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平成２９年度 住之江区区政会議 

第１回 福祉・健康部会 会議録 

 

○田島地域福祉担当課長 

 定刻になりましたので、ただいまから住之江区区政会議福祉・健康部会を開催させ

ていただきます。 

 私は住之江区役所の子育て地域福祉担当課長の田島です。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず最初に配付させていただいています資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 まずレジュメが一番上に乗っているかと思います。説明の順番とは別なんですけど、

次が「ふだんのくらししあわせプラン」の改定概要についてというのですね。それか

らプランの推進にかかる体制の一覧表ですね。それからパワーポイントでつくらせて

いただいてます高齢者支援についての課題という、ちょっとホッチキスどめさせてい

ただいている資料。それから一枚物ですね、裏表で、子どもの生活実態調査住之江区

版の抜粋というものです。あとＡ３判で下に置いてるかと思いますが、区の運営方針

というものですね。それとクリップ留めで運営方針資料というところでお手元に置か

させていただいていると思います。  

 みなさん大丈夫ですかね。 

 そしたら次に、事務的なお話しだけさせていただきます。  

 まず本日の出席者でございますけれども、区政会議の委員の方ですが、６名中５名

出席をしていただいております。矢部委員につきましては、３０分ほどおくれると聞

いておりますので、おっつけ参加いただけるものと思っております。部会といたしま

しては、定足数の５０％以上を満たしておりますので、会議のほうは有効に成立して

おります。 
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 また本日は専門分野別会議の関係者の方にもご出席をいただいているところでござ

います。 

 それからこの４月に人事異動がございまして、区役所及び区社協のメンバーが変わ

っておりますので、ここで委員のみなさんを含め簡単な自己紹介をお願いできればな

と思ってます。 

 まず委員の方、それから専門分野別会議の代表者の方、それから区役所、区社協の

順番ですみませんが簡単に自己紹介をお願いいたします。 

○杉村部会長 

 みなさんこんばんは。 

 この福祉健康部会の部会長をさせていただいています杉村と申します。今期で２期

目となりまして、至らぬ点もありますが、みなさんのご協力をいただければ幸いやと

思います。 

 みなさんよろしくお願いいたします。  

○大磯委員 

 敷津浦の福祉健康部会、同じく２期目になります大磯です。よろしくお願いします。  

○佐野委員 

 こんばんは。さざんか平林協議会の佐野と申します。どうぞよろしくお願いします。  

○長田委員 

 こんばんは。住之江連合の地活協の長田と申します。よろしくお願いいたします。  

○藤井委員 

 こんばんは。住吉川地活協の藤井でございます。よろしくお願いいたします。  

○丸尾氏 

 こんばんは。私は民生委員のほうでやっております。一応副会長をやらせていただ

いております丸尾と申します。よろしくお願いします。  

○芳野氏 
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 住之江区の地域包括支援運営協議会の芳野でございます。よろしくお願いします。 

○石川氏 

 認知症高齢者支援ネットワーク連絡会議を代表としてきました加賀屋・粉浜地域包

括石川です。よろしくお願いします。  

○大崎氏 

 住之江区地域自立支援協議会代表の平下の代理できました大崎です。よろしくお願

いします。 

○森崎氏 

 こんばんは。住之江区障がい者高齢者虐待防止連絡会議から参りました森崎です。

よろしくお願いします。 

○福永氏 

 住之江区要保護児童対策地域協議会から参りました福永です。 

○早川保健福祉課副主幹 

 保健福祉課保健副主幹の早川といいます。よろしくお願いします。 

○阪口保健福祉課長 

 保健福祉課課長の阪口と申します。よろしくお願いいたします。  

○藤井生活支援課長 

 生活支援課長の藤井でございます。よろしくお願いいたします。  

○黒木生活支援課長代理 

 こんばんは。生活支援課長代理の黒木です。よろしくお願いいたします。  

○船本保健福祉課長代理 

 保健福祉課長代理の船本と申します。よろしくお願いいたします。  

○福田保健福祉課長代理 

 こんばんは。保健福祉課長代理の福田と申します。よろしくお願いいたします。  

○谷口保健福祉課長代理 
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 保健福祉課長代理の谷口です。よろしくお願いいたします。  

○坂田保健福祉課担当係長  

 保健福祉課で担当係長をしております坂田と申します。よろしくお願いいたします。  

○稲村生活支援課担当係長  

 生活支援課担当係長の稲村でございます。よろしくお願いいたします。  

○松永保健福祉課担当係長  

 保健福祉課担当係長の松永です。よろしくお願いいたします。  

○安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。今日はよろしくお願いいたします。  

○坂根社会福祉協議会事務局長  

 住之江区社会福祉協議会の事務局長の坂根と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○巽住之江区社会福祉協議会副主幹 

 同じく住之江区社会福祉協議会の地域支援担当福祉課の巽でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

○政木保健福祉課担当係長 

 住之江区保健福祉課担当係長の政木と申します。よろしくお願いいたします。  

○田島地域福祉担当課長 

 福祉・健康部会に関わってということで自己紹介させていただきました。先ほど名

前言わせてもらいました田島と申します。よろしくお願いいたします。  

 どうもありがとうございました。  

 そしたら今回の部会なんですけれども、個人情報など特に非公開の情報がありませ

んので、会議については公開とさせていただきます。  

 また議事録等につきましても、後日公表となりますので、公表される際には発言者

と発言内容についても公表しますのでよろしくお願いいたします。 
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 本日なんですけど、一応９時ぐらいをめどにと思っているんですが、レジュメに記

載されております４件について、ご意見をいただければと思っております。項目が多

いので大体１件につきまして説明は５分で、あと意見をいただくのが１５分程度のイ

メージで終了時間が９時ぐらいかなと思っておりますので、進行のほうご協力のほう

よろしくお願いしたいと思っております。  

 それでは杉村部会長、議長のほうをよろしくお願いいたします。  

○杉村部会長 

 みなさんよろしくお願いします。  

 時間も差し迫ってますので、早速区役所のほうから説明のほうを議事次第に沿って

お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。  

○阪口保健福祉課長 

 それでは議事の１番、平成２８年度運営方針自己評価について私のほうから説明さ

せていただきます。 

 区運営方針について、Ａ３縦長の資料をごらんください。  

 最初に子育て環境の充実のところでございます。 

 ２８年度を振り返っての今後の課題と書いてあるんですけれども、今後の課題とい

たしまして子育て情報の発信をより一層改善する必要があるといたしております。こ

れを踏まえまして２９年度区運営方針につきましては、まず待機児童の解消につきま

しては、新規保育施設などの公募などにより、３０年４月１日時点での待機児童ゼロ

を目指すとなっております。  

 それから真ん中の子育て情報の発信につきましては、情報発信ツールとして有効で

あると、一番有効であると思われる広報紙さざんかのさらなる活用や、若年の子育て

層の利用が多いＳＮＳなどによる情報発信などによりまして、子育て情報を入手しや

すい環境づくりを行ってまいります。  

 また一番右、より気軽に子育ての相談ができる居場所づくりのところですけれども、
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子育て相談の充実においては、保健福祉センターに配置されております専門職による

相談は引き続き実施いたしまして、さまざまな子育て相談のニーズに対応するように

努めてまいります。 

 次に１枚めくっていただいて、支援を必要とする人々を支える体制づくりです。 

 ２８年度の具体的目標の「ふだんのくらししあわせプラン」の周知についてでござ

いますけれども、課題は地域福祉にかかわる活動へのさらなる参加意識の向上と、地

域福祉イベントに実施に当たっては、区民の企画段階からの参加と福祉分野以外とも

連携する、地域福祉に関する意識の醸成の機会を設定するなどの改善が必要と考えて

おります。 

 二つ目の具体的取組「見守りあったかネット」事業の推進につきましては、課題と

しては要援護者への見回り活動の認知度向上と捉えまして、見守りあったかネットサ

ポーター養成講座の受講者につきまして、企業、学校等の幅広い層に広げるなどの改

善が必要となっています。  

 以上の２点を踏まえまして２９年度ですけれども、１枚めくっていただきまして、

２８年度の運営方針では、全ての人が豊かに暮らせるまちづくりと区をあげた要援護

者の見守り並びに虐待防止の取組推進という二つに分かれていたんですけれども、２

９年度運営方針ではこれを、支援を必要とする人々を支える体制づくりとなっており

ます。その中におさめた形としております。  

 その中で一番目の身近な地域の人々による見守り活動におきましては、「ふだんの

くらししあわせプラン」に基づくさまざまな地域福祉の取組を将来の担い手である次

世代にも効果的に情報発信、支援し、またイベントにおける次世代層へのアプローチ

や地域で支え合う意識の醸成をはかることによりまして、プランの認知度アップをは

かることといたしました。 

 次に右側です。次世代の担い手の育成では、地域における要援護者の見守りネット

ワーク強化事業につきまして、事業がより効果的に地域での見守り活動となるように、
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見守り体制の構築、運営力アップなどを目的としました研修等について、次世代層を

含む地域の担い手を対象に実施することといたしました。  

 見守りあったかネット事業につきまして、サポーターの担い手の養成、フォローア

ップなどを行い、区内に虐待防止のネットワークを形成、維持してまいります。  

 両事業に関連いたしまして、各地域にコーディネーターを配置いたしまして、区社

協見守り相談室と連携し、事業を展開してまいりますということでございます。  

 ただいまご説明いたしました三つ、身近な地域の人々の見守り活動、次世代の担い

手の育成との間に本来、将来ビジョンでは医療と介護とのネットワークの構築という

ものがあるんですけれども、２９年度運営方針で申しわけないんですけれども脱落し

ておりまして、これにつきまして若干ご説明させてもらいたいと思います。これにつ

きましてもですね、後ほどほかの部分と合わせてご意見をいただければ幸いと思って

います。 

 ここでお手元にお配りしております右肩に運営方針資料とあります資料をご覧くだ

さい。 

 まずは先ほど申しました事業と介護とのネットワークの推進と申しますのは、ここ

にも書いておるんですけれども、この資料に書いておりますけれども、２０２５年に

は７５歳以上の後期高齢者が全国で２，０００万人を越えまして、住之江区でも人口

の５人に一人が７５歳以上になる状態でいる中で、高齢者が要介護状態になっても住

みなれた地域、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、地域

包括支援センターを中心に医療、介護、介護予防、地域支援などが連立するネットワ

ーク、それを地域包括ケアシステムと申しますけれども、これを構築することを目指

すものでございます。 

 ここにあります地域包括支援センターにつきましては、この資料を１枚めくってい

ただき、運営方針資料ですね。地域包括支援センターのところですけれども、地域包

括支援センターにつきましては、高齢者やみなさんご存じやと思うんですけれども、
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高齢者やその家族からの総合相談窓口、虐待の早期発見、防止などの権利擁護、ケア

マネジャーへの支援、介護予防を対応として活動しております。またその活動をより

よいものとしていくために、年４回の地域包括支援センター運営協議会を開催してま

いりました。 

 課題等につきまして、後ほど早川のほうから「ふだんのくらししあわせプラン改

訂」の中で地域包括支援センター運営協議会からの報告について説明させていただき

ます。 

 次に、地域包括ケアシステムの大きな柱となってます医療と介護の連携です。 

 先ほどの資料ですね、また１枚めくっていただきましたら、この緑色のリーフレッ

ト「教えて！『在宅医療』」を参考にごらんいただければと思っております。 

 このリーフレットの冒頭のところ、３行目ぐらいのところに、今後、医療と介護の

両方を必要とする高齢者が増える一方、施設や病院の病床は不足すると考えられてお

り、地域で高齢者を支える仕組みづくりが求められています。そこで住みなれた町で

自分の家で暮らし続けたい高齢者を在宅医療と介護の専門職が連携して支えますとあ

ります。 

 このようにですね、在宅医療介護連携推進と題しますけれども、この事業につきま

しては、平成２７年度から介護保険法の地域支援事業に位置づけられまして、自治体

が中心になり、医師会等と連携しつつ取り組むこととされております。住之江区にお

きましては平成２６年１１月に在宅医療介護連携推進協議会を立ち上げまして、医師

会、病院、栄養士、訪問看護、通所施設、介護保険施設、介護支援専門医、訪問介護

医、地域包括支援センター、区社協などの関係先等の参加を得まして、医療介護の支

援把握、情報共有、研修、地域住民への啓発などを行ってまいりました。  

 平成２９年４月、この４月から本事業の要ともいえます医療と介護の橋渡し役のほ

か、ネットワークづくり、情報共有、区役所との連携など、多岐にわたる業務を行い

ます相談支援事業を住之江区医師会が受託され、スタートいたしました。  
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 次に認知症対策でございますが、住之江区におきましても、各地域包括支援センタ

ーを中心に認知症サポート医にご協力を得まして、認知症高齢者支援の取組を実施し

ております。また２８年度からは認知症初期集中支援推進事業、この資料の先ほどの

在宅医療の次に、認知症の早期発見、早期対応が大切ですというチラシのコピーなん

ですけれども、ここにございます認知症初期集中支援事業を咲州地域包括支援センタ

ー様が受託されまして、認知症の方はなるべく早期に医療に結びつけることにより、

認知症の方が地域での生活を続けていくことを目指し、さざんかオレンジチームの愛

称のもと活動しております。認知症対策につきましても、後ほど早川から報告がござ

いますのでよろしくお願いいたします。  

 次に、資料１枚めくっていただきまして、健康づくりの推進。住之江区では、運動

疾患がある区民や栄養バランスや健康に配慮した食事生活をしている区民が、一定数

見られるため、２８年度からは運動習慣のない区民や食生活の改善に取り組めない区

民にターゲットを当てて取り組んでまいりました。  

 課題は引き続き講座などに参加できない区民、関心のない区民に対してのアプロー

チや啓発の継続であるといたしております。これを踏まえまして、２９年度は運動の

習慣化による健康づくり、一番左のところですけれども、では、年２回のマル得健診

での体力測定や、運動機能テストにより、運動習慣の大切さをアドバイスや情報提供

によって伝えてまいるということにしております。  

 それから真ん中の健康に過ごすための食生活では、食育講座や特定健診の際に食の

情報を提供いたしまして、食生活改善への意識を高めてまいることといたしておりま

す。 

 そこから一番右端の地域で活動する団体や企業との連携のところで、地域のボラン

ティアなどとともに健康講座を開催いたしまして、健康づくりについての情報発信を

行ってまいるということとしております。  

 次に、資料を１枚めくっていただきまして、就労による自立支援です。 
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 介護人材就労コーディネート事業の達成状況につきましては、ごらんのとおりとな

っておりますが、課題といたしまして、生活保護受給者の介護業務就労への苦手意識

等の解消といたしております。これを踏まえまして、２９年度は受給者側の不安解消

と、事業者側へのアドバイスを行うことといたしております。  

 雑駁ではございますけれども、以上でご説明とさせていただきます。  

 よろしくお願いいたします。  

○杉村部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは委員の皆様含めて、専門部会の皆様からも先ほど説明していただきました

２８年度の運営方針の振り返り、２９年度の区の運営方針について、ご意見をいただ

けたらと思います。 

 皆様いかがですかね。 

○藤井委員 

 ちょっといいですか。 

○杉村部会長 

 はい、すみません。 

○藤井委員 

 住吉川の藤井です。 

 高齢者の行方不明・徘徊で現実の問題で起こるんですけども、警察との連携という

のに余り触れられてないようなんですが、実は私どもでも、突然お父ちゃんが朝いな

くなったというようなことが起こったら、役所へ来るよりも必ずといっていいほど警

察へ行くんですね。警察から町会に戻ってきたり、あるいは町会の役員に来ても、町

会の役員はどこに行くかといったら、交番所へ走る。それからやっぱり高齢者のそう

いうネットワークというのか、見守り、ネットワーク推進員ももちろんいるんですけ

れども、警察との連携というのはどうなっているのかなというのがちょっと疑問なん
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ですけど、どうなんですかね。  

○田島地域福祉担当課長 

 一応、警察のほうで、今警察に保護された方について、当然同意は要るんですけれ

ども、区役所のほうに情報提供をして、その方を支援していくっていう、そういう仕

組みは大阪府さんのほうでつくられましたので、その体勢は今、基本的には情報は見

守り相談室に入るようになっているんですけど、そういう体制は今年度からできてお

ります。 

○藤井委員 

 僕が気にしてるのは、じゃあ警察からそういう情報のバックはあるんですか。例え

ばこの地域から、例えば住吉川からだったら住吉川でこういう不明者が出ていると、

バス乗ってどこに行ったかわからんというようなことが、例えば現実として起こった

場合、そういうのはすぐこちらへ入るようにはなってるんですか。フィードバックさ

れるんですか。 

○田島地域福祉担当課長 

 ごめんなさい、今、いてはらへんっていう情報がすぐに来るというわけではないん

ですけれども、その見つけられたときに、その方がそういう支援をしないといけない

方っていうことであれば、そういう情報は一応区役所にくるっていう今システムにな

っています。区役所と区社協さんとにくるっていうシステムにはなっております。  

○藤井委員 

 なんかやっぱり市民感情というか、市民のあれとして、感情として、何かあったら

区役所というよりも、あるいはここでいえば包括支援センターかさざなみというより

も、何かあったら警察というのは根づいているというか、先かなという気もしている

んで。 

○田島地域福祉担当課長 

 もちろんいなくなったとかっていうことであれば、まずは警察に相談していただく
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というのは、まずそれは必要やと思います。  

○藤井委員 

 事情が許すもんでもう少しゆっくりしてるもんだったら、今日も実は一つあったん

ですけど、包括さんにうちの地域が相談に行かせていただいたんですけれども、緊急

の場合はどうしても警察になるんかなというような気がします。  

○田島地域福祉担当課長 

 それはそのとおりだと思いますね。その後のフォローをどうしていくかというとこ

ろで今その府警さんのほうがそういう情報を、本人の同意を取った上って形になるん

ですけど、本人というか家族に同意を取った上っていうような形にはなるんですけれ

ども、そういう情報を区社協とか区に情報提供するっていう、そういう流れになって

おります。 

○藤井委員 

 わかりました、こればっかりでもよくないので。 

○杉村部会長 

 一緒にその件で質問してもよろしいですか。  

 ということは、家族さん同意の上で、区社協や区役所のほうに情報がいくと、捜索

も含めて何らかの協力をしてもらえる体制を取ってもらえる。捜索はなかなか難しい

と思うんですけど。 

○田島地域福祉担当課長 

 捜索は警察さんの範疇かと思うですけども、その捜索して見つけたときに、その方

が支援をしないといけないような方であれば、その情報を区社協とか区に情報提供し

て、支援につなげていくというそういう制度です。  

○杉村部会長 

 例えば、見守りネットワークのこのオレンジリボンの活動をしていただいた中で、

たくさんの養成サポーターさんがいらっしゃると思うんですけども、家族さんとかの
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了解を得たとするならば、そういうサポーターさんみなさんに何らかの情報が発信い

くと、早期発見にもつながるし、大きな事故を未然に防ぐっていう成果も得れるとい

うことにはならないんですかね。  

○巽住之江区社会福祉協議会副主幹  

 今杉村部会長におっしゃっていただいたのは、一時的には・・・やっぱり警察が大

事やって。 

○杉村部会長 

 もちろん、おっしゃるとおり。 

○巽住之江区社会福祉協議会副主幹  

 家族さんの同意が得られましたら、その見守り相談室の機能３の部分で、協力いた

だいた方にメール配信をするということが、これは事業所さんであったりとか、民生

委員さんであったりとかっていうところで、配信をさせていただいて、広く地域で見

守る体制をつくるというのが一つ、この３の部分でありますので、もっとサポーター

さんのほうでっていうと、なかなかこの情報の管理っていうところもありまして、そ

こは少し協力をいただいた方からの発信ということで今は進めているところです。  

○杉村部会長 

 制限はしているけれども、情報の発信はして早期発見の手伝いになる。  

○巽住之江区社会福祉協議会副主幹  

 発信はしている、情報管理の仕組みは大阪市全体の共有しているところです。それ

が一応区内だけではなくて、それが２４区にいきますので、そこはそういう取り扱い

かと。 

○杉村部会長 

 ありがとうございます。はい。よろしかったですか。  

 ほかにみなさんからご意見。 

○福永氏 
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 よろしいですか。 

○杉村部会長 

 はい。 

○福永氏 

 質問ですけど、ちょっと基本的なことで、子育て環境の充実の中で、２８年度の目

標が、３０年度までに子育てがしやすくなったと感じる区民の割合が６０％以上、達

成を７５％だと、２９年度も同じく目標６０％だという、これ７５％あるんやったら

もうちょっと目標を上げて、もっと取り組んだほうがいいという気はします。  

 それと２９年度の運営方針の中で、子育ての目指す状態の中で子育てに対する不安

感・負担感が減っていると、不安感と負担感とかね、こういう具体的にどういうこと

を言ってるのか、それに対してその対策があるわけでね。それから子育てのマップを

渡して、ここでやっているから、ここでこうしますというのか、そういうことなんで

実際、負担に対する対応をやっていくのもしんどいと思いますが。住之江のほうでも

実は子育てマップというか、こういう実際に冊子はつくったんです。あれはお願いし

て病院で配ってもらいました。それぞれにやっている。そういうことで、いろいろな

方に見てもらって、当然これもそうなんですけど、なのでそれもあるし、この不安感、

負担感を減らすためには何かそのアンケート、親にとって何が負担感なのか、具体的

なことを一回確認をして、それに対してできることをできないかなというようなのを

子どものことで考えてます。 

 具体的なイメージですね。子育ての不安感、負担感。まあそういうことですみませ

ん。 

○杉村部会長 

 目標設定のところに関しては。  

○阪口保健福祉課長 

 数値については今後検討して参ります。  
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○杉村部会長 

 難しいですね。 

○阪口保健福祉課長 

 数字で・・・。 

○杉村部会長 

 よろしかったですかね。  

 ほかにみなさんから。 

○芳野氏 

 ちょっと今の話で関連して、３０年の３月で市民病院がなくなるんです。小児科、

産科がなくなるわけです。住之江からね。確実に不安感増えるのが当たり前ですね。

子育てに満足する人が減るということですわな。そこら辺をどう考えてるっていうの

が非常に問題と思うんです。民間病院はこないって言ってるんでね。付帯決議違反し

とるわけです、大阪市が。病院をつくるといっておきながら、つくらんのです、吉村

市長は。こういうとこをどう考えてるのか、区民困りますよ、住之江も西成も住吉に

しても。府立病院はこんな市民病院のようなことはしないと言ってるので、今、市民

病院がやってるような貧困層の出産とか子どものことはしないと言ってるんで、これ、

誰がするん。これはもう大問題になると思いますけどね。  

○杉村部会長 

 これって回答難しいですね。  

○安藤副区長 

 ご案内のような形の、まだ正式には市長の記者会見と議会でのやりとりしかないわ

けでございまして、大阪市でこうしますっていうことはまだ正式には言ってない状態

ではあるんですけれども、いずれにしてもまた近いうちにこれは担当局で言いますと、

健康局というところになるわけですけれども、恐らく近いうちに地域の方にきちっと

顛末をご説明させていただく機会を設けるということになると思います。  
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 決してこの状態を我々も、正直申し上げて、予期していたわけではないというとこ

ろですね。ただ現にこうなってしまった以上は、次の手だてをどうするのか、これは

ちょっと市長も含めて、我々としたら今後土地についてどのように使い方をしていく

のかってことは検討を進めていくということになりますね。当然、それに当たっては、

地域の皆様方の意見を可能な限りという言い方しかできませんけれども、今の段階で

はあそこに何を持ってきますということは、なかなか確たることは言えないわけです

けれども、そういう取組については早急に着手していきたいというふうに思っている

ところでございます。 

 いずれにしましても、これは市民のみなさん、区民の皆様方にご心配をおかけして

るってことは事実でございますので、そういったことを踏まえて、我々としては早急

に方向性は検討を進めていきたいというふうに思っております。  

 すみません、今、言えるのはそこまでしか言えないというところでございます。そ

の辺でちょっと一つご容赦いただければと思います。  

○杉村部会長 

 ほかに皆様からご意見ありますでしょうか。  

 よろしいですか。 

 次の議事もありますので、次に進んでいきたいと思います。 

 では議事二つ目の「ふだんのくらししあわせプラン」改訂について、区役所のほう

からすみませんが説明お願いします。 

○田島地域福祉担当課長 

 すみません、そしたら「ふだんのくらししあわせプラン」の改定概要について、私

のほうからご説明させていただきます。皆様にはプラン策定改定にご協力いただきま

して、この場をおかりしましてお礼申し上げます。  

 それではお手元の、見にくくて申しわけないんですが、「ふだんのくらししあわせ

プラン」の改定の概要についてというＡ４の資料をごらんいただいてよろしいでしょ
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うか。 

 まず最初になんですけれども、その前に平成２９年３月版ということで今回改定を

させていただく予定でございます。今の見ていただいてます改訂の概要の一番下のと

ころに、全体の構成ということで書かせていただいているんですけれども、今、区全

体の課題の分が課題がずっと並んでて、取組が後に並んでいるという、対比しにくい

ような構成になっておりまして、それを各地域版のほうの、項目があって、課題取組

という形で、一つ、一カ所見ればある程度見れるという形に変えたいなと思っており

まして、そういうこともありまして、バージョン１．２の全体版については、今日お

示しできない状況になっております。ご了承いただきたいと思っております。  

 それではその概要について、今見ていただいてます資料に基づきまして説明させて

いただきます。 

 まず全体といたしまして、平成２７年度に実施されました国勢調査のデータについ

ては、反映できるものは反映をしていきたいと思っております。また時点更新が必要

なものは、修正を行ってまいります。それから内容について大きな変更はありません

が、表現を改めているものがございます。  

 お手元の分の順番に、すみません、時間の関係もありますので主な項目の説明とさ

せていただきたいと思います。  

 まず上の段の各地域の分ですけれども、すみません、二つ飛ばしまして三つ目の項

目なんですが、南港地域共通についてというところなんですけれども、今後、小中一

貫校とか中高一貫校の設置が予定をされてるということで、学校と地域との関係の変

化への懸念というのがあるということでございます。そのため地域行事などでより連

携をはかれるように努めていく必要があるということでございます。 

 次に、区全体版のところになりますけれども、まず一つ目の項目、地域包括ケアシ

ステムの構築と、在宅医療の介護連携の推進についてですが、平成２９年の４月から

区医師会に委託し設置されています住之江区在宅医療介護連携相談支援室のコーディ
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ネーターとの連携を推進していく必要があると考えております。  

 また平成２９年の取組といたしまして、地域医療介護支援の一覧の更新、情報共有、

共有ツールの作成支援とか、多職種研修、区民の啓発事業を実施してまいりたいと思

っております。 

 その下の二つ目の項目、項目名は同じなんですけれども、平成２７年度から生活支

援コーディネーターが配置されておりまして、区内の社会支援の把握に努めておりま

すが、介護保険の一部が平成２９年度から、市の事業の総合事業として移行されるこ

とも踏まえまして、今後はさらなる把握と活用の取組を進めていく必要があると考え

ております。 

 三つ目の項目なんですけれども、認知症高齢者の支援充実に向けた仕組みづくりに

ついては、地域の認知症の方の早期発見力や認知症対応力を強化する仕組みづくりを

構築する必要があり、認知症にかかる地域包括ケアシステムの構築を推進するため、

認知症強化型地域包括センターを設置し、認知症施策推進担当を配置、また新たな組

織代表者会議を開催し、認知症にかかる課題を一体的に協議をしていきたいと考えて

おります。 

 二つ飛ばしまして、六つ目の項目ですが、新規といたしまして、子育て関連に二つ

追加をしたいと考えております。  

 一つはＮＰＯなどの取組との連携です。区内の二つの子ども食堂や障害のある子ど

もらへの支援を行う団体との連携をはかってまいりたいと考えております。 

 それからもう一つが、子どもの生活実態調査の活用です。後ほど２８年度に実施さ

れました子どもの生活実態調査の調査結果の傾向を見ていただいて、お意見をいただ

きたいなと考えておりますけれども、調査結果だけではなくて、この場の区政会議で

ありますとか、専門分野別会議でありますとか、子どもの支援業務にかわる地域のボ

ランティアの方、またＮＰＯ団体、区職員などへのヒアリングなどもしまして、あわ

せて事業への反映を検討していきたいと考えております。 
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 七つ目の項目ですが、低所得者への支援についてということで、取組内容に家計相

談支援事業、就労ファーストステップ事業、就労訓練推進事業を追加をいたしており

ます。 

 一つ飛ばしまして、九つ目の項目ですが、住之江区地域福祉アクションプラン策定

推進委員会の見直しについてですが、現在は、今見ていただいております「ふだんの

くらししあわせプラン」のこととなりますが、昨年に引き続きまして、区政会議の福

祉健康部会の委員のみなさんと専門分野別会議の代表の方を加えた会議体で担ってい

ただきたいと考えておりまして、プランへも盛り込んでいきたいと考えております。  

 最後になりますが、１０番目の項目ですが、福祉の担い手の確保ということで、区

内に今住んでおられる住民だけでなく在学者とか在勤者、それからふだんは身近に福

祉に関する課題を感じることが少ない層が、少しでも地域福祉に関心を持つ機会を創

出することが必要だと考えております。  

 今までは既存の担い手を中心に実施をしてきました地域福祉大会についてなんです

が、次世代層を中心とする実行委員会により実施をしまして、住之江区の身近な地域

福祉を考える場としまして、地域福祉の担い手を育成する機会を創出することを目指

していきたいと考えております。  

 プランの改定概要については、ばくっとした説明で申しわけないですが以上でござ

います。後ですね、この後いろいろな修正をさせていただいて、できれば夏には公表

したいなと考えております。  

 以上です。よろしくお願いいたします。  

○杉村部会長 

 ありがとうございます。  

 「ふだんのくらししあわせプラン」の改定について皆様のほうからご意見やこうし

たらいいかとか等ありましたら。  

 はい、お願いします。 
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○福永氏 

 教えてほしいんですけど、新規で子育ての関連で、子ども食堂とかいうところがで

きて、これ追加項目でウということでＮＰＯさんの取組の連携と書いてますけど、こ

ういうところの取組の中で、大阪市の社会福祉協議会による区の実情によるボランテ

ィア活動基金を利用し、子どもへの学習支援など検討って、これ平林が実は考えてる

んですけど、これって区役所、全体でやるんかな、じゃないんですか。 

○田島地域福祉担当課長 

 ２９年３月版ですので、とりあえず２９年度ですね、今ちょっと言っていただきま

した大阪市ボランティア活動振興基金については、区のほうで地域と相談させていた

だいて、お願いをさせていただいて、２９年度の事業として、今、多分エントリーを

していただいている形にはなってるんですけど、その部分を書かせていただいている

んです。 

○福永氏 

 区全体に書いてるから区全体にやるのかなと思って。  

○田島地域福祉担当課長 

 すみません、ちょっと区の全体という言い方が悪かったんかもしれないですけど、

区が関わっている部分でというポイントで捉えていただければと思います。  

○杉村部会長 

 ほかにもみなさん、ご意見等ありましたら。 

 はい、矢部さん。 

○矢部委員 

 矢部です。遅れてきて申しわけありません。 

 就労支援のことなんですけれども、私は介護の事業所もやってますので、そう意味

で就労支援の相談というのを受けて、できるだけご協力しようと思って対応していた

んですけれども、僕も余り詳しくは知らなかったんですけども、今、動いてはる方々
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とパソナさんとの連携というのがあるんですかね、パソナさんがやってはって、区で

も何かそのパソナさんとこで動いてはる方の連携というのがうまくいってなくて、情

報がばらばらにきたりとか、その区で動いてはる方からは一旦その話なしになったん

ですというから、そうなんですかって言ってたけれども、実はパソナさんのほうから

はどうなってますかということで連絡があったりとか、その辺がうまくもっと回れば、

うちもその方採用したいなと思っていたので、うまくいかなかったなというのがある

ので、何か改善ができたらいいかなと。  

○藤井生活支援課長 

 よろしいですか。 

 生活支援課の藤井でございます。 

 恐らく介護人材就労コーディネート事業のことだと思うんですけれども、大阪市全

体としまして、２４区全部そうなんですけれども、いわゆる総合就職サポート事業と

いうのがございまして、パソナさんは２８年、２９年度はまたその業者さんが変わり

ましたけれども、２８年度はパソナさんでございました。住之江区の介護人材につき

ましては、区としてのオリジナル事業の就労のコーディネーターとして、パソナさん

とのいわゆる就労支援員の方と密接に連携という形で月２回程度連絡の打ち合わせの

場とか、そうことをしておりまして情報共有しておりますけれども、若干その事業所

に訪問するタイミングというのが同時に行く場合もありましたら、若干ずれもござい

ましたので、今、矢部委員がおっしゃいましたように若干齟齬はあったかもしれませ

んけれども、今回介護人材のコーディネーター、また２８年度と違う新しい事業者さ

んが決まりまして、それにつきましてもきちんと情報連携という形で密に取り組むよ

うには伝えております。 

 いわゆる受け手側の介護事業所も混乱をしますし、また支援を受ける生活保護受給

者等も混乱しますので、その点につきましてきちんと情報共有して齟齬のないように

して考えています。 
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○矢部委員 

 ありがとうございます。  

○杉村部会長 

 よろしかったですか。 

 ほかに皆様から。 

○杉村部会長 

 すみません、よろしいですか。 

 先ほどの矢部委員と重なってしまうのかもしれないですけれども、この低所得者へ

の支援というところの中にあります追加事項で、家計相談支援事業、就労ファースト

ステップ事業、就労訓練推進事業、三つ追加していただいてると思うんですけど、区

独自でやっていた介護職員への紹介制度とこの三つの事業ってどう違うのかを教えて

もらえたら助かるんですけど。  

○藤井生活支援課長 

 ここに書いている生活困窮の面につきましては、２８年度過ぎから、２８年度の途

中ぐらいからいわゆる区のほうで、いわゆるその委託事業者も決まりましたので、そ

れを前のふだんのくらししあわせプランのバージョンの古いほうに反映できなかった

ので、今回新たに変えさせてもらっています。 

 中身的には家庭相談支援事業、いわゆる例えばギャンブルであるとか、あるいはそ

れ以外のいわゆる放らつな生活を送って、なかなか家計が乱れている方につきまして、

家計管理、家計簿をつけることから始まりまして、金銭管理につきましても、ご助言

をするという事業でございます。  

 就労ファーストステップ事業というのは、いわゆる就労にまだ至らないけれども、

例えば長年引きこもって、その方々が将来は就労できるようにいわゆる意欲を喚起す

る。例えば、朝早く起きますよとか、あるいは毎日の自分の時間を、スケジュールを

きちんと立てるとか、あるいは見なり、服装、話し方、そういったことも含めまして、
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いわゆる就労の一つ前のステップという意味でファーストステップというのを意欲を

何とか就労へ結びつけたいなという事業でございまして、就労訓練推進事業というの

は、今すぐ、いわゆる最低賃金、大阪府下で見たら８９０円か９００円もすぐその就

労の土俵に立つことはしんどいけれども、例えば内職的なこと、あるいは作業所的な

こと、そういったことを通じまして、就労の、完全就労の一つ前のものを訓練してい

こうというのがこの事業です。 

 これらにつきましては、この事業というのは生活困窮者、もしくは生活保護受給者

が対象になっております。生活困窮者を対象としまして、２４区一律にこの事業はし

ておりますけれども、当区でやっております介護人材というのは、当区の生活保護受

給者と生活困窮者等につきまして、住之江区内の介護事業所に就職をさせる、ですか

らある意味で住之江区の中のオリジナルな事業といいましょうか、その中で循環させ

るという形で、ここに書いてますとおり運営方針のところをちょっと振り返っていた

だきたいと思うわけでございますけれども、最後のページのところ、２８年度も同じ

ような形で書いてますけれども、目指す状態としていえば、人材不足に悩む介護事業

所と就労意欲のある生活保護受給者等をマッチングする形をつくるというのと、いわ

ゆるその事業とつなぐことによりまして、区内における介護人材の地産地消、いわゆ

るこういう形になる、中でいろいろ循環の仕組みによっては、介護人材と我々の仕事

でございますので、これはこれでいわゆる２４区生活困窮者向けのも事業が幾つかあ

るんですけれども、住之江区の事業としましては、人材を区内の中で自己完結すると

いいましょうか、そこにポイントといいましょうか、特色があるわけでございます。 

○杉村部会長 

 ありがとうございます。  

 ほかに皆様から意見等ありませんでしょうか。  

 最終みなさんにもう一度お聞きしますので、振り返って全てのところで疑問に思わ

れた等ありましたら、ご意見いただけたらと思います。  
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 では次の課題、地域包括支援センター運営協議会からの報告について、お願いして

もよろしいでしょうか。 

○早川保健福祉課副主幹 

 配付させていただきました資料につきましては、お手元のホッチキス留めの高齢者

支援についての課題の資料をごらんください。  

 地域包括支援センター運営協議会から高齢者支援の課題について報告させていただ

きます。１年前初めて福祉健康部会で包括運営協議会の地域ケア会議からの課題につ

いて報告させていただきました。今回２回目なので、地域包括支援センター運営協議

会以外の会議も含めて報告をさせていただきたいと思います。  

 先ほどの阪口課長の説明とプランの改定にかかわる説明と少し重なるところがある

かと思います。まず高齢者支援にかかわる会議ということで、地域包括支援センター

運営協議会をはじめとして、保健福祉課のほうでかかわらせていただいてる会議が、

そちらのほうに書かせていただいているとおり五つの会議があります。認知症ネット

ワーク連絡会議、障がい者高齢者虐待防止連絡会議、在宅医療介護連携推進協議会、

それから協議体とあります。 

 めくっていただきまして、それぞれの会議からの課題について説明させていただき

ます。 

 まず一番目、２８年度地域包括支援センター運営協議会から見えてきた課題です。

これにつきましては、昨年と同様、大きく四つの課題が上がっております。権利擁護

の取組が必要、認知症の方が今後も増加していく、それから高齢障がい複合的問題を

抱えたケースがますます増加していく、それから地域で支える仕組みづくりが必要と

いうことで４点まとまっております。  

 今年の２月に実施させていただいた前年度第４回の地域包括支援センター運営協議

会でこの課題を四つまとめさせていただいたんですけれども、その中で委員さんから

出ていた多くの意見が、権利擁護についてこれからもっともっと考えていく必要があ
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るという意見がたくさん上がっていました。障がい、高齢の垣根なく、住之江区で人

間らしく、その人らしい最期が迎えられるようにということで、権利擁護が大切とい

う意見が多く出ました。 

 それに対して区役所としては、２８年度も権利擁護に関する研修会を実施させてい

ただいたんですけれども、２９年度も引き続き研修会を開催しまして、そのための支

援のあり方を継続して考えていきたいというふうに思っております。  

 続きまして、この包括運営協議会からも出た課題をそれぞれ認知症虐待防止連絡会

議、在宅医療介護連携協議会でさらに深く検討をしております。  

 ２番目の認知症ネットワーク連絡会議から見えてきた課題です。認知症の方をでき

るだけ早期に医療や介護につないでいくということが、大きな課題となっておりまし

て、昨年度から入りました初期集中支援のさざんかオレンジチーム、それから地域包

括支援センターでさらに多職種との連携が大切です。  

 認知症の方は、金銭管理がご自身でできなくなってくるような問題が発生しており

まして、どのタイミングで安心サポートとか、成年後見制度につないでいくか、それ

からそこにつなぐには、さらに時間がかかりますので、それまで地域包括支援センタ

ーで一時的に金銭管理をしていただいたりといった事案がありますけれども、その辺

をどうスムーズに支援するのか、それから単身者の認知症の方も多くいらっしゃいま

して、単身者の場合はより早期発見がしづらいだとか、あと発見されて支援につない

だ後も地域との連携が欠かせないといった課題が出てきております。  

 認知症に関しましては、国全体でいろいろな取組が進められておりまして、それを

受けて大阪市でも先ほどからご説明させていただいているように、平成２８年度から

認知症初期集中支援チームが設置されました。さらに今年度、認知症強化型地域包括

支援センターということで、住之江区では、南港咲州の地域包括支援センターが強化

型地域包括支援センターになりまして、そちらに認知症施策推進担当の方が配置され

ております。 
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 そういった体制を強化して地域に存在する認知症の方の早期発見や適切な支援につ

なぐ取組を進めるということと、あとこの認知症施策推進会議として、これまでもこ

のネットワーク連絡会で進めてきたんですけれども、今年度はさらに区の組織代表者

会議というものを立ち上げまして、地域課題を共有して取組の方向性を考えていくこ

とが新しい取組となっています。 

 めくっていただきまして、３番目の会議として、先ほども説明ありました在宅医療

介護連携推進協議会があります。  

 こちらのほうは平成２６年の１１月に協議会を発足しまして、医療と介護の連携だ

とか、あと在宅医療、介護について区民の方に理解を少しずつもってもらうというこ

とで、少しずつ取組を進めていますけれども、先ほどの説明にもありましたように、

今年度新たに在宅医療介護連携相談支援室を医師会のほうに委託して立ち上がってお

ります。 

 この相談室は、地域の方からの相談というよりは、主に医療介護の関係者がこちら

に相談をして、連携をスムーズに進めていくといった窓口になっております。  

 ４番目の会議が、障がい者、高齢者虐待防止連絡会議です。  

 この会議は平成２５年から年に一回実施させていただいております。住之江区の虐

待の状況を報告したりとか、あと虐待事例の検討や意見交換をしています。虐待を早

期発見、早期対応していく。それから見守りあったかネットの取組の報告もして、地

域と専門職の連携を進めていく。それから専門職のスキルアップをはかっていくとい

ったことを課題に、会議で議論を進めております。  

 最後、５番目の会議です。協議体なんですけれども、こちらの会議は、２７年度秋

から先ほどからも触れられていましたけれども、区社協のほうに生活支援コーディネ

ーターさんが配置されまして、地域資源やニーズを把握して、今年度からの介護保険

の改正に向けて介護予防、通いの場を創出するために考えていくための会議体という

ことで協議体ということで立ち上げさせていただいております。  
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 去年度までは、ネットワーク推進員さんの連絡会でこういったことを話しあってき

たんですけれども、この４月からはまた新たに地域福祉推進大会の実行委員会をこの

協議体として、今後さらに介護予防についての意見交換を進めていったりだとか、地

域資源の開発といったことを取り組んでいくということになっております。  

 以上、たくさんある高齢者支援の課題について、今現在はこうした五つの会議でこ

ちらもかかわりながら進めていっているところです。国や大阪市の新しい施策がどん

どん入っていく中で、その新しいものを有効に使っていく。周知していくことが、今

こちらのほうで把握されている大きな課題になってきます。ばらばらでやっていては

余り意味ないので、それぞれの会議を連動させて、関係者の連携をさらに進めていく

ということと、どの会議でも今上がってるのが、地域は地域で見守り体制をつくると

いうことで、あったかネットを中心に進めていただいている、専門職は専門職でこの

五つの会議体でいろいろ進めている、そこをまだまだうまく十分つないでいくという

ことが、まだまだできていないかなというふうに思っていて、今日は地域の関係機関

のみなさんとあと会議体の代表のみなさんも来ていただいているので、全体としてど

うか？ということをご意見、意見交換いただきながら、もちろん区としても今これを

どういうふうに活用していくかということを考えて進めてはいるんですけれども、ま

だまだそれがうまくできていないところがあるので、この会でご意見をいただいて考

えていきたいというふうに思っています。  

 よろしくお願いします。  

○杉村部会長 

 ありがとうございます。  

 それでは皆様のほうからご意見等ありますでしょうか。  

 よろしいですか、ちょっと私から、すみません。 

 ご説明いただいた中で、専門職の方や地域の方もみなさんいろいろ活動していただ

いている中で、こういった各会議で課題が見えてきた中で、ぜひこの区政会議の中に
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もその課題の中で具体としてどういうことを、例えば今日いただいた中で、権利擁護

についての意見が多数出ましたってことであったと思うんですけれども、例えばその

権利擁護に関しても、今年度も研修会を開催予定ということでお聞きしてるんですけ

れども、区民のみなさんに権利擁護について情報の発信をしていくという中で、リー

フレットであったり、書面でみなさんに発信するってなったら予算も必要になってく

るのかなと思うんです。その中でどうしてもリーフレットや紙媒体でみなさんに権利

擁護についても情報発信していくってことが、この運営協議会のみなさんの中でそう

いう意見が出てきた中で、ぜひこの区政会議を使っていただけたらなと思っているん

ですが、今日石川さんもいらっしゃるんですが、いきなり振って申しわけないんです

けど。 

○石川氏 

 いえいえ。 

○杉村部会長 

 逆にこういうふうにしたらっていう意見が出てるんであれば、この区政会議などを

使って区の予算の中でこういう意見が出てきてるんで、この区の予算の反映をしてい

ってくださいという意見を上げやすい会議にしていってもらえたらなと思うので、そ

ういう具体のやつがあったら、あったらでいいんですけど。  

○森崎氏 

 差しおいて言いますけど、それ本当に聞いてもらえるんやったらありがたいですよ。

それだけのことやと後ほど時間があったら防災のことに関してね、後で使えるお金が

あるんやったら防災のためにもっと使いたい。本当にそれが可能、逆に言うたら可能

な話なんですか。 

○杉村部会長 

 可能かどうかは上げてみないともちろんわからないと思うんですけど、ただ上げな

いと多分スタートしないというのもあると思いますし、その会議で話しても、結局身
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にならないよねっていうんやったら、せっかくみなさん貴重な時間使ってやっていた

だいてるのが無駄にならないためにも、ぜひぜひそういう種を上げてもらえたらなと

いうのが、多分この区政会議の場やと、ごめんなさい、僕個人の意見なので申しわけ

ないですけど。個人的にはそう思ってます。  

○森崎氏 

 それは非常にありがたい。  

 ここで権利擁護、権利擁護言ってるけども、じゃあ権利擁護っていう意味をどれだ

け区民の方が、ここにいてる方もそうです、わかってるか、僕自身も疑問があります

よ。だからその人がその人らしく生活していくっていうことが権利擁護の言い分なん

ですけど、それをかみ砕いてかみ砕いて区民の方にどうやってわかっていただくかっ

ていうのは、おっしゃっていただいたようにリーフレットもそうだし、いろいろなと

ころで地域で部会、部会って言ったらおかしいけど、説明会っていうか、こういうこ

とが権利擁護って伝わっていくのが大事ですけどね。それには必ずお金がついてきま

すから、そこをもし、何度も言いますけど、本当に話します。  

○杉村部会長 

 ごめんなさい、私できますとは、僕も言えないのであれなんですけど、それこそ区

政会議のメンバーが区民からの募集で選ばれているのもあると思うんで、そういうこ

とですよね、区政会議。 

○安藤副区長 

 そうなんです。私自身はこれ事務局ですので、大ぶろしき広げるのもいいのか悪い

のかっていうのはあるんですけれども、この区政会議は何のためにやってるかってい

うと、質疑応答の場ではなくて、区民のみなさんのご意見を具体的に施策に反映させ

るためのお考えをお聞かせくださいという場です。もちろんご意見はそれぞれの立場

でおっしゃいます。それぞれの方がこれが大事やと思っておっしゃるわけで、それを

いただいて全部実現できますかというとそれはなかなか難しいところもあるわけです
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けれども、今、部会長がおっしゃっていただいたように、まずは議論していただかな

いことには次のステップへ進めませんので、ご意見があればもうそれは積極的におっ

しゃっていただけたらというふうに思います。 

○杉村部会長 

 すみません、石川さんに急にボール投げて申しわけなかったんですけど、逆に将来

的にでも全然構わないんで森崎さんにも申しわけないなと思うんですけど。  

○石川氏 

 お金のこととかあれはまた置いておいて、何かいろいろなものがあり過ぎる、ここ

の横串を誰がどう入れていくねん。こんだけ会議があります、権利擁護って多分どれ

にも共通してるんだろうなというのはあるんですけど、さっき早川副主幹も言うてい

ただいたように各会議をどう連動していくのかっていうのは、これしていかないと区

民にとっては次から次へといろいろなものが言われる。包括の運協だ、認知症ネット

ワーク連絡会だ、虐待防止の連絡会だっていう、ここの交通整理をまずしません？っ

て。それぞれの担当者さん、それぞれの動き、わかってはりますよねもちろんって。

多分、区の担当はそれぞれついてはるとは思うんやけども、もちろん理解してはりま

すよねってそれぞれの動きっていうのは。多分縦割りでは進めてないよねって。まず

しっかりと住之江区の動きっていうのものを、きちんとでけへんのかな、僕いつも思

ってて、それぞれいっぱいいいことやってるし、いっぱい中身やってるのに、それぞ

れが頑張ってる、何かこうガっとできへんかなって。  

 また後ほど言おうかなと思ってたんですけど、「ふだんのくらししあわせプラン」

にしても、この概要を見させてもらったら、住之江区の姿っていうのが見えないんで

すよ。見てたらこれ、全国やってることやんなって、住之江区の独自性ってどこにあ

んねやろうっていうのが、ちょっとこうモヤモヤってしてる。包括ケアシステムのほ

うで主にかかわらせてもらってますコーディネーターさん、医師会のコーディネータ

ーさんってあるよね。１００歳体操やってるよね。協議体やってるよね、認知症施策
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推進担当もみんなやってるやん、それ取組に入れるんや、じゃあ区としてここからど

うするのっていうのが、見えないのが少しモヤモヤする。計画ですからこれからもち

ろん具体的な活動っていうのは付随してくるとは思うんですけれども、何かそこがど

うしたらいいんやろうっていうのが僕はちょっと今、わからないところがあったり。  

○杉村部会長 

 逆に僕がお答えしてもいいですか。  

 逆にご意見をいただけたらすごく助かるんです。  

 というのは、今、区政会議のメンバーってどちらかっていうと地域からの選出のか

たのメンバーが多くいらっしゃいます。なのでより地域の、区民のモニターじゃない

ですけれども、区民の意見っていうのが特に今回、今期またちょっとメンバーも次、

変わりますので、そのメンバーになったときにどうかわからないんですけれども、特

に区の各地域からの選んでいただいた区民の方が多く入ってますので、逆に専門部会

のみなさんからこういうことを今、住之江区では必要なんやっていうのを具体でこう

案がどんどんいろいろな会から上がってくると、特に区民の意見っていうのを反映し

た上で、それを区政に予算取ってくれよっていうふうに僕らも言いやすいですし、今

森崎さんからもお話ありましたように、お金が、結局お金やと思うんで、福祉・健康

部会以外にも何個かの部会がある中で、いろいろな部会ごとに区長権限の予算をとっ

ていただいてる中で、福祉・健康部会から、もうさっき石川さんがおっしゃっていた

だいたように、住之江区独自の案というのがより出てくると、特に専門部会のみなさ

ん、現場で実際に専門的にそういう方々に接している機会というのがより多くあるの

で、この会議体が専門部会のみなさん、区政委員のみなさんという共同体ででき上が

っているっていう構成上からもぜひ今後、今後で全然構いませんので具体の案が出て

くるとすごくすごく幸せだなと。よりよい住之江になっていくんじゃないかなと思っ

てますので、ぜひぜひよろしくお願いします。  

○石川氏 
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 そう考えたら地域の人たち。  

○杉村部会長 

 もちろんそうです。 

○石川氏 

 本当にそこへ行って課題をしっかり聞いて把握をし、その本当に一歩一歩やと思う

んですよ。だから僕らは三つの圏域しか持ってないですし、その中でどうしていくね

んっていうのは日々考えながら課題を、うちの地域こうやねんって、こうしてくれへ

んか、こんなことで困ってんねんっていうのを少しずつ拾い集め、どうしていこうか

というのを僕らが考えて、それが集まればどんどん大きくなっていくのかもしれない

んですけど、そのためにはもちろん運協もそうですし、そういうところの意見という

のを集めていって。 

○杉村部会長 

 助かります。 

○石川氏 

 何かこう見えたらいいな、これを見たときに住之江ってこういう区なんやっていう

ものがイメージできるような、理想ですよ、おまえやれって言われたら、ごめんなさ

い。 

○杉村部会長 

 でも課題が上がってくるっていうのは、特に地域のみなさん、問題点っていうのに

は現場でよく触れてらっしゃると思うんですけど、問題点を、もちろん課題を、何て

言うんですか、解決案が出ないというふうに言うてるわけじゃないんですけど、地域

のみなさんから、専門部会の方と地域のみなさんと一番大きな違いというのは、例え

ば認知症の方であったり、障害を持たれている方に対する知識が豊富っていう意味で

は、専門部会の方にどうしても地域のみなさん追いつけないと思うんです。その中で

具体の解決策というのを出していただける機会がより多いのか、すみません、やたら
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大きい荷物ばかり専門部会のみなさんに投げたら、逆に怒られるのに申しわけないん

ですけれども、ぜひぜひそういう会にして行けたらなと思いますので。  

○森崎氏 

 でも例えばこの会でも９０分でやりますから、多分しゃべりきらんと思います。そ

ういう時どうしたらいいですか。もう言いたいこといっぱいあって。  

○杉村部会長 

 余り集められたら僕らも困りますので。 

○森崎氏 

 ああしてほしい、こうしてほしいという。今杉村さんの話聞いてこれはええわって

思っていますけどね。 

○杉村部会長 

 余り集められても僕ら困りますので。  

○森崎氏 

 どこに持っていったらいい、意見。  

○杉村部会長 

 できるだけブラッシュアップしていただいてからもらえたらすごく助かるんですけ

ど。 

○安藤副区長 

 去年、前回までは全体会議と部会を一緒にやっていたんです。そしたら結局議論す

る時間がないんです。ただ一緒にやるというのはご出席いただいている方の時間と手

間を考えると、それはそれですごく今、部会長おっしゃったようにすごくいいところ

で、これ悩んだんです。ただ一度やっぱり全体会議も大事だけど、部会をきちっとや

ってみようっていうことで今回こういう時間を設けさせていただいたということです。  

 そのどこか知らん間に議論が進んでるというのはよくないので、この節目節目で、

ちょっとぜいたく言えば、その間部会長なり私なり、また間でも、もし思うことはご
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意見いただいて、それをまた節目節目でまた改めて議論をし直して、そこで確認して

いくというやり方はありかなと思いますね。  

 ですから。 

○長田委員 

 ちょっといいですか。 

○杉村部会長 

 どうぞ。 

○長田委員 

 私も地域からの代表の一人でございますので、発言をさせていただくと、口を挟む

間がなかったですけれども 

○杉村部会長 

すいません。 

○長田委員 

現場の地域のいろいろなお世話をさせていただく関係上、ここにいろいろな課題

を掲げていただいてる中で触れられている部分もあるかもわからないんですけれども、

我々としたら、ひとり住まいでこういう施策がありますよということを知っていただ

く方法だとか、あるいは全く関心を寄せないのか、その判断力もないのかというとこ

ろもあるような方々がいらっしゃるのを見てまして、そういう人たちに我々が地域で、

例えば町会費をいただきにいくときに、失業してますかとか、ご家族の方にとかそう

いうようなことも声かけて、まさにやってるんですけれども、余り詳しく中まで入っ

ていくこともできないけれども、そういったことをやる中で心配なのは、こういうい

ろいろなパンフレットですね、役所の方がいろいろな発信をしていただいているんだ

けども、それを吸収できないというか、自分で相談に行くことができない方はどうす

るのかというような、私はそういうふうな辺がちょっと心配になるんです。  

○杉村部会長 
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 はい。 

○福永氏 

 まずこの高齢者支援の課題の中に、一つのほうに、例えばこれ一つ高齢者支援会議

という大きな会議があってそれは区の、例えば予算を審議するようなものであって、

その中にいろいろな会議体が結果をまとめて言うのは何かそういう会議体をつくって

おかないと、一つずつばらばらなんで、多分一つのやつに今いったように幾つも同じ

ことあるとすれば、その中で共通の課題とか、見出しをそこで拾い上げて、例えば区

政に反映するとかそういう形にできたらなと思います。  

 何かの形でせっかくみんな会議っていったってばらばらになっちゃうんで、一つこ

の会議でもいいですけれども、この会議は問題あるので、高齢者支援会議というのを

一つの会をつくって、その中に何たら部会じゃないけど、こういう部会の形でまとめ

て一つのものにして、専門家が集まってやるとかいうようなそういう専門部会のこと

をしたら、これも専門部会ですもんね、専門機関なんでしょう。この会議もね。  

○杉村部会長 

 そうなりますよね。専門部会が分かれてるんやと思います。  

○福永氏 

 そういう専門家の方がその中に入ってというようなことをやってもらって、それぞ

れ専門に議論するとかいいかなと思います。 

○杉村部会長 

 ぜひ楽しみにしてますんで。  

○福永氏 

 お金要るんであれですけどね。  

○杉村部会長 

 楽しみに待ってます。 

 よろしいですかね。次。  
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○早川保健福祉課副主幹 

 以前は多分そういう全体の高齢者支援の会議があって、何年か掛けて今こういう体

制になっています。 

 まとめるにはそういうもう一つ何か全体の会議が要るのかなということも少し考え

てはいるんですが、またさらに会議がふえてどうなるかなという話だとか、あと特に

前回もそうした予算的なことを考えたらどうかみたいなご意見もいただいていたんで

すけれども、ちょっとほんとにたくさんの課題がある中で、どこに絞っていくべきか

なとかそのあたりがまだまだ担当者同士で十分に練れてないというところもありまし

て、その辺をまた今年度、区役所の担当者同士でも話し合うことはしていきたいなと

いうふうに思います。 

 あと報告の仕方が悪かったのかもしれないですけど、全く何も進んでいないわけで

はなくて、それぞれの会議体で考えて取組は進めていますし、各地域包括センターで

は地域と連携して、取組は少しずつ進めて、全く連携が進んでいないわけではないと

思います。地域によったらそういう専門職との連携も必要だよねということで、平林

のほうでそういう専門職の方と一緒に勉強会をやられているような地域があるという

のも聞いてますので、そういうのをいろいろな地域に広めていくとか、やっていきた

いなと思っていることはいろいろありますので、ただ全体としてのまとまり感がまだ

持ててないなというような声をちらちら聞いているので、そこを少しずつ進めながら、

また全体としてできることがあれば、今日のご意見をもとに考えていけたらいいかな

というふうに思っております。  

 よろしくお願いします。  

○杉村部会長 

 よろしくお願いします。ありがとうございます。  

○福永氏 

 もう一つだけよろしいですか。  
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○杉村部会長 

 そしたら最後にもう一回だけみなさんに聞くので、よろしいですかね。  

 そしたら最後の子ども生活実態調査の結果及び３０年度子どもの関連新規事業につ

いて、役所のほうから。 

○田島地域福祉担当課長 

 すみません、この一枚物の裏表のほうをお出しいただいてよろしいですか。  

 ２８年ですね、子どもの生活実態調査が実施をされまして、実はこれが住之江区版

で、これが大阪市版ということです。さすがにこれをみなさんにご説明するというの

は物理的には難しいと思ってまして、うちのほうで、少しここがポイントではないか

なと思うところをピックアップさせていただいて、少しご意見いただければなと思っ

てますので、時間の関係もありますので、傾向のほうをちょっとしゃべらせていただ

いた上で、時間ぎりぎりぐらいまで少し時間をいただければと思ってます。  

 あとすみません、この関係につきましては、もう一度部会のほうで少しご議論をい

ただきたいなと思ってまして、今のところちょっと７月ぐらいにできればいいかなと

思っておりますので、申しわけございません、ちょっといろいろとご迷惑をおかけし

ますけれども、よろしくお願いをいたします。  

 そうしたらちょっと説明のほうは松永のほうからさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○松永保健福祉課担当係長  

 よろしくお願いいたします。  

 調査は平成２８年の６月２７日から７月１４日に、大阪府内全市町村でされました。

大阪府全体の傾向として上からざっと説明させていただきます。食育であるとか、子

ども食堂であるとか、いろいろな子どもと食に関する取組が地域でされていますが、

この調査結果の中では比較的朝食にポイントがあるんじゃないかという傾向がありま

した。朝食を毎日食べることと、親から子どもへの信頼度が高いであるとか、会話の
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頻度が高いであるとかというところが、割に関連しているんじゃないかなという傾向

があります。 

 ちょっと省略させていただきまして、大阪市全体の傾向としては、大阪府と比べて

若くして親になる方が多い傾向があるということがありました。また、保護者が地域

社会に相談相手がいるということと、親が子どもの宿題を見たり、学校の話をしたり、

子どもと文化的な活動をしたりするというのが関連があるんじゃないかという傾向が

見えておりました。 

 資料の裏面にいきまして、住之江区の特徴的な傾向のところですけども、二重丸の

ところを説明します。 

 大阪府よりも、大阪市全体よりも、住之江区は比較的若くして親になる方が多いと

いう傾向がありました。経済状況としては子どものために貯蓄したいができていない、

もしくは赤字であったり、経済的理由による親の経験としては、食費を切り詰めたこ

とがある等があります。 

 また、子どもの特徴としては、全く勉強をしないと答える子どもが多いという傾向

があります。保護者が地域社会に相談相手がいることと子どもがおうちの手伝いをす

ることが関連があるような傾向もありました。 

 次に、住之江区が大阪市全体よりも、大阪府よりも少ない傾向にあるのは、親の特

徴としては、定期的な健康診断を受ける人が少な目であるとか、周りに相談できる相

手が少ないであるとかがありました。 

 ５歳児の保護者って、比較的若い世代だと思うんですが、その親自身が目標や計画

をうまく達成できる自信が余りないであるとか、何かをやり続けていく自信が余りな

いだとか、友達を余りうまくつくれないという傾向があります。  

 子どもの生活面では、夜更かしぎみであったり、同じ時間に起きている子が少なか

ったり、学校の勉強がよくわかると言っている子が少なかったりという傾向がありま

す。 
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 子どもの健康面では、よく頭が痛くなるとか、おなかが痛くなるとか、いらいらす

るという傾向が見えました。 

 子どもの経験として、ちょっと少なめなのが、大人の人との文化的な活動などがあ

ります。また、友だちや家族などとの関係については、失敗したときに助けてくれる

友だち、頑張ったときにほめてくれる人、一人でできないときに手伝ってくれる人、

気持ちをわかってくれるお父さんや友だち、自分の良いところ・良くないところをわ

かってくれているお父さん、自分のことを大切にしてくれるお父さんの存在があまり

感じられないという印象です。 

 先ほど田島課長からもありましたように、調査結果自体はボリュームが多く、概要

だけをご説明しましたが、大阪市はおおむね、大阪府よりも、経済的にも気持ちのほ

うもちょっとしんどめで、住之江区はその中でも、大阪市全体から見てもしんどめな

のかなと思われます。主に、住之江区の若い世代の親御さんとお子さんたちに見られ

る傾向かと思われます。 

 先日の子ども・教育部会のほうでも、委員さんから意見があったんですが、住之江

区は特色のある学習に関する事業がたくさんあって、成果も出ていてとてもいいとい

うところがまずありますが、一方で、その生活の部分というところをもう少し支えな

きゃいけないんじゃないかとか、生きる力というところにもうちょっと着目したほう

がいいんじゃないかっていう意見がありました。  

 前回の区政会議の全体会後の部会の中でも、経済的な貧しさというよりも、心の貧

しさがあるんじゃないかとか、人との関わりとかそういう部分は大事にしたほうがい

いんじゃないかとご意見、お声があったかと思いますので、今回の調査は数字で出て

いますが、先ほども「ふだんのくらししあわせプラン」の改定のほうでもあったんで

すけど、今後この調査結果に加えて、実際にお子さんと接している職業の方とか、職

員も含めて、もちろん地域の方々にも今の住之江区の子どもの状況というのはどうい

うものかっていうことをヒアリングをして、検討し、最終的には次年度以降の子ども
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に関する事業の方向性を考えていきたいなと思っています。  

 またこの場でもぜひご意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○杉村部会長 

 みなさんからご意見ありますでしょうか。  

○矢部委員 

 住之江区版の子どもの生活のところです。保護者が地域社会に相談相手がいる子ど

もが家の手伝いをするとか、相談相手がいない、地域社会に相談できないというよう

な趣旨かと思うんですけれども、まず地域行事に参加する子どもというか、まず少な

いというのと、子ども会なんかにしても入りたくない。どちらかというと、親御さん

のほうが入りたくないんだと思うんですけれども、手伝いせなあかんとか、ほかの行

事があったりとか、いろいろそういう理由はあるとは思うんですけれども、うちの町

会なんかでは、恥ずかしい話だと子ども会も消滅してしまった感じで、じゃあ子ども

会消滅したからもう町会に引き継ごうかと、地域の子みんな来たらええやんかってい

うようなことで、門戸を広くしようというふうに考えたんですけれども、そうすると

町会のほうからは、そんなんほかの子来たら会費払ろてへんのにどないすんねんとい

う感じで。 

 ちょっとそんな問題がいろいろ出てきて、来る人みんな来て楽しくやりましょうや

と言うても、そこはちょっとこうあかんみたいな、府から監査が来るとかね、いろい

ろ言われたりなんかしたので、何かうまい方法がないのかなというふうに。  

 僕たちは実際問題そのときはどうしたかっていうと、子ども会が消滅したので、子

ども会として幾らかためておいたお金があったから、そこから子ども会に入ってない

子とか町会入ってない子が来たら、費用を出したったらええやんかと、町会のお金に

手をつけませんやんかということで来てもらって、やっと運動会にも参加できたんで

す。 
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 何かね、もっとそういうのがうまくいけば、親御さん来なくても町会のおじいちゃ

ん、おばあちゃんが見守りして面倒見といてくれたら、十分参加できることやと思う

し、そういう意味でのお年寄りとか、子どもが連携するというふうな、こういう何か

ができればいいなと思うんです。  

 話まとまってなくてすみませんでした。 

○松永保健福祉課担当係長  

 ありがとうございます。  

○佐野委員 

 私も町会のほう、連合のほうやってるんですけれども、ボランティアの人っていう

のはすごく限られているんですよ。ほんと限られて限られて、結局連合の用事が多い

とその人たちばっかり使うようになってくるんですよね。だから全然連合のほうも考

えてないわけじゃない、理想論としたら本当はいろいろな人が来てくれて、うちのほ

うは連合の行事のときは会費とかそんなんもまるっきり無関係で他地域の人が来ても

全部受け入れてますけど、やっぱりお金、結局はお金なんです。  

 副区長、お金がないんですけど。連合としても、本当に。  

 やっぱりどうしてもお金がくっついて回ることで、私たちは本当にいろいろなこと

してやりたいと思っているんです。だけどお金がないから私たちも地域の企業さんに

頭を下げて、寄附を回ったりしてどうにかしようと今、今年から福永さんと一緒に立

ち上げて、今日もその話してたんですけど、やる予定になってるんです。だけど結局

お金とボランティア、あのボランティアさんがただ働きさせてもう長いんです。同じ

人ばっかり。だから今の若い担い手さんって、区のほうでもすぐ若い人、若い人、若

い人っていうけど、若い人が一体何ができるのと。一回その若い人のやった若い人と

一回やってみてと私はすごく声を大にして言いたいです。  

 若い人っていうのは、結局私たちが若いときの気持ちと違って、自分本位なんです

よ。自分が今日は行きたくないと思ったら絶対、今日無理ですって言ったら、あと全
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然考える余裕なしで無理なんです。だからもうちょっとそういった一般の住民の方を

助けるんやったらボランティアの人のこともちょっと考えてほしいなと思うときがあ

るんです。そしてボランティアの人がここで豊かになれば、また一般の人にも優しく

できる。もうボランティアぎりぎりなんです。もう本当に、本当に、もう私も少々疲

れ気味で。 

 だから一番の問題は、市の小学校でも家庭の問題やでっていつも学校のほうには言

ってるんです。でも家庭の問題を解決しようとしても、なかなか踏み込めないし、昔

のように隣近所の人と会話があれば、いろいろ相談も受けたりするんですけれども、

今の若い人というのは、こっちが歩み寄っても、来ないんですよね、なかなか。まし

て子どもは警戒してるし。だからものすごい今、この子育て、子どもの支援について

というのは、ものすごくいっぱい考えて、考えて、考えてしないと逆目に出るかなっ

て思うことが多いですね。  

 取りとめのない話ですけど。それだけ大変なんですよ。地域も、実際のところ。 

○福永氏 

 よろしいですか。 

○杉村部会長 

 はい。 

○福永氏 

 何回もすみません。 

 結局貧困のやつは大阪市でもいろいろとやってまして、話聞いてきたんですけど、

手取りの収入を世帯人数の平方根で割って調整した数字、２００万ぐらいが大体平均

のやつです。それは割って半分以下になったら困窮度１になってかなり悪い。それは

何かといったら非正規労働とか母子家庭、ここが問題やと思うということで言うとる

んで、そういう子どもが増えてきてるんで、そういう子どもには医療に学習支援とか

子ども食堂もそうやと思うけど、それだけ伝えていかなあかんのかなと思います。  
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 住之江区のほうも今回まとめてくれてるからあれなんやけど、実際大阪市全体のや

つで見たらそういうこといろいろ言うとるんで、住之江も同じようなもんやろなと。

我々周りにも多いので、そういう方が。お母さんが働きに行って、いいんだけど、飯

もどうするかわからへんけど、そういう子どもが多いんで、そういう子どもも我々の

地域はない、要はその、（一貫校に行っている子どもなど、地域の）小学校（に行っ

ている子ども）じゃないけれども、もしあれだったら一緒にご飯食べるねと、遊ぶと

かね、何かそういうふうにしてあげなあかんのかなというかね。だから一番いいのは

子ども会で見える、顔見えたら一番いいんでしょうけど、うちの町会は生まれたら子

ども会でといってみんな子ども会するから。 

 そういうことでこういう貧困家庭と母子家庭と夜遅くまで働いている人がいて、困

っているんでそういうことはやっぱり区としてできるかどうかわからないけども、そ

ういう形にしていかなかったらなかなか直らない。 

○杉村部会長 

 今のでちょっとだけいいですか。すみません、時間も押してるのであれなんですけ

ど、昨日か今日かのニュースで有効求人倍率が０．９、正社員の有効求人倍率が０．

９４か何かで、ほぼ１に近づいてきてて、バブル期を越えたってニュースでやってた

んですけども、ぜひ藤井さん（藤井生活支援課長）のとこでって言ったら怒られるか

もしれないですけど、今の委員のお話にもあったように困窮者の中で、介護施設もそ

うやと思うんですけど、幅広い分野で困窮者の正社員への就労の支援をできるチャン

スも広がっていければ、ぜひこういう子どもの困窮というとこの解消にもつながるん

かなと思いますんで、ざっくりしたボールだけ投げて申しわけないんですけど。  

○藤井生活支援課長 

 幅広い職種になりましたら、いわゆるその、我々してますのがいわゆる生活保護受

給者の就労支援という対象の縛りはあります。 

○杉村部会長 
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 はい、もちろん。 

○藤井生活支援課長 

 一般の方を対象にハローワーク的なことはできませんので、ただ今現在お困りの方

につきましては、いわゆる広い職種になりますと総合就職サポート事業というのを利

用しながら、いろいろな職種に事務職であるとか、あるいはいろいろあるんですけど、

そういったこと、あるいは介護現場とかそういうことへの就職のあっせんは。あっせ

んと言いましょうか、口添えを言うことはできますし、特に今回してますのは介護人

材の事業所の方とお話し聞きまして、高齢者の方は大変ですけれども、その高齢者を

ケアする事業所の方がもう疲弊してると。  

 これは住之江のみならず日本国中でそう言われております、やはり離職率もかなり

高くなってます。そういった中で労働が強化になるのは人材が足りていないでしょう

と。本来的にはいろいろな中で増えるパー的な資格を持つとか、介護士の資格を持っ

て、本格的にきちんとケアすることを多分事業所の方はやりたいんだと思うんですけ

れども、人手が足りなければ、ほかのいろいろやることも全部その中の従業員の方に

結局任せてしまうわけです。そこで我々としましては、今現在は例えば介護の専門の

スキルがなくても、そこでいろいろな雑務も含めて働いている環境、働けるようにで

きますれば、なにかうまいことできるんじゃないかときっかけづくりという形でコツ

コツですね、この介護人材の事業もスタートを昨年度からしておりまして、昨年度１

０名の目標で結果８名やったと。今年度既にもう１名の方、就職するってきまして、

あと今後、今現在そのあと２名、３名の方が次の新しい就職に向ける形で今準備に入

っているところもありますので、本当に蟻の穴という小さいところなんですけれども、

何とかそれが少しでもきっかけづくりになっていければなと考えております。  

 また皆様方のお力添えをいただきますので、よろしくお願いいたします。  

○芳野氏 

 この８名の就労ができたといって、それはみんな今も続いてるんですか。それとも
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辞められた方もいた。 

○藤井生活支援課長 

 ８名の方で今現在続いているのが４名の方です。  

○芳野氏 

 介護いうても、人気がないんですよ。仕事場からの話ね、みんなもう大変なんです。

生活するっていっても、あんまり続かない。給料も安いし。そういうところの根本を

直さないことには、幾ら人を割り振りしても続かないんです。だからやっぱり続かな

いような仕事に無理やり持っていってもしんどいじゃないかと僕は思うんだけど、一

般の人でも続かないんで、生活保護の方にやらせると思ったら、動くって結局お金と

僕は思うんですけど。そこら辺の根本的なことを変えない限りはね。一応求人倍率が

上がったと言ってるけども、実際にみんなも働きたいような仕事なのかということで

すよね。国が言ってるだけの話であって、割が合わなくても働くのは外国人ばっかり

やとかね、そういう状況ではこの倍率が上がっても意味がない。介護の仕事ばっかり

増えてもみんな行かないですよ、早い話が。続かないですよ、早い話がね。医療でも

そうだと思いますけども、介護でも続かない。  

 そういう根本的なことを変えないことには、これはもう絶対よくならないだろうと

僕は思うんやけど。子どもの貧困にしても、みんなそこら辺つながってるんやと僕は

思います。 

○杉村部会長 

 僕もリタイアした身なので何ともよう言わんなと思って、今、重く受けときます。

すみません。 

○藤井委員 

 一つ子どもの貧困について、もう時間ないからあれだけど、僕は僕なりに考えてい

るのは、うちの住吉川の貧困率っていうのは高いですね。絶対的貧困と相対的貧困が

あると思うんですよ。さっきボランティアの人が続かないっていったの、うちの部も
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３５歳から４０歳ぐらいからボランティアを始めて、その人たちが今７０歳になって

いるんです。具体的に言いますと、男で支援部会というのが今、住吉川の社協で構築

している中で、男性が２５名ほど、女性が５０名ぐらいいるんですけど、平均年齢が

７０になってきているんですよ。なぜその人たちが３５歳でやれたのか。相対的には

豊かな時代だったんですよ。今ね、新しい住宅どんどん建ってますけど、家を買って、

必ず車があります。一家何人か携帯電話持ってますわ。今、スマホいうんですか。そ

れで共稼ぎしなかったらどないしてやっていけるんですかというね。例えば我々の若

いころのように鼻垂らしてる子もいないし、栄養不足で、継ぎはぎだらけで着てる子

もいないんで、確かに見えない。絶対的貧困もあるんですよ。２００万円以下という

ようなね。 

 しかしボランティアを担っていく人とかそういうときに必要なのは、その相対的に

収入はある程度あるんだけども、共稼ぎじゃないと社会の豊かさについて行くために

一生懸命頑張っているというような、そしたらボランティアの時間なんかもうないん

ですよ。そういう子どもたちの食文化のほうももちろん考えないかんですけど、今度

は住之江区として、思い切ったアピールもやっていってもええやないかなと子どもの

貧困に対して。 

 例えば今話題になってる子ども保険に賛成しますと。行政としては難しいかもわか

らんけども、ああいうことも賛否両論あると思うんです。社会福祉全体を考えたら、

子ども保険なんかやってられるかというとこもあるやろけども、やっぱり子どもの貧

困っていうのを考えたら、そういう大きな社会情勢を考えないと。さっき先生もおっ

しゃったように、介護職員の方も給料の問題もそうなんですよ。もっと社会全体をこ

う変えていくような、小さいことだけどもそこから変えていかないと治らないんじゃ

ないかなと。 

 だから子どもの貧困は、本当に、僕らも切羽詰まってます。住吉川小学校というの

は、また低いですよ、その中でも。ここの学力アップは、今、校長なんかとうちの地
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活協の会長なんかも話し合ってますけども、地域としても取り組まないかんなと。去

年、僕は、学校協議会入ってますんで見てきたら、小学校高学年になってきたら、大

阪市の平均点と住吉川小学校の算数なんか１０点ぐらい違うんです。 

 そういうことは、やっぱり根底には貧困があると思うんですよね。だから何か住之

江から貧困をなくすための原動力になるような思い切った発想ができたらいいなと僕

は思いますね。 

○福永氏 

 よろしいですか。時間ないですけど。 

○杉村部会長 

 じゃあ、最後に。 

○福永氏 

 今、南港のＵＲのところで孤独死があったって聞いたんですよ。ＵＲさんって、個

人情報とか何や言うて全然対応してくれないわけです。ここにいたら市営住宅やＵＲ

に住んでるのはほんの一部やと思うんやけど、これもっと孤独死が増えて困るんです。

だからもう、鍵も開けてくれへんし、勝手に呼んだら怒られるとかいってだからもっ

と実態を聞いていただいて、もうちょっとＵＲさんに「現場やれよ」というようなこ

とも言うてもらわなかったら、現場の民生委員さんもそうやし、困ってますねん。今

度孤独死があったら、、、。 

○佐野委員 

 今朝、ありました、孤独死。  

○福永氏 

 だからその辺がもうちょっとこれ、進んでるって書いてるけど全然進んでないんで、

ここをさらにもうちょっと例えば言うとか、変えてほしいですね。  

○佐野委員 

 ちなみにね、男の人ばっかりで女性はないですね。孤独死は男の人は。 
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○安藤副区長 

 それは市営住宅じゃなくてＵＲが問題なんですか。  

○佐野委員 

 ＵＲが問題なんです。 

○福永氏 

 市なんか意外とまだまし。  

○石川氏 

 ＵＲには町会がないですよね。  

○福永氏 

 あるけど入らんでええって言ったりしてる。  

 独自にやってる。 

○佐野委員 

 そうね。町会に入らなくていいという契約らしいですから。  

○安藤副区長 

 だから強制、義務づけないんですよね。あれ。町会のことを言わない。  

○佐野委員 

 それももう何年も前からその話をＵＲのほうに持っていってほしいっていうことを

何回も同じお願いしてるんですけど、一向に返事はないですね。  

○福永氏 

 でもここに進んでるって書いてるからどう進んだかと思って。  

○杉村部会長 

 窓口が区役所ででき上がってるんですか。  

○事務局（松永係長） 

 進んでいるっていうのが、本当に微々たる進んでるなんですけど。  

○男性 
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 「進んでる」じゃない。  

○事務局（松永係長） 

 今までは町会を全く勧めなかったんだけども、一部では町会加入のチラシを貼らせ

てもらえたりとか、そういうことがちょっとずつできるようになってるエリアもある

ということです。 

○福永氏 

 それは進んでるとは言わへんで。  

○佐野委員 

 そんなんね、貼るだけじゃなくて、うちなんか一軒ずつみんな回っていってますよ。  

○福永氏 

 扉なんて開けてくれない。中でどうなっているのかわからん。臭いがしないとわか

らんな。 

 ということらしいんで、ちょっと、言うてもらって、地域に対して、みんな心配す

るからね、孤独死あると。  

○杉村部会長 

 もし窓口があるようでしたら継続して、すみませんが。 

○安藤副区長 

 それはちょっと相手のある話ですからあれですけど、ＵＲに申し入れを再度、今回

の区政会議でもそういう話が出たんですということをＵＲに対して申し入れさせてい

ただきます。 

○佐野委員 

 ほんまに、いろいろありますよ。子どもの支援も。 

○杉村部会長 

 最後になりますがみなさんから、もうよろしいですかね。はい。 

 じゃあすみません。ちょっと時間も押してしまって申しわけないんですけども、次、
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全体会があると思いますんで、みなさんまたよろしくお願いします。 

 今日はありがとうございました。  


