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平成２９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２９年６月２２日（木）１９時００分から２０時２９分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 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、門  晶子 委員、 

     伊達美寿保 委員、西尾 妙美 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、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 

     〔府会議員〕 

     永井 公大 議員 

     〔市会議員〕 

     片山 一歩 議員、岸本  栄 議員、髙野 伸生 議員 

     〔住之江区役所〕 

     西原  昇 区長、安藤 友昭 副区長 

     尾田 晃敏 事業推進担当課長、折原 裕之 防災担当課長 

 

４ 議 事 

  （１）平成２８年度運営方針の振り返りにおける各部会報告について  

  （２）その他 
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５ 発言内容 

○尾田事業推進担当課長 

 皆様、こんばんは。定刻となりましたので、平成２９年度住之江区区政会議第１回

全体会を開催させていただきます。  

 本日は何かとお忙しい中、ご出席賜りましてまことにありがとうございます。  

 私は本日の司会を務めさせていただきます住之江区役所事業推進担当課長の尾田と

申します。よろしくお願いいたします。  

 それではまず初めに、本日の区政会議の出席者を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。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 住之江区副区長の安藤でございます。 

○安藤副区長 

 よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 それでは、引き続きまして本日ご出席の区政会議委員の方々をご紹介させていただ

きます。 

 座らせていただきます。  

 左より、深井委員でございます。  

○深井委員 

 深井でございます。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 小髙委員です。 

 田林委員です。 
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○田林委員 

 よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 羽川委員です。 

○羽川委員 

こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 古川委員です。 

○古川委員 

 こんばんは。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 伊藤委員です。 

○伊藤委員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 大津委員です。 

○大津委員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 小川委員です。 

○小川委員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 大磯委員です。 

○大磯委員 
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 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 佐野委員です。 

○佐野委員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 矢部委員です。 

○矢部委員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 門委員です。 

○門委員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 仁平委員です。 

○仁平委員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 藤本委員です。 

 続きまして、本日アドバイザーとして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す。  

○永井議員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 
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 市会議員の片山議員です。  

○片山議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 市会議員の岸本議員です。  

○岸本議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 市会議員の髙野議員です。 

○髙野議員 

 こんばんは。 

○尾田事業推進担当課長 

 所用がありまして、市会議員の佐々木議員はご欠席になっておられます。  

 どうもありがとうございます。区政会議の開会に当たりまして、住之江区長の西原

より一言、ご挨拶させていただきます。  

○西原区長 

 皆さん、改めましてこんばんは。  

 お忙しいところ、ほんとに２９年度の住之江区区政会議第１回目ということで、全

体会にお集まりいただきありがとうございました。  

 今日は設えをサミットのように丸くさせていただきました。前回、なかなか皆さん

ちょっと変えたら、人の顔は見えないということで、皆さんの顔は見えるような形に

今日は提案させていただきました。いかがでしょうか。こういう形でいろんな議論を

進めていきたいと思っています。 

 平素は住之江区さまざまな事業、また、さまざまな取り組みにご理解、またご協力

賜りましてありがとうございます。この区政会議というのは、皆さんの意見、皆さん
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から区政に関するさまざまなご意見をいただきまして、例えば、英検、漢検、この受

検支援とか、それも反映してきました。また、それ以上に区政会議の活発な議論をい

ただきまして、皆さんのご意見を反映してまた、フィードバックする形でこの事業を

進めています。お手元にいろいろあると思うんですけれども、今年度も皆さんからい

ただいた意見ごとに２９年度運営方針に基づいて今、着々と住之江区いろんな事業を

進めているところでございます。  

 先日は２８年度の運営方針の検証をしていただき、また、いろんなご意見をいただ

いたと聞いております。さらに大阪市では、この新しく市政改革プランということで、

この区政会議を含めて、区を主体として区の皆さんの意見をたくさん聞いて、区長が

権限を強化させて区政運営をしているという、この市政改革プラン、これが私が第１

回区長になりまして２０１２年からスタートしているんですけど、これを区政をさら

に進めていくために今、第２段階の市政改革プラン２．０、この区政編というのを策

定して、今、パブリックコメントを聞いて、市民の皆さんの意見を伺っているところ

です。これは、区政会議もさらに充実させていけという話もありますし、それから区

政を担う我々も執行を十分進めていくということでございます。ますますこの区政会

議の皆さんの意見を聞きながら、区でやれることで担っていくことについて、地元、

地域の皆さんのご意見を聞きながら、この“ニアイズベター”を進めていくというこ

とでございますので、今後とも皆さんのご意見をいただきながら、また、活発な意見

をいただきながら区政運営を進めていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 今日は限られた時間でございますが、部会のほうでもいろいろお話しいただいたと

思います。その辺の皆さんのご意見をいただきまして、この今後の住之江区、“ええ

住之江”の発展につなげていきたいと思っておりますので、本日はよろしくお願いい

たします。ありがとうございます。  

○尾田事業推進担当課長 
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 どうもありがとうございました。 

 本日の区政会議では個人情報など、特に非公開情報はございませんので、会議を公

開とさせていただきます。議事録等につきましても、後日、公表させていただくこと

になります。公表する資料には、発言者と発言内容について記載されますので、よろ

しくお願いいたします。 

 では、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。  

 資料番号を振っております。そちらを参考にご確認いただければと思います。  

 まず、資料１番、Ａ４判で住之江区区政会議委員名簿がございます。  

 次に、資料２といたしまして、Ａ３判で各部会から出された主な意見ということで

しております。 

 次に、資料３といたしまして、Ａ３判のホッチキスどめで、各部会での配付資料。

これは、２８年度の運営方針の振り返り案ということで、各部会で討議したときに使

われた資料でございます。  

 資料４としまして、Ａ４判で少し分厚いのでございますが、平成２８年度の運営方

針全体版になっております。 

 参考資料といたしまして、区の広報紙さざんか６月号を配付させていただいており

ます。 

 また、Ａ４判の意見・質問票を配付しております。本日の議事内容で、会議後にお

気づきのご意見、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、郵送ま

たはファクスでお送りいただきますようお願いいたします。また、メールでもお受け

いたします。その際には、件名、区政会議意見とお書きいただきまして、委員名も記

載をお願いいたします。 

 たくさんの資料になりますが、おそろいでございましょうか。  

 それでまた、本日、区におきまして、災害時に確保しています飲料水を各席に置い

ております。消費期限が近づいている物を近々入れかえすることによって、食ロスを
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防ぐために、また、防災意識の啓発効果もございますので、このように開催の会議の

場で活用させていただいておりますので、どうぞお召し上がりください。  

 なお、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。ここ

に備えつけのマイクにつきましては、議事録を作成するための音を拾うためのもので

ございますので、お手など触れないようにお願いいたします。  

 それでは、ここから議事に移りますので、議事進行につきましては、深井議長様に

お願いしたいと思います。  

 深井議長、よろしくお願いいたします。  

○深井議長 

 皆様、こんばんは。議長をご指名いただいております深井でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

 本日の会議は、午後７時現在で、全委員２４名中、１３名のご出席をいただいてお

ります。過半数の定足数を満たしておりますのでご報告申し上げます。  

 それでは、議事に入ります。  

 過日、開催されました区政会議の各部会におきまして、平成２８年度運営方針の振

り返り案につきまして、各部会で出されましたそれぞれの意見を各部会よりご報告を

お願いしたいと思います。  

 それではまず、子ども・教育部会の門委員、よろしくお願いします。  

○門委員 

 座ったままでよろしいですか。  

○西原区長 

 座ったままでいいですよ。 

○門委員 

 失礼します。部会長がちょっとまだお見えではないということで、私のほうから報

告をさせていただきます。  
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 ５月２５日にここで部会を行いました。７名の委員中、５名の方の参加がありまし

た。委員のほうから出た意見と、それからその問題について区役所のほうから回答と

いうのか、補足説明していただいたものを順に追って報告させていただきます。  

 １番最初には、学力面、漢検とか英検とかやっていただいているんですけれども、

学力面だけではなくて、子どもの貧困問題など福祉的な課題も多いのでないか。子ど

もの生きる力を養うような施策に取り組んではどうかというふうな意見が出ました。

それに対して、子どもの貧困問題については、現在、市は子どもの貧困対策推進本会

議において、子どもの生活実態調査結果に基づき検討していると。平成３０年度以降

の具体的な施策方針を見据えながら、福祉担当と教育担当が連携して、具体的な取り

組みについて検討していくということでした。  

 また、今年度よりキャリア教育推進事業を実施しており、現在、学校において当該

取り組みを推進するよう、学校長へ依頼をしている状況もあるという報告がございま

した。 

 次に、当初より教育委員会ではスクールカウンセラーなどすごくたくさん配置をし

ているんですけれども、保護者や子どもが活用することができる施策などについて、

ただ、上げているだけではなくて、もっとさざんか広報紙やホームページなどでもこ

ういうことをしている、利用したい方はどうぞというような形で広める必要があるの

ではないかという意見が出ました。区役所のほうからは、広報については、最近では

さざんか５月号において、学校特集を掲載している。広報については、ホームページ

なども充実し、いろいろと試行錯誤しながらやっていきたいとのことでした。いろん

な行事だけではなくて、やっぱり事業としてやっていることは、広く区民の皆さんに

お知らせすることが大事ではないかというふうに私も思っております。 

 また、スクールソーシャルワーカー派遣事業など支援が必要な生徒、児童のケース

については、家庭と学校、行政の関係機関などがより連携を深めて対応していく必要

があるという意見も出ておりました。区役所のほうからは、本年度より実施をしてい
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るスクールソーシャルワーカー派遣事業については、現在、各学校を巡回し、学校の

現状把握に努めている。支援が必要な個別ケースについては、スクールソーシャルワ

ーカーが学校と連絡を密にして、区役所の子育て支援室とも連携して対応していく。

また、区と学校長との意見交換の場である区教育行政連絡会においても、本日この日

に出された意見について、テーマとして取り上げていくという回答をいただきました。  

 最後に、質問として、不登校の子が非常に多くなっているのではないか、不登校の

子どもについて、どういった対策をとっているのかというような質問もありました。

区役所のほうからは、まず学校が家庭訪問などによる対応を行っており、不登校の原

因は多種多様であるため、ケースに応じてスクールソーシャルワーカーや区の子育て

支援室及び子ども相談センターとも連携して対応しているとの回答をしていただきま

した。 

 いろいろ意見がありましたけれども、以上、簡単ですが報告をさせていただきます。  

○深井議長 

 ありがとうございました。  

 引き続きまして、魅力・ブランド部会の大津委員のほうから恐れ入りますが、よろ

しくお願いいたします。 

○大津委員 

 魅力・ブランド部会についてご報告をさせていただきます。  

 本日、魅力・ブランド部会では、伊藤さん、小川さんが出席でございますけども、

部会長の中村さんが所用で欠席でございますので、かわりましてご報告をさせていた

だきます。 

 魅力・ブランド部会では、５月１８日、午後７時から８時まで１時間にわたりまし

て部会が開催されまして、たくさんの活発な意見が出ました。主なものについて、報

告をいたします。 

 当日は部会員５名が出席いたしました。寄せられた意見の全体的な傾向といたしま
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しては、ブランド力の向上については、情報発信機能の充実というものと一体で検討

すべきものだというものでありました。  

 主な意見といたしましては、歴史的なものを含め、大きなものから小さなものまで

住之江区の自慢できる、あるいは各地域の自慢できる魅力をより効果的に紹介、発信

することが必要だろうという意見があり、これに対して区役所からは、地域の魅力に

ついては、区の広報だけでなく、企業、ＮＰＯとの連携を通じた情報発信にも取り組

んでいきたい。また、イベントと情報発信、両輪に魅力を向上させていきたいという

ご回答がありました。また、イベントなどの情報について、受け手にとって必要のな

い情報まで入ってくるので、地域別にフェイスブックなどで情報を発信してはどうか

と。さらに、区政モニターなどのアンケートについては、地域別に集計の結果を出し

てもいいのではないかといった意見もございました。これら委員からの意見に対し、

区役所のほうからは、情報発信の重要性については、十分認識しているところであり、

今年度より進めている広報紙さざんかの刷新を初め、より効果的な情報発信に向けて、

引き続き検討を重ねていきたいとのお話がありました。 

 以上、魅力・ブランド部会より御報告させていただきました。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。  

 それでは引き続きまして、安全・安心部会の古川部会長のほうからお願いいたしま

す。 

○古川委員 

 安全・安心部の古川でございます。  

 ５月２９日、午後７時から８時３０分の１時間半にわたり、部会委員６名中、５名

の出席に加えて、住之江警察、住之江消防署の方々のオブザーバー参加をいただき開

催いたしました。 
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 安全・安心部会において出された主な意見、質問につきまして、部会を代表して私

から報告させていただきます。  

 部会では、防災、防犯のテーマごとに２部構成で論議いたしました。まず、防災。

災害に備えるに関しまして、区民に対し防災関係の知識や情報について知らせていく

ことは非常に重要なことであります。区役所としてどのように取り組んでいるのかと

いう質問がありました。これに対しまして、区担当者からは、防災訓練を始め、さま

ざまな機会を捉えて備えるというチラシを配布して、また、出前講座や広報紙、ホー

ムページを活用してＰＲに取り組んでいる。引き続き区民への広報に努めていくとの

ことでした。 

 また、南港はなのまちでは、コスモスクエア駅付近に住宅ができたため、居住エリ

アが二分化されています。そのため、災害発生直後に南港桜小学校に避難することが

困難だと思われます。区役所としてどのように考えていますかという質問がありまし

た。区担当者からは、地域が主体となり地域の特性を踏まえ、防災訓練の実施や地域

の防災計画（わがまち防災プラン）の策定に向けて、取り組んでいただきたいとのこ

とでした。 

 次に防犯。安全に暮らせるまちづくりにつきましては、防犯カメラが公園に設置さ

れ、公園を利用する親子から安心できるとの声を聞いています。今後、防犯カメラを

ふやしていくのですかとの質問がありました。区担当者からは、子どもの見守りカメ

ラについては、平成２８年から３０年度の３年計画で進めている。引き続き市民局や

警察や関係機関と提携しながら、設置を進めていくとのことでした。 

 以上が部会で出されました主な意見、質問でございます。  

○深井議長 

 ありがとうございました。  

 最後に、福祉・健康部会の大磯委員のほうからご報告、よろしくお願いいたします。  

○大磯委員 
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 失礼いたします。杉村部会長はちょっと所用でおくれておられますので、かわりま

した大磯がこの前の部会についてお話をさせていただきます。  

 先日、５月３０日、７時半から９時３０分の２時間にわたって開催されました部会

ですが、主なものについてご報告いたします。 

 当日は部会委員６名全員及び６名の民生委員さんからの専門分野別会議関係者のご

出席がありました。主な意見等についてご報告いたします。 

 平成２９年度の目指す状態で、子育てに対する不安感、負担感が減っていると感じ

ることができる状態とはどのような状態をいうのかとのご意見がありました。区の担

当者さんからは、運営方針の振り返りの中で、子育て情報を入手しやすい環境、さま

ざまな子育て相談のニーズに対応できる充実した相談体制により、子育てに対する不

安感、負担感が少ない状態を目指すものとして説明がありました。  

 次に、就労支援について。生活保護受給者等に就労支援を行う事業者と介護人材コ

ーディネーターとの連携がうまくいってないとの意見がありました。また、介護事業

所に就労しても仕事がきつく、長続きしないとの意見もありました。区の担当者さん

からは、事業開始当初は、ご指摘のとおり２つの事業者間で連携がうまくいかない点

もあったが、その後、面接、同行支援を同時に行うように改善し、また、相互の情報

共有のため、毎月の連絡会を開催するなど、２つの事業者の進め方に齟齬がないよう

にしているとの説明がありました。  

 次に、ひとり住まいの方や徘回する高齢者の見守り体制を強化する必要があるので

はないかとのご意見がありました。区担当からは、個人情報保護の観点より、地域の

全ての方へ情報を流すことはできないが、地域における要援護者の見守りネットワー

ク強化事業として、見守り協定を締結している企業、民生委員さんなどへ徘回者の情

報をメールで知らせて、捜索協力を実施している。今年から警察において保護された

方のうち、同意のある人について、認知症高齢者等支援対象者として、区、区社協、

見守り相談室へ情報提供する制度が立ち上がり、大阪府警との連携について、協力体
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制が整いつつあるとの説明がありました。  

 また、区運営方針の説明の中で、見守りあったかネット養成講座の受講者について、

企業、学校等の幅広い層に広げる必要があると説明がありました。さらにＵＲへもア

プローチしていくとのことでした。  

 最後に、地域行事に参加する子どもが少なく、地域によっては町会未加入の家庭の

子どもは町会のイベントに参加できないところもあり、子どもの居場所がない状況に

ある。子どもの学力低下などについて、根底には貧困問題があると考える。子どもの

貧困対策として、区として思い切ったことを打ち出すことができないかとの意見があ

りました。 

 プランの改定概要説明の中で、平成２８年度に実施された子どもの生活実態調査の

結果や区内で子どもの関連の支援にかかわる人や団体にヒアリングを実施した上で、

区としてできることを検討するとの説明がありました。  

 以上、福祉部会からの報告です。  

○深井議長 

 ありがとうございました。  

 各部会で活発な意見交換をしていただきました。ありがとうございます。  

 各部会で出された意見につきまして、全体会議で共有をしたいと思います。 

 ここで、ただいまの各部会からの報告につきまして、西原区長から何かございまし

たら、お願い申し上げます。 

○西原区長 

 ありがとうございます。皆さん部会でのそれぞれの審議、それから意見集約、ほん

とにありがとうございました。  

 部会の中でも区役所のほうから回答はしておると思うんですけれども、私のほうか

らつけ足す部分等々がある分に関しては回答させていただきたいと思っております。 

 まず、先ほどの順番で行きます。まず、子ども・教育部会です。学力向上の部分と、
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それから育てる、それと生きる力という部分でのお話がありました。漢検、英検とい

う私はやっぱり中学までにこの社会に出る義務的な最低限の基本教育はしっかりと納

めていただきたいと思ってまして、そうは言っても勉強というのは子どもたちに強制

的にやってもなかなか身につくものではないと思っておりまして、漢検、英検という

のは、一つこれをもって学力向上ではなくて、１つの学ぶきっかけづくりかなと思っ

てます。こういうのがあると、第一歩を進んでいただけるのではないかなというのが

あります。そういう部分で何か、ほんとは個人の力が上がっていかないかんと思いま

す。もう一方、その生きる力の部分、これはキャリア形成というところで、私も非常

に関心を持っている部分でございます。勉強して社会人になっても、最近長続きしな

いという部分がありまして、実際、やっぱり小中学生の間からそういう社会へ出ると

いうことを教えていかないといけないと。これはなかなか学校の中でそれを成果出し

ていくというのは難しいのではないかなと思ってますので、この部分、区役所も連携

しながら一緒にやっていきたいと思っています。  

 この子ども時代における体験とか経験、これが大切だと思ってまして、我々昨年も

少しやってたんですけれども、例えば子どもたちにいろんな種を植える、要は小学校、

中学校の間にこんなこともできるんか、こんなこともやることもあるのかということ

を１つでも多く与えてあげたいと思っておりまして、例えばですけども、私の人脈で

もありますけれども、海外の部分、海外というものに対しての意識、グローバル人材

という時代ですから、そういうものを触れる機会の提供というふうにしてます。これ

からグローバル社会になって、学校で教えているのはこれが正しい、これが間違いで

あるということ。私自身これからの子どもたちが生きていく時代は正解がない時代、

正解がない時代にきちんとものを考える力をつけていただきたいなと思っています。

そのためには、やっぱり大きな視野と大きな考え方を持って、自分たちの力で考えて

答えを導く、これが大事なことではないかなと思ってますので、そういった日本では

当たり前、でもところ変わればというようなことも含めて伝えていきたいなと思って
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います。 

 それから、南港地域ではありますけども、今度、小中一貫、中高一貫というのがで

きる。これもグローバル人材というところでございます。例えば、プログラミング教

育であったりとか、そういう部分も含めて、これからの教育につながるようなことを

進めてまいりたい。ここでやることは、住之江区全体につなげていくということでも

あろうかと思いますので、そういう部分をつくっていきたいと思っています。私自身

もいろんな仕事をしてきましたので、何が好きか、これはもう早く見つけるのに越し

たことないんです。きのう、おとついの将棋の藤井君みたいに、中学生であの子はも

う保育所の時代に将棋で食っていくということを決めてたそうです、今日の新聞でも。

早いうちに自分の好きなこと、自分が達成できることをやっぱり見つけたほうが早く

それに導くんじゃないかと思うので、たくさんの中、何が好きかということをたくさ

んの世界から、たくさんの種から見つけていただきたい。そういうことは、ほんとは

例えば本を読んだりとかで出るんですけど、最近本を読んでくれないものですから、

私の少ない経験ですけども、そういうことも含めようと思って、実は今度、住之江中

学校で７月１日に私自身がキャリアのお話を中学校に向けてさせていただくと。いろ

んな仕事のあり方があるんだということで、皆さんが何かそこで見つけていただけれ

ばと思っております。 

 次、スクールカウンセラーの話が出ました。なかなかこういうことを各学校でもや

っているんですけども、これは難しいことで、本当に必要な方はなかなか、情報を得

ていただけないというのがあります。積極的に今後もこういう情報を得ていただくた

めの努力はしていきたいと思っています。もちろん、広報紙を含めて。スクールカウ

ンセラーに関しましては、今、各教育機関は教育相談ということで、教頭を窓口に一

応、受けられるようにしたんです。なかなかそういう困っているなという人がなかな

か相談に来ていただけない。もっと下がりますと、幼児の虐待なんかでもそうなんで

すけども、お母さんが困ったときに助けていける場所を持っていれば、そんなことは
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起こらないんですけども、いわゆるアンテナすらないということで、自分が悪いんだ

というふうになっていったりとかすることもありますから、子どもたちが自分の思う

とおり育ってないことに対して、やっぱり相談をするというその第一歩を踏んでいた

だけないことがあります。この辺は我々はしっかり皆さんに伝えていかないといけな

いし、この辺は地域の方々とも一緒にそういう方々をそういう第一歩に進んでいただ

くようなこともしていかないといけないなと思っています。  

 それから、スクールソーシャルワーカーにつきましては、今年度から進めてまいり

ます。区に１名配置しまして、今、月水金週３日で勤務しまして、区内の２２の小中

学校に訪問して、各学校の状況把握、また、いろいろ相談、個別のケースがあります

ので、その相談について学校と連携しながら進めていくということでございます。た

だ、学校関係の方々はおわかりだと思いますけど、すごく課題が多様化しておりまし

て、非常にこれだけではなかなかうまく解決できないケースもあるんでございますけ

ども、私自身もやっぱりどんな子どもでもしっかり成長して、この社会で育っていっ

ていただく、これは権利というかそのチャンスがあると思ってますので、それをそう

いういろんなカウンセラーなりスクールソーシャルワーカー、そういう課題がある、

問題があるということを一つずつ解決していきたいと思ってますので、先ほどありま

した不登校の問題とかもいろんな課題が１個でなくて、複雑なケースもいろいろあり

ます。ただ、それで学校に行けなくてその人生を終えるようなことはしてほしくない

ので、その辺はしっかりと連携して我々でやっていきたいと思っています。教育担当

だけではなくて、区の子育て支援、または家児相等々、その辺とも連携をしながら、

これからもしっかり進めていきたいなと思っていますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、魅力・ブランド部会。情報発信のテーマがありました。情報発信、皆さんの

お手元にもあるかと思います。広報誌さざんか、今年からちょっと予算をたくさん取

りまして、ページ数をまずふやします。それから、両Ａ面というか、表紙側で、裏は
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地域のことです。これ地域のほうもこれずっとこのページを持っていく、いわゆる両

方Ａ面というやり方で毎月やらせていただいています。特にこの地域のページのほう

は、地域のいろんな魅力の発信というものを使っていきたいと思っています。我々と

しましては、ＳＮＳ等いろんな情報発信があると思っているんですけども、なかなか

行政のＳＮＳ等々にはなかなかタッチしていただくことも少なくて、そういう意味で

は我々の発信の一番のもとはこの広報紙だということを昨年度、改めて我々として共

有して、この広報紙の充実を図っています。私の思いとしては、今、ここにいる方は

毎月毎月、一生懸命読んでいただいていると思うんですけども、興味のない方はこれ

をやっぱり見てないです。私の思いは、とにかく捨てられない広報紙、要は新聞とか

だと読まずにほられないような広報紙ということを目指してやっていきますので、ま

た皆さんからもご意見がいただけましたらと思っております。情報発信につきまして

は、今の世の中の若い人の情報発信というのは、一方的に何かＳＮＳで行政がばっと

出したりとか、テレビでばっと出したりということではなくて、要はそのＳＮＳとい

う携帯を使って、人から人へ、いわゆる昔の口コミがインターネットの中で行われて

いる。要は、そういう部分がありますので、例えばこの地域のこんなものがいいよと

いうのが、どんどん広がっていくようなそういう仕組みというのが、皆さん地域とか

そういうところから膨れ上がっていったらいいのかなと思って、先ほども説明があり

ましたけども、例えば行政からという発信はなかなか皆さんタッチしてくれないので、

例えば企業とかＮＰＯとかいろんな手を借りて、さらに人から人へと伝わることをこ

れからも何か機会があるごとにやっていきたいなと思っておりますので、ご理解いた

だければと思います。 

 次に、安全・安心部会のほうです。これも防災、私の感覚ですけども、災害に関し

ては、区役所がやる部分というのは、やはり準備に対する啓発を我々しっかりしてい

かないといけない。住之江区は湾岸地域で、海に近いところではあるんですけど、ま

だまだやっぱり私の感覚で皆さんの意識が高いとは思わないところがあります。私あ
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っちこっちでほんとに言うんですけども、ここにいらっしゃる方は大丈夫と思うんで

すけど、例えば非常用の備蓄品とか持ち出し品とか、それから家具の転倒防止とかい

う部分、これもしっかりやっていただかないと、いざ災害が来たときにはもう来てし

まったら遅いなと思ってますので、その部分を広報紙でいろいろ取り上げています。

皆さん、例えば防災に熱心な方では、まだそんなことを書いてるのと言われるときあ

るんです。でも、もう何回も何回も同じことを、この基本的なことを書いていかんと

できてないんかなと思ってますので、特に例えばマンションとかも多いんです。家具

の転倒防止なんかは私、防災訓練に行ったら必ず住之江区の救急車は３台しかないん

ですと。家具の下敷きになったら助けに行きませんからねという話をしてます。だか

ら、そこはご自身でそういうことにならないように生き延びてくださいねと。まずそ

こは生き延びてくださいねということ、これはもう準備でしかないと思ってますので、

定期的にいきたいと思ってます。 

 それから、マンションなんかの場合は、避難場所に行かなくて、恐らくですけども

マンションの中で生活をされるほうが楽というか、プライバシーも安全ですし、でも

そうしようと思うと備蓄が要るわけです。そういうものも１週間備蓄ですよという話

もさせていただいています。要は、災害が来たときに、いかに乗り切れるかというこ

の準備の啓発をこれからも繰り返し、繰り返しやっていきたいと思ってます。  

 それから、防災計画、要はその地域によって避難場所が遠いとか、この辺は各地域

特性がありますので、各地域の防災リーダーを含めて地域の方々と策定をしていただ

きたいと思っておりますので、その地域事情に沿って、皆さんがほんとにここがいい

とか、ここにしたいとかという話をこれからも我々担当と進めていきたいと思ってま

す。それからやはり、訓練、これは大事です。こうするんだよ、ここに行かないとい

けないんだよとか、わかっていても、やってないといざというときには動かないと思

ってますので、この防災訓練もやはり参加者はまだまだ少ないと思ってますので、防

災委員の方々と一緒に進めていきたいと思っています。区役所としても、今年から防
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災担当の課長代理を置いておりまして、強化しているつもりでございますので、その

辺はしっかりやっていきたいと思っています。  

 それから防犯のほう、カメラにつきまして、監視社会と言われる部分はあるんです

けども、やはりカメラがあることで犯罪が減っているという部分はありますので、そ

の辺は引き続き進めていきたいと思っています。それから、警察との連携という意味

でも、最近は路上の犯罪は少し減りつつあるんですけど、やはり特殊詐欺的な部分が

ふえておりますので、私も経営納会とか行きましたら、嫌と言うほど「区役所はお金

は返しません」みたいなことを言うんです。ほんとは返還することもあるんですけど

も、それぐらい言って詐欺に遭わないようにということの取り組みを。この辺はほん

とに防災、防犯は皆さんの心がけをいかに我々区役所として啓発していくか、そして

警察と消防と連携していくかということですので、引き続きこの辺はしていきたいと

思っています。 

 最後、保健福祉の福祉・健康部会のほうで、子育ての不安、それから負担の解消と

いうことでございます。地域の方々にもほんとに協力していただきまして、子育てサ

ロンとかもほんと充実しております。私も何回か見に行きましたけども、海外から日

本に初めて来て、お母さんが日本語もなかなかできない方も子育てサロンに来ていた

だいたりとかしているのもお見受けして、非常に一生懸命頑張っていただいているな

という、もう感謝の思いでございます。今年度、区役所としましては、これはもう打

ち上げていることは、もうとにかく待機児童、これをゼロにするということでござい

ます。どうするかということですけども、今後の状態でございますけども、８０人規

模の認可保育所、これを１カ所、これはもう事業者が決定しました。それから、小規

模保育ということで、１カ所事業者は決定。それから、応募事業所さんのところは１

カ所、そしてもう１カ所は区役所に、これはもう新聞でも見られたと思いますけど、

区役所の中に１カ所ということで、これも公募中ということでございまして、今、そ

ういう形で合計４つの保育所をつくりまして、これで何とか待機児童ゼロと住之江区
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は持っていきたいなと思ってますので、まずはそこからが子育ての負担の解消の第一

歩ではないかと思ってますのでよろしくお願いします。  

 それから、見守りの部分でした。高齢者のひとり暮らしが多いということがありま

して、これも地域の皆さんにはほんとにお世話になっておりまして、民生委員の方々

等々やっていただいていると思っています。プラスアルファ我々としまして、企業の

方々とも連携協定を結ばせていただいています。ちなみに今、５つの企業と締結を結

びまして、布亀さん、置き薬の会社です。それから一二三工業さん、地元の会社です。

それからヤクルトさんです。それからレオパレスさん、賃貸の。それからもう一つ、

住宅の大阪市住宅供給公社ということで、そういう方々が日ごろの仕事の中から、仕

事をしながら何か例えばですけども、この家何か朝刊たまってるな、新聞たまったま

まやなと思ったら、インターホン出てきいひんな、いてはるはずやのになみたいなこ

とをやっぱり気づいたときにどう連携できるかということをやると。実際にマンショ

ンで管理人さんに連絡されて、ドアをあけたら男性が意識はあるけど倒れていたと。

発見して助かったというケースもあります。そんなところをなるべく１軒でも対処し

ていく。仕事の中ではあるけども、毎日、毎日例えば同じところを通っていると、変

化に気づくことってやっぱりあると思うので、そういう部分をやっていただこうとい

うことで連携をさせてもらおうと。  

 実は４月２６日に企業の皆さんが集まっていただきまして、私と副区長が行きまし

て、意見交換もさせていただきました。要は、各企業の中でやっていることをその企

業同士で話し合うことで、そういう見方もあるよねということを連携させていただい

て、意見交換させていただいて、また、皆さんの活動にも結びつくのかなと思ってお

りますので、そういう企業連携もさせていただいております。  

 それからあと、最後に去年実施しました子どもの生活実態調査、いわゆる子どもの

貧困問題ということでございまして、これも今、どういう状況かということで、環境

とか課題を把握するためにいろいろ我々のところで打ったやつですけども、今後先ほ
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ど何か大きなことと言われてますので、区内で子どもに支援をされている方々、関係

者の方々に協力いただいて、大きな意見交換会みたいなことを開催したいと思ってお

ります。その部分、いろんな関係の団体の方々の意見を聞きながら、解決策というよ

りも、まずはそういう人たちがもっともっと連携することで、何か見つけることがあ

るのではないかと思ってますので、そういうことをやっていきたいなと思っています。

また、そういうことでその意見交換会でいろんな出されたこと、これはまた、区政会

議に報告させていただこうと思ってますので、皆さんのこの中でも、部会の方々にも

またご参加いただこうかなと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 長くなりましたが、ざっと今、私のほうから追加としてお話しすることは以上です。 

○深井議長 

 西原区長、ありがとうございました。  

 ただ今、各部会からのご報告を受けまして、ここで各部会を越えまして、各委員さ

ん方から何かご意見等がございましたら、お伺いしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 何かご質問、ご意見はございませんでしょうか。  

 どうぞ、伊達委員。 

○伊達委員 

 伊達と申します。今、子ども・教育部会のほうに入会させていただいていまして、

前回、各部会の福祉・健康部会のほうも見学させていただいたんですけども、子ども

に関する情報というのは、両部会で同じような内容が取り上げられているということ

で、情報が重複していて、かといってお互い共有できていないと思うので、ちょっと

この辺、部会が今４部会、子ども・教育部会と福祉・健康部会と魅力・ブランド部会

と安全・安心部会の分け方というのをどういうあれで切られているのかなと思いまし

て、子ども・教育部会は、教育だけではなくて多分、子どもの教育以外のことをお話

してもいい部会だと思うんですけども、その辺の区分けの仕方をどういう基準でされ
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ているのかなというのをちょっと知りたいなと思いました。  

○尾田事業推進担当課長 

 そうですね、４部会という形でございますけれども、テーマは住之江の将来ビジョ

ン、育てる、楽しむ、支える、備える、その大きな４つの柱という部分の中で、部会

もそれに沿った形で設けているんですけど、伊達委員さんおっしゃるように、子ども

という部分の形の切り口で行きますと、当然、児童福祉という分野につきましては子

ども教育という中に当然、ビジョンのほう入っております。ご指摘、この前の各部会

のほうでもご指摘いただいていたと思いますので、今後、各部会を開催するときに子

ども・教育部会につきましては、うちの福祉部門も必ず、この間も出席したんですけ

れども、その場に入って答える話もきっちりできるような形でさせていただこうと。  

○伊達委員 

 ちょっと違うんですよ、ごめんなさい。４部会で子どものことを取り上げているこ

とに言うたら無駄があるのではないかということなんですけど、１つにちょっと絞れ

ないのかなと。 

○尾田事業推進担当課長 

 児童という系列で言えば子ども・教育部会という形になると思います。 

○安藤副区長 

 これは整理させていただきます。まさにここの意見整理表を見ても、この子育て環

境の充実がこれは子ども・教育部会に、私もこれを見ながらこのテーマは子ども・教

育部会のテーマなのか、福祉・健康部会のテーマなのか、確かにちょっと紛らわしい

ところもありますので、これは今年度後半からはまた新しい、とりあえずもう今の体

制はこのままでいきますけれども、新しい体制になるときに合わせてそこらあたりは

少し明確にさせていただく必要はあるかなというふうに考えております。  

○深井議長 

 ありがとうございました。 
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 ただいまの以外に何かほかございませんでしょうか。  

 はい、大磯委員、どうぞ。  

○大磯委員 

 済みません、失礼します。今の伊達さんのご意見を聞いてたんですけども、私たち

福祉・健康部会に関しても、問題点がすごく多くて、時間がほんとに足りないという。

全体会が多かって、部門別というのがなかなか去年は１回ぐらいしかできなかったと

思うんですが、今年ですね、１回ぐらいしかできなくて、なかなかやっぱりもっと突

っ込んで考えていかなあかん部分が、なかなか考えられない、時間がないというのが

すごく感じました。なので、難しいですけど、どう分けるのかとかそういうのもある

かもわかりませんけど、いろいろ問題点がほんとに多いので、どういうふうに分けて

いくかというのを考えていただきたいと思います。  

○深井議長 

 ただいまのご意見につきまして、区役所のほうからありますか。  

○西原区長 

 これはそうですね、皆さんのご負担にはなるかもしれませんが、時間、部会は１回

に限るというのはないので、捉えていただいてもいいと思うんです。分け方というの

も先ほど議論がありましたけども、これはやっぱり最近、例えばですけど、この福祉

の見守りの部分と防犯の部分と、要はいろんな部分が共存というのかつながっている

部分というのはたくさんありますので、どうしても切り分けというのは難しいと思う

んです。私らの区役所の中でも教育と今、福祉のところについてはすごくつながって

やっています。この分け方というのは非常に難しいところがあるんですけども、私は

どちらかというと、かぶっているという話もありましたけども、それぞれで福祉的な

視点で先ほどの子育ての話をしていただいてもいいですし、教育の視点で子育ての話、

それがこういうところで重なり合うことでまた違った視点が出てきてもいいのかなと

も思ってはいるんです。それだけ今、重要なテーマなんだなということを私も理解で
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きますし、その部分はちょっと無駄だという意見もありますけども、それはそれぞれ

福祉の方々は福祉的な部分で、その子どもたちのことを考えようとされるだろうし、

子育ての部分は子育てとか教育という視点で考えている、結果的に対象のものという

か人というのは似ているかもしれませんが、そういう部分はあってもいいのかなとは

思っています。ちょっと部会によって、その量があるというのは、先ほど安藤副区長

からありましたように、ちょっともしその辺は１回整理はさせていただこうかなと思

っていますが、この部分、この部分ということはなかなかきっちり分けられないとい

うのが正直、我々としても現状かなと思っているのも実情でございます。  

○深井議長 

 ありがとうございました。  

 それ以外にご意見。 

 大津委員、どうぞ。 

○大津委員 

 済みません、防災訓練について少し考えているというか、はてなと思うことがある

んです。先ほど区長さんからも防災担当課長代理さんですか、増員いただいて、力を

入れてますという話でいただきました。去年、今年とは地域の防災訓練があります。

避難所開設訓練を中心とした訓練を２回やらせていただいて、大変にそれはよかった、

勝手が大体わかってきたなという気はいたします。危機管理室の専門家が来てくださ

って、いろいろコーチしてくれたり、だけど、それをよく見ていると、その内容とい

うのは大阪市の標準的な訓練内容ではないのかなという気も一方ではしております。

ひな形ですね、訓練の内容等を見ますと。安立町に特化して申し上げると、ある下町

で路地裏の１軒が崩れたらもう誰も奥の通りの人は、家の人は逃げてこれないことに。

狭い間を通った町です。そういう町の立地条件とかそういう特徴とか、そういったも

のを加味した訓練をつくっていってもいいのではないだろうかという気は非常にいた

しております。 
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 それと、どこの地域も一緒かと思うんですけれども、この訓練に参加している人は

いつも同じ顔ぶれでありまして、顔なじみの人が毎年やってくるということでござい

ました。代表選手が防災訓練に参加して、各地域ともそうではないかと。住之江区の

防災力を高めるためには、全員というと十数万人がそんな参加できるわけがないんで

すけれども、向こう三軒両隣と昔から言われるんですけど、そういう言うならば町会、

地域の何軒に１人ぐらいは防災訓練に参加すると。それからもう小学校をうまく管理

するというか、５年計画とか７年計画とか長いスパンで地域の向こう三軒両隣の１人

ぐらいは、その間に防災訓練に出てきておるというような姿ができないのかなという、

訓練を受けながらふと住之江区の防災の能力の向上というのは、代表選手では務まら

ないのではないかと。そういうお世話をする係は、もっともっと技術を高めていかね

ばならない、腕を上げていかないといけない。開設所の運営能力を高めていかないと、

これはもう専門的にもっともっと勉強しないといかんのです。一般の人のそういう訓

練への参加を形づくれないのかなという気が非常にこの２、３年一生懸命やればやる

ほどこの辺については、長期計画を立ててやってもいいのではないかなという気がし

ております。これはお尋ねするというよりも、恐らく各地で似たような傾向があるの

ではないかなと、そういったところです。  

 以上です。 

○西原区長 

 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、私自身ももっと先ほど言いましたよ

うに、参加者をふやしたいと思ってますし、そこら辺をしっかりやっていきたいと思

っています。また、取り組み方、各地域の特性というのは、それはもう防災リーダー

さんと我々相談しまして、きっちり形をつくっていかな、それぞれに合わした形でつ

くっていくべきだとそう思います。ただ、今の段階だとやっぱり基本的なことが第一

歩ですので、今、危機管理室がやっていることというのは、大阪市の一番基本的なや

り方です。これは変えていっていただいて全然、結構やと思います。地域の方とうち
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の担当とその辺を成熟していけば、どんどんどんどん精度を上げてやるべきだと思っ

ています。うちのメンバーもその辺をしっかり考えているので、多分、折原さんのい

い答えを聞こうと思います。  

○折原防災担当課長 

 貴重なご意見ありがとうございます。防災担当折原と申します。  

 先ほど大きく２点、大津さんのほうからご指摘があったと思ってまして、１つはそ

の地域の特性に合った防災訓練の実施ということで、実は住之江区のほうでは、昨年

にやった１４地域で、全ての地域で開設訓練ができるようになったところでございま

す。先ほどもちょっと区長からのお話もあったんですけども、この訓練をやっていろ

いろ課題は出ていると思います。それぞれの地域にいろんな課題があるからです。安

立であれば、先ほどおっしゃっていただいた課題もありますし、ほかの地域であれば

また違うので、今度はその課題を加味したわがまち防災プランというのをつくってい

ただこうというふうな次のステップに取りかかりたいと思っています。今年度は、少

なくてもというか、できれば各地域でわがまち防災プランの策定の着手にかかってい

ただきたいと思っておりまして、これができたあかつきにはその各地域の特性に合っ

たプランに基づく防災訓練というのをやっていこうという形で。ちょっと今すぐにと

いう形ではないと思いますけども、徐々に徐々にちょっとステップアップ、レベルア

ップを図っていきたいなというふうな、そんな考えを持っておりますので、各地域に

おきましてもいろんな課題とかあると思いますが、その辺は我々も支援させてもらい

ながら、一緒に乗り越えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 それから、あと２点目の参加者の件なんですけども、これは非常に我々も苦慮して

おりまして、各地域も同じように苦慮されているというふうに思っております。去年

でしたら、とある地域ではちょっと試しにこういうふうなＰＲとか掘り起こしとかい

うふうな形でやってみようかということで、ちょっといろんな試しながらやっている
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というところが実情でございます。ただ、幾ら申し上げましても、我々がやれる力と

言うのは限られておりますので、我々もどんどんどんどん協力はさせていただきたい

し、それから、とことんいろんな形でいきたいと思っておりますので、この辺はちょ

っと地域の実情もあると思いますので、ちょっとその辺一緒に知恵を出しながら。区

として行くにはワークショップとかいろんなことをやらせていただくので、その辺で

皆さんのアイデアをいただきながら取り組んでまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。  

○西原区長 

 安立の関係はさっき聞かれたように、小学校の土曜授業と連携して、これがなかな

かよくて、単純に防災訓練すると、ほんとに誰が助けるんですかというぐらい高齢者

が集まってえらいことになるんですけども、やっぱり小学校の方側の生徒がいるとこ

ろでやったら保護者も来ますし、保護者なんかは例えば初めて、大阪でもやってるの

かというような人たちが集まったりしますので、そういうのも一つ工夫かなと思って

います。そういうのをやることによって、世代を超えた人たちがいろいろ来ていただ

ける場合があるという。ただ、現状としてやっぱり一番４０、５０世代が非常に少な

いなというように思っております。小学校でやると、２０、３０代のお母さん方は来

ていただけるんですけども、子どもとお母さん方です。間飛んで高齢の方が来られる。

そうすると、実際起こったときに一番動ける世代が実は防災訓練に来ていただけてな

いというのは、これ住之江区どの地域も現状だと思っています。いわゆる会社、仕事

が一番ノリに乗っている世代的な方々がなかなか休みの日にわざわざ防災訓練に行く

という、企業が関わってないというのが現状ですので、その辺はちょっとこれから打

破していくことを考えていかないかんなとは思っています。  

○深井議長 

 ありがとうございました。 

 ほかにご意見。 
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 小髙さん、お願いいたします。  

○小髙委員 

 小髙です。よろしくお願いします。私のほうからは、各部会とも同じように広報、

知らせるというのを、伝えるというのが非常にどこでも困っているのかなと。何を言

うても伝わっていかない。広報紙だったら広報紙を媒体としても、ここの載る紙面と

いうのがこれだけしかない。たしかに、みんなの情報はいっぱい集めると、これって

いうのは非常に少ないんですけども、ただ自分が欲しい情報というのは、限られた情

報だけなのかもしれないというのがあるので、情報の伝え方というのは、少し視点を

持って見てもいいのかな。これは各全体に共通するものですから、昔やったらテレビ

やラジオやそれから今やったら携帯というものに頼るんですけども、何かにつけて小

さなエリアでの情報の伝わり方というのは、マンションの場合やったら１階のみんな

が通るところの掲示板というのが一番有効だし、あと、駅前やったら駅前の掲示板と

いうのが意外と有効な働きをするので、紙の媒体で文字数が少ないという部分という

そういう伝え方というのに一つ工夫が要るんと違うかなと。一番よく伝わるのが、喫

茶店での口コミ、みんなのうわさ話に持っていくというのは、そこが一番よく伝わっ

ていくという。ただ、口コミでやりますと、間違った情報もしっかりと伝わっていき

ますので、そういう情報の伝え方というのについて、何か検討して工夫できるという

のをできないかなというのが一つ課題としてあるん違うかなと。だから、携帯やとか

何とか、高齢者になるとそこのところは使えないし、見たこともない。ただ、大きな

紙で字で書いてあって、張り出してあったらちゃんと見落とさんと来てくれはります。

というそういう部分があるので、その辺の伝え方というのを少し工夫できるようなこ

とを検討いただいたらいいのかなというふうに思います。  

 以上です。 

○西原区長 

 今、各地域でも地域の広報的な部分で一生懸命頑張っていただいていますし、我々
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まちづくりセンターもそういう各地域の広報づくりのところでも非常に協力をしてい

ます。今言われたように、非常に大事な部分で、いわゆるそのポスター的なものも非

常に効果があるというのをわかってます。また、チラシとかそういうものが効果ある

とわかってますので、そういうものを使いながら、私どももきっちりこの少ないペー

ジとは言いながら、伝えることがたくさんありますので、毎月どれを残してどれを載

せるかというのは検討してやっているところでございまして、今の意見も含めながら

さまざまな形態を使いながらやっていきたいと思っていますので、今後またこういう

のはいいよというのがあればまた、教えていただきたいと思います。  

 ありがとうございます。  

○深井議長 

 どうもありがとうございました。  

 貴重なご意見、ご提案等々ありがとうございました。  

 時間的なことがございますので、この全体会で皆様の貴重なご意見をいただきまし

て、委員の皆さんで共有できたと思います。 

 それでは、恐れ入りますが、ここでアドバイザーの議員の方からご意見を頂戴した

いと思います。よろしくお願いいたします。  

 それでは、最初に永井府議会議員のほうから順番にお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

○永井議員 

 お疲れさまでした。ありがとうございました。  

 ちょっと私からも何点か意見を述べさせていただくんですけれど、どこの部会なの

かわからないですけど、これ委員の皆さんの知恵と本市の方々のお知恵もお借りした

いんですけど、ごみの問題がいつもあるかなと思っているんです私。地域の公園に、

私の事務所近くには２つほど公園があるんですけど、結構ごみがあるんです。たまに

掃除したりするんですけど、１週間ぐらいたったらあっという間にまた同じ状態にな
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ると。ごみは大人がどう考えても捨てているようなごみと、どう見ても小さい子ども

が捨てるようなお菓子のごみとかが必ずあるんです。あと、こういった問題だから、

小学校とかの近くの要はそのごみとなるもとを売っているスーパーとか商店街、もし

くはコンビニ、そういうところと一緒に定期的にごみ拾いをするなどして、考え方を

変えていかないと永久にこのごみは減らないのかなと思いまして、まあ何かいい方法

あったらなと思っています。それとあと、ごみの問題は公園だけではなくて駅の周り

ですね、玉出駅とあと住之江公園にしても、特にすごいんですけど、たばこの吸い殻

ですね、あれはまた物すごい量があるんです。これはそもそも歩きたばこをしてぽい

と捨てるのが考えられないんですけど、玉出駅とかだったら小学校の通学路になって

いると思うんです。北粉浜小学校のたちがいつも歩いて行くんですけど、子どもが歩

いている横でまずたばこを歩きながら吸って、それを目の前で捨てるというすごいこ

とをやる大人がいるわけで、こういうのも何らかの方法をとって減らしていかないと、

そもそも危ないですし、景観も非常に悪いと、そういうふうに思ってます。人がちょ

っと住んでないエリアも結構ごみが住之江はあって、これも簡単には解決しないんで

すけど、例えば南港の海の時空館のほう、結構産業廃棄物みたいな、電子レンジとか

ベッドが捨てられている場合もあったり、あとは南港東をもうちょっと行ったかもめ

大橋のほうに行っても、結構、歩道に余り人が歩かないから掃除する人もいないんだ

と思うんですけど、多分、トラックとかの運転手の人が窓から捨てるんでしょうね、

空き缶とかコンビニの袋ごとどんと捨てられているというのがあるので、これもちょ

っと取り組んでいかないといけない問題があります。  

 ちょっとまだあるんですけど、あと発信のところです。フェイスブックとかツイッ

ターでいろいろ発信されて、いいね数とかフォロワーがふえているということなんで

すけど、これはある種、紙媒体ではできないような発信の仕方をこのネット、ＳＮＳ

でやっていいと思うんです。同じような内容を発信していても、多分余りいいね数と

かふえないかなと思うので、例えば熊本のくまモンですね。ちょっと区役所とは違う
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んですけど、くまモンはフォロワーは６０万以上いるんです。予算を大分つけて熊本

はやっているので、それぐらい行くのかもしれないですけど、やっぱりそこに行かな

いと見れないというか、広報紙には載ってない、紙媒体では載ってないというような

情報をどんどんネットで発信していくのもおもしろいのかなと思っています。  

 あと、防犯カメラのところ、この場で解決できる問題なのかなと思うんですけど、

これは結構シンプルな問題で、公園に確かにいっぱい自動販売機とセットで防犯カメ

ラが今ついていると思うんです。何ですか、ちょっと角度というかあれつけ始めたば

っかりだから、余り検証してないのかわからないんですけど、防犯カメラの角度がこ

のラインはおかしいだろというのが結構あるんです。私の事務所の近くにある公園の

防犯カメラなんですけど、木が生えていて葉っぱが生い茂っているんです。そっちの

ほうを向けてるんです。これどう考えても何か事件があったときに、防犯カメラを見

てみようかと。何も映ってませんでしたとなると思うんです。なので、始まったばか

りなので、そういう検証をしてないのかなと思うんですけど、しっかり角度とか本当

に効果的な方向を向いているのかというのも一回確認してもいいのかなと思っていま

す。 

 済みません、長くなりましたけど、以上です。 

○深井議長 

 ありがとうございました。  

 それでは、片山市会議員。 

○片山議員 

 片山です。 

 １日で５月２５日と部会がこのような議論をされているということなんですが、議

員の場合は日々陳情がございまして、いろんなことが私のところに情報入ってきて、

苦情というんですか、そういうことは入ってくるんですけど、なかなか市民の方々に

なると、そういう情報というのは入ってきにくいのかなというふうに思います。そう
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いう意味で言うと、日々生活していただいている中から流していただくという形にな

るのかなと。そういう意味で言うと、なかなかそれぞれの部会に合致したああいうも

のが出てくるのかなという部分もあって、なかなか難しいのかなというふうに思って

おります。 

 けれども、皆さんのほうのご意見をいただいて、これはまだ区長がその運営に当た

り、さまざまなことに反映していけるだろうかというふうに思ってますので、今後と

もぜひ市民感覚でやっていただきたい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。 

○深井議長 

 ありがとうございました。  

 それでは、岸本市会議員、お願いいたします。  

○岸本議員 

 皆さん、こんばんは。どうもありがとうございます。 

 私のほうからは学力向上についての今、私個人としてもしっかり読ませていただい

ているんですけれども、２０１５年のいわゆる全国学力テスト、皆様新聞等でご存じ

だと思うんですけど、大阪は４５位です。それに同じくよく見ていくと、小学生の自

己肯定率、自分自身に自信が持っているかどうかという肯定率なんですけれども、こ

れも４２位と３位ぐらいです。中学生に至っては４７位で一番最下位です。そういう

こともありまして、逆に学力の高いところ、いわゆる秋田とか福井とか石川県という

のは、やっぱり自己肯定率というのも１位、２位、３位、そこら辺になっています。

いわゆる学力、正解率が高いから自己肯定率が高いのか、逆に自分自身に対しての自

信があるから、学力が上がっていくのか、それのどちらか、卵か鶏かいう話になって

くるとは思うんですけれども、やっぱりいわゆる自分自身にお子様一人一人が自分自

身に自信を持ってもらえるような、そういう取り組みがやっぱり大事なん違うかなと

いうふうに感じさせていただいています。  
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 もう１点は、先ほど区長のほうからもありましたけれども、昨年にいわゆる子ども

の貧困に対してのアンケートをとらせていただいて、今年にアンケートの調査結果が

出ましたのを多岐にわたっていろいろな項目でアンケート調査をされてますけれども、

その中で私１点気になったところがありまして、それがいわゆる困ったときに、悩ん

だときに誰に相談しますかというそういうアンケートがあったんですけれども、大体

のお子さんは、１位は親に相談する、または学校の先生、担任の先生やそのほかの先

生に相談するという、一番多いんですけれども、私が気になったのは、誰に相談して

いいかわからないというお子さんもいらっしゃれば、もっと言えば誰にも相談したく

ない。悩んでるけれども、誰にも相談したくないという、そういうお子さんがその２

つを合わせると、大体２０％ぐらいになるんです。５人に１人はそういうふうに悩ん

でいるけどどこに相談していいかもわからない。また、悩んでいるけれどもどこにも

相談したくない、もう自分自信の殻に閉じこもっているという、そういうお子さんが

５人に１人はいてるんやという、そういうデータを見たときに愕然といたしました。

そういう意味でもほんとにこの未来の宝であるこのお子さんたちが、何らかの形でや

っぱり地域につながっていく、そういう取り組みというのをこれはまた住之江区から

もどんどんどんどんやっていかなあかんのと違うかなというふうに感じさせていただ

きましたので、また皆様とともに知恵を出し合いながら取り組んでまいりたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。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。  

 それでは、髙野市会議員、お願いいたします。  

○髙野議員 

 こんばんは。ご苦労さんでございます。  

 今日の各部会からのご意見、集約をいろいろ聞かせていただきました。結局、各部

会とも共通して求めておられるのは、情報の共有化、情報の徹底、情報の集約、こう
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いったことがいろいろな面でまだまだでききってないということで、こういうことに

注力をしなければならない。そういうことが結果的にこの各部会で出されたいろんな

ご意見がですね、この区の区政を発展させる、区政を充実させるという、各部会のテ

ーマが福祉でいうたら、それを今度、横串にして、一つの束ねた形で大きな区政を支

える力になると私は思いますので、この情報の共有化について全般的な意見として、

これは取り組んでいかないとならない。非常に時間はかかります。緻密な作業も要る

と思います。しかし、これを乗り越えていかなければならないと思っております。  

 特にこの情報の共有化の中で一番私が前から思っているんですけど、この町会に入

っている人が、未加入の方が非常に多いということです。ひどいところなんか半分も

町会に入ってない。７割、８割でしたらあれですけど、町会の体をなさないような区

域もあるというようなことになってしまうと、例えば先ほどからもお話が出ているよ

うに、高齢者の見守り、あるいは子どもさんの見守り、そしてまた、災害のときにも、

防災訓練のときにも何かしようと思っても、全然情報は町会に入ってないもんだから、

情報は全然行き渡ってない。避難するのどうしたらええんかも伝えられてない。やっ

ぱりこの町会の未加入をいかに減らしていくかという努力は絶対にやらなければなら

ないのではないかなと思います。  

 それから、ここの会議でまた区政モニターの地域別、やっぱり地域各１４連合です

か、連合ある中で、やっぱりそれは当然いろんなニーズとかですね、違うと思います。

この辺がどない違うのか、一回集計して見て、その違いを把握していくという。非常

にこの取り組みは有意義なものになるのではないかと思います。  

 非常に具体的な話で、私も今日まさに思ったんですけど、例えば、この南港のはな

のまちの小学校の区域なんて、このコスモスクエアのマンション群ですね。何かこの

大きな被害があったときに、災害があったときに、南港桜小学校に避難、当然できな

いということで、２キロぐらい距離があるわけですから。例えばこれ民間の医療大学、

森ノ宮医療大学なんかがグラウンドもあり、体育館があり、そういうところとこれ連
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携できるかどうか知りませんけれども、何か基本協定結んで、災害協定を結んで、そ

ういうところをいざというときには使わせてもらえるように、緊急避難的なことがで

きるような、そういう研究もしていかなければならないのではないかと思います。 

 こういうことをやりながら、せっかくこないして皆さんに時間をとっていただいて、

こういう区政会議を続けておられる。何か少しでも具体的に解決できる、１つでもい

いですから、何かできるような課題の絞り込み、これは今年で区政会議何年目なんで

すか、３年目、４年目ですか。５年目ですか。だから、もうずっと５年前からいろん

なご意見が出ていると思いますので、そういった５年間のその中で、共通した中で、

これはやっぱりそろそろ解決していくような道筋をつけなくてはならないというのが

あるのではないかと思います。そういう過去の履歴も調べながら、少しでも実現でき

ることを皆さんの協力によってできればほんとによりよい自分たちの町のためにやっ

ていくという意欲もわいてきますし、また街がさらに充実してくるようになるのでは

ないかと思いますので、そういう観点からこれからこの区政会議のためにいただけれ

ば、非常にありがたいと思います。  

 以上でございます。 

○深井議長 

 各議員の皆様、貴重なご意見ありがとうございました。  

 それでは、皆様方には本日の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す。  

 最後に、西原区長より一言ご挨拶をいただきたいと思います。  

○西原区長 

 その前に、今のアドバイザーさんからのあれで答えられるものはありますか。  

 防犯カメラの位置がおかしいというのは、何か説明。  

○折原防災担当課長 

 今ありました防犯カメラの角度の件ですけども、一応、僕ら聞いてますのは、つけ
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るときに有効な角度をもってつけたというふうには伺っておりますので、一応、そう

なっているかなとは思いますけども、先生がおっしゃるように木の陰に隠れていると

かというのは、木が伸びたりとかというのもあるかもわかりませんけど、西側の公園

事務所のほうでやっていただいているので、広域公園に一応確認してみたいと思いま

すので。 

○西原区長 

 私のほうから、先ほどの先生方の意見で、まず掃除の部分は各地域さまざまな取り

組みで掃除をしていただいているところがありまして、私も時々行くんですけども、

去年も平林なんかもね、すごいやっていただいて、なかなかこれマナーの問題で、こ

れもマナーの悪い人は幾ら言うても聞いてくれないというか、言っても言ってもわか

ってくれないし、特にあの辺、トラックの運転手が食べたものをそのまま路上に捨て

たりするんです。そういうものは住之江区の人ではないとは信じているんですけれど

も、我々としてもその辺の掃除はきっちりしていかなあかんなと思っています。吸い

殻なども私も掃除、ただ、区役所の周りを掃除しても吸い殻だらけです。ほんとに公

園で。その辺も本当でございます。  

 それと町会加入の件なんかはおっしゃるとおり、今、新しく来られた、引っ越しさ

れた方とかで町会加入を促すような取り組みもさせていただいていますし、この福祉

の部分、防災の部分でもそういう地域コミュニティーというのは大事やと私も認識し

ておりますので、その辺はこれからもサポートしていきたいなと思っています。  

 それで、貧困の問題は、ここでもずっと貧困問題って。お金がないという貧困問題

もあるんですけども、やっぱり僕は先ほど言ったように相談したくない、これはもう

子どももそうで。実は、そういう問題を持っている親も相談したくないという人がお

って、そういう方々がやっぱりコミュニケーションも途絶えてしまって、うまくいか

ないとかありまして、そこにはお金だけではなくて、お金だけの貧困であれば、まだ

乗り越えられるかもしれへんけど、僕は心の貧困がやっぱりそこにあるん違うかなと
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思ってまして、そこはやっぱり区役所としましても、区政としましても、何かやっぱ

り希望を持ってくれるようなこと、いわゆるそういう部分を変えていくようなことを

どんどんしていかないかん、明るいことをしていかなあかんのがあるというふうに思

っています。だから、何かお金がなくても将来に希望があって、こういうことがやれ

るかもしれないと思うと、人間は頑張れるんと違うかなと思ったりもしますので、そ

ういう部分は教育の部分でもそうですし、いろんなところで言っていかなあかんのか

なというのは思っております。  

 今、先生方からいろいろいただいた意見も含めまして、住之江区として私たちが求

めているいい住之江区というと、やっぱりここで住んで、学んでよかったという町を

つくりたいと思っています。そういう意味では、ここで語られている部分は、問題と

か課題とかが多いですけれども、それを含めて我々ビジョンで出すときは、よくなる

よと言うか、いいよという明るさをもっと出していって、この町に住むことの意義を

変えていただくようにしていかないとあかんなと思っております。  

 ありがとうございます。  

○尾田事業推進担当課長 

 じゃあ、引き続き、最後の挨拶。  

○西原区長 

 じゃあ、皆さんありがとうございました。いろいろ部会でも審議していただきまし

て、さまざまに意見がおありになるかと思いますが、今後とも先ほどからありました

とおり、皆さんの区民の視点、いわゆるその一市民の視点で、いろんなことを考えら

れたことをこの区政会議でいろんなところで言っていただいて、そして、それを後ほ

どアドバイザーの先生方からもありましたとおり、１つでも２つでもこの運営方針に

この区政会議で意見されたこと、また提案されたことが１つでも２つでもこの運営方

針の中に組み込まれていく、それが先ほど言ったようにええ住之江区につながってい

くようにしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。 
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 ほんとに皆さん、ありがとうございました。皆さんの部会のところでちょこちょこ

と取材をさせていただいたと思うんですけども、実は７月号のこのさざんか、間もな

く配布されまして、皆さんの部会の部会長さんはばっちり写ってますし、いろいろト

ップシーンでそれぞれのお写真が写っています。そういう意味で、この区のことを、

いろんな区民視点で考えているよということ、これも一つ区民の方々、一人一人がほ

ったらかされてないんだなという気持ちを行政としても、また、地域の方々と一緒に

つくっていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。  

 ほんとに部会から含めて、全体会も含めて、ほんとに貴重な時間を費やしていただ

いてありがとうございました。必ずいい方向に向かって、我々もこれからも精進して

いこうと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。  

（拍手） 

○深井議長 

 西原区長、ありがとうございました。  

 それでは、ここで事務局さんのほうへお返ししたいと思います。  

○尾田事業推進担当課長 

 どうも、深井議長、長時間にわたりありがとうございました。  

 委員の皆様におかれましては、会議後、お気づきになった点、ご意見、ご質問等ご

ざいましたら、お配りしております質問・意見票をご活用いただければと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。  

 最後にもう１点ですが、次回の区政会議では、区政改革プランに向けて、今現在、

パブリックコメントをしておりますけれども、その関係と来年度の運営方針の策定な

り、予算反映に向けてのご意見等をいただくお願いをする形になると思います。日程

の関係上、各部会を８月から９月に開催することとしておりますので、ご協力またよ

ろしくお願いいたします。なお、今年度は委員の任期が満了する年になります。今年

の９月末が任期となりますので、次回の各部会の開催後に住之江区区政会議の委員改
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正を行いまして、全体会は１０月に開催する形になると思いますので、ご承知いただ

きますようお願い申し上げます。  

 本日はほんとに長時間にわたり、まことにありがとうございました。  

 これで会議を閉会させていただきます。ありがとうございました  

 

以下余白 


