の情報載ってて、地域の小さい、さっき言われ

た祭りも全部載ってたら、すごいありがたいですけど。みんなよく聞かれます、最近

めっちゃ聞かれるんですよ、何とか祭りいつ。  

○安藤副区長 

 一応この新しい広報紙には自分の地域の、ここの地域のイベントを必ず載せるよう

に、事前に把握できたやつは必ず載せるようにしてます。それからこの中のほうの情

報も一応見やすくしたつもりなんです。前は件数がっと押し込んでたんで、見にくか

ったんですけど、今回ちょっと文字も若干大きくしてね。  
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○小川委員 

 多分、紙媒体のこの量を見ようと思ったら追いつかないです。 

○安藤副区長 

 一応ね、ここに項目ごとにきちっと分けて、興味のあるところは選びやすくしても

らっているつもりなんです。一応この催しもここに一通りはこう載せたりはしてるん

です。これで十分やとは私も思ってません。これできちっと周知できるとは思ってま

せんけれども、どうしたらいいでしょうね、この辺ね。なかなかメールで、あれです

よね。 

○小川委員 

 地域でのイベントもあってありがたいですよね。今度何かドコモさんもドコモさん

のところで祭り何かやるというのも、多分南港で誰も知らなくて。  

○安藤副区長 

 あれはね、ドコモさんもあれ初めてなんで、どうやって周知してええかわからへん

から始まって。ようやくこの前、中身が決まって僕らも教えてもらったところなんで

すよ。この前、ほんまにちょっとこの前にもらったとこなんです。  

○小川委員 

 でもそんなんって言うてる間に来週ですよね。来週の土日ですよね。  

○安藤副区長 

 そうそうそう。 

○小川委員 

 誰も知らなかったら誰も行かんなと思って、もったいないな。  

○伊藤委員 

 ただ個別に案内をするっていうのも、要するにそれだって受け取られる側が、それ

が受け取れるっていうのを前もって知っている個別の人間だったらうれしいかもしれ

ないけど、無作為でしてしまうと、逆に迷惑っていう意識も生まれてくる。それを押
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しつけになってしまうので、ですから情報発信の区別に仕方、いろいろな年齢層はこ

の紙媒体の好きな人、メールが好きな人、ホームページ好きな人、テレビが好きな人、

みんなおられるので少しずつチョイスしていくしか方法はないと思う。そこに重点し

なくてもいいけども。 

○小川委員 

 取りに行けたらいいですよね。知りたい側が取りに行けたらいいですけど、知りた

い側が取りに行けない。安立さんでどんな祭りやってるんやろ、祭りの中身どうかな、

調べたくても、区役所さんのホームページに載っけてくれてたら、ああ行こうとか。  

○伊藤委員 

 後は地活協のほうのところに、大津さん何か情報を載せていらっしゃいます。  

○大津委員 

 地活協に情報。 

○伊藤委員 

 地域活動協議会の中に。  

○大津委員 

 それの情報誌、あるいはホームページは持っていませんので。 

○伊藤委員 

 情報誌のほうでとりあえず今、１階のほうのところに情報誌をまず、みんな見れる

ようになってます。後は、まちづくりセンターのほうで、いろいろな行事のほうで、

必ず取材されたらこんなふうにやります。年間行事のほうができれば、まちづくりセ

ンターのほうの中のホームページのほうで見れるようになる。それをもうとりあえず

小まめに教えてさしあげるしかもう方法ない。  

 お年寄りね、パソコン触れないんです。でね、だからそれを見てもだめなので、本

当にこの紙ベースでお知らせするしか方法ないんで。  

○小川委員 
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 全部この５月で載るじゃないですか、６月、７月って毎月載っていけば、多分紙面

がカバーできる。 

○伊藤委員 

 カバーできる、そこは。  

○小川委員 

 そのまましようと思ったら、今度は見に来てもらう、欲しい人は見に来てもらうで

もいいし、教えてあげるでもいいし、何か考えないと本当にやってて思うのが一番難

しいと私は思います。 

○伊藤委員 

 どんなに貼っても、見てない人は見てない。 

 これは永遠の課題なんです。小川さんのその何いうの全戸配付しても知らない人は

知らない。だからもう、情報発信の方法というのはありとあらゆる方法で、皆さんも

多分活用してらっしゃると思うけれども、これを諦めずに。  

○安藤副区長 

 そうですね、これは地道に。  

○伊藤委員 

 地道にこつこつと。 

○安藤副区長 

 多分ね、ちょっと乱暴な言い方すると、これを見ずに捨てる人は、どんな発信をし

ても一緒やと思うんですよね。  

○中村部会長 

 そうでしょうね。 

○安藤副区長 

 区長から教えてもらった、区長はＵＳＪにいたんですけど、興味のある人に教えな

あかんと、興味のない人に何ぼ送ったって掘り起こせないということは区長も言うて
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ますね。 

○伊藤委員 

 口コミでもいいので、その興味のある人から少しずつ広まっていけば。  

○大津委員 

 それともう一つ、ここにこういうね５月に地域行事っていうのが載ってるんですけ

ど、これも実は、その地域の大きな行事だけなんですよね。 

○安藤副区長 

 そうですね。 

○大津委員 

 いわゆる地活協連合町会レベルという、それが地域を代表する全てかっていうと、

実はその連合町会以下の単位で、三町会、四町会でこの地域だけでこんなことやって

んねんというのもあるんですよ。そういうのは載っけてもらえないわけですわ。この

単位でいけば。そういったものが本当にそういう種類に、こんなふうに力入れてやっ

てるけども、私らは出番がないなという人もいらっしゃるかもしれないし、そういっ

た門戸を広げるというのも、月単位で挙げるぐらいだったら、もう言ったらそんなに

１面全部を費やすわけじゃないんですし、もうちょっと門戸を広げてあげてもいいん

ではないだろうかと、そういう気もしますね。  

○安藤副区長 

 役所の事情で言いますとね、地活協の事業を一応取り上げるということになってま

すので、どうしてもこういう取り上げ方になっちゃうんです。  

○大津委員 

 草の根のね、僕一番ずっとこれ１０年ぐらいやってきとんねんけど、草の根的に、

いわば地域、隣近所から、町会から、三町会、四町会、それから連合、いろいろな段

階がピラミッドみたいにありますけれども、やっぱり草の根的なかなかその辺のしょ

うもないように見えるものから、やっぱり光を当てるという、吸い上げてあげるとい
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うことをやっていかないと、ここら辺の行事はね、ほとんど大きい行事で、連長さん

が喜ぶような行事ばっかりです。でもそれは立派な行事になってるんですよ、この間

の粉浜もすごかったですよね、みんなそれは立派なものになってるけれども、そうい

うことです。 

○佐藤委員 

 じゃあ身近なところで自分たちの事業については、できるだけみんなにお知らせす

るように。 

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね。 

○伊藤委員 

 せめて、せめて。まず自分ができることを。  

○髙田魅力発信担当課長 

 それぞれができることを、我々もそうですし。そういう形で、はい。  

○伊藤委員 

 お知らせしていきます。  

○髙田魅力発信担当課長 

 ぜひぜひよろしくお願いいたします。  

 すみません、そしたら、皆さんありがとうございました。長時間に渡りまして。  

 最後に今後のスケジュールについて、ご説明させていただきます。  

 ３０年度、来年度の予算要求にあたりまして、部会としてもご意見を頂戴したいと

考えております。つきましては、本日いただきましたご意見、また平成２９年度の事

業の進捗を踏まえまして、できれば８月ぐらいに２回目の部会を開催して、３０年度

の予算に反映してまいりたいと考えております。またご案内を、日程調整のほうから

始めさせていただきます。  


