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平成２９年度 住之江区区政会議 

第２回 魅力・ブランド部会 会議録 

 

○髙田魅力発信担当課長 

 そしたら大津委員は今日ご連絡がありまして、途中からのご参加になるということ

ですので、定刻前なんですけども始めさせていただきます。  

 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高田です。よろしくお願いいたします。  

 また伊藤委員ですけれども所用によりご欠席なんですが、皆様によろしくお伝えく

ださいとのことでしたのでご報告させていただきます。  

 議事に入らせていただく前に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、その際、ご発言者、ご発言内容も

公表となります。会議中の写真につい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。 

 以上、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、いつもお世話になってます。夜遅くにどうも済みません。 

 今年でタームでいいますと２回目の区政会議ということになります。部会でいうと

２回目ということになります。  

 今回はお配りさせていただいた資料でもおわかりいただきますように、気が早いか

もわかりませんけど、何だかんだと言っても今年も半年近くきましたんで、来年度に

向けた方向性をどうしていくのかというところについて、ご議論いただければなとい

うことがございます。 
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 それと今まで手探り状態で区政会議、ずっとこうやって来てたんですけれども、区

政会議で出た意見がどのように反映させてるねんというところがよく見えないという

ようなご意見もございましたので、また改めて今回は区政会議でこれまで、今年出さ

れたご意見、それから私どもなりに進捗を整理した上での課題をお示しさせていただ

いた上で、今ある事業について今後どうしていくのか。それからそれに関連した取り

組みとしてどのような事柄を進めていくのか。中身によりましたら拡充するものもあ

りますし、それから見直しという形で縮小というところもあろうかなというふうに思

っておりますので、そのあたり私どものほうから資料を説明させていただいて、ご議

論いただけたらなというふうに思っています。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

○髙田魅力発信担当課長 

 では進行を中村部会長にお願いしたいと存じます。  

 よろしくお願いいたします。  

○中村委員 

 ただいまご紹介に預かりました部会長の中村です。よろしくお願いします。限られ

た時間でもありますので、活発なご発言よろしくお願いしたいと思います。  

 それではお手元の資料に基づき進めてまいりたいと思います。  

 事務局のほうから説明よろしくお願いします。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、それでは議題の１「平成３０年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性に

ついて」ご説明いたします。  

 １枚目のかがみをめくっていただきまして、２枚目の資料をご覧ください。３枚目

の資料は平成２９年度区運営方針の内容を参照いただくためのご参考として、概要資

料をおつけしております。  

 それでは２枚目の資料、横長の資料のまず構成についてご説明をいたします。大き
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く三つに分けております。  

 まず左側ですが、上段に前回の区政会議でいただいた主なご意見、下段に平成２９

年度区運営方針の進捗と課題を記載しています。  

 そして右向きの三角を挟みまして中央の部分ですが、上段に平成２９年度事業、下

段に関連する取り組みを記載しています。さらに一番右に平成３０年度の方向性案を

記載しております。 

 続きまして内容についてご説明いたします。  

 まず左上の前回の区政会議でいただいた主なご意見は、皆様からいただきましたご

意見のうち６月の全体会でご報告したものを再掲しております。  

 その下、平成２９年度区運営方針の進捗と課題は、本年度の区運営方針についてそ

れぞれ課題とともに対応状況がわかるよう進捗状況を記載しております。  

 例えば一つ目の「すみのえ・南港光のワンダーランド」は地域との役割分担を明確

にし、より地域色を出せるよう実行委員会で検討中。その下の「すみのえアート・ビ

ート２０１７」はよりアート性を高める事業内容となるよう検討中。さらにその下、

広報紙につきましては、より区民の皆様に読んでいただけるように紙面を刷新し、地

域面を拡充といったようにそれぞれの課題を踏まえた進捗状況を記載しております。  

 次に右向きの三角を挟みまして中央の部分、上段の平成２９年度事業は、先ほどの

平成２９年度区運営方針に関連する事業を、また下段の関連する取り組みは、前回の

区政会議に皆様からいただきましたご意見を踏まえた取り組みについて記載しており

ます。 

 それぞれ右の欄の平成３０年度の方向性案と合わせてご説明いたします。  

 まず地域魅力を活用した住之江ブランド力向上事業。これは加賀屋新田会所跡等で

の催事ですが、平成３０年度は地域のニーズを踏まえながら、魅力向上に向けて拡充

する方向。 

 次の地域経済活力創造事業、これはこれまで「すみのえ・南港光のワンダーラン
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ド」を実施してまいりましたが、区として事業を先導する役割を一定果たしたことや、

区政会議でのご意見等を踏まえ見直しの方向で検討しております。なお見直し後は引

き続き南港地区の活性化に向けた事業について、連携や支援を図ってまいりたいと考

えております。 

 次の近代化産業遺産（名村造船所大阪工場跡地）を未来に生かす地域活性化プラン、

これは「すみのえアート・ビート」ですが、平成３０年度は地域への波及効果につな

がるよう事業内容を拡充する方向で検討してまいりたいと考えております。  

 さらに区の広報事業につきましては、今年度新たに設置しました広報戦略会議など

を活用しながら、区全体の発信機能を高めてまいりたいと考えております。  

 下段の関連する取り組みは、前回の区政会議でいただいた主なご意見を踏まえた取

り組みを記載しておりますので、斜めに参照いただきながらご覧いただければと存じ

ます。 

 いただいた主なご意見の中で、ブランド力の向上に区分しております二つのご意見、

すなわち小さなものも含めて魅力を効果的に紹介・発信することが必要、並びにその

下のイベントなどの情報について、地域別にフェイスブックなどでわかりやすく発表

してはどうか、は実質的には広報の課題でありますことから、対応としましては真ん

中の段ですけれども、地域が発行する広報誌でイベントなどの地域における取り組み

をきめ細やかに発信するなど、まちづくりセンターとの連携により拡充することとし、

３０年度は連携をさらに強化してまいりたいと考えております。 

 また広聴関係では、区政モニターなどのアンケートについて、地域別に集計しては

どうかとのご意見を踏まえまして、関連する取り組みといたしましては、必要に応じ

て、すなわちアンケート内容によって地域別集計を施策の参考データとして活用する

ことも検討することとし、平成３０年度は必要性を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、「平成３０年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について」ご説明い
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たしました。ご意見、ご質問等がございましたらよろしくお願いいたします。  

○安藤副区長 

 ちょっとつけ加えますと、以前から余り評判のよくなかったＡＴＣの花火大会です

ね、あの光のワンダーランドっていうのは。今思っているのは、これはこれからの議

論になり、相手との議論もあるんですけれども、できれば来年度の予算ゼロにしよう

かなというふうに思ってます。花火の分担金は完全に撤退をすると。正直言いますと、

あれうちから声をかけたやつですので、道義的な問題はあるんです。やろうぜやろう

ぜと声をかけて、言うたもんがやめるわって言うって。  

○中村委員 

 やめるわ言うてな。 

○安藤副区長 

 ちょっとどうかなと思うんですが、ただ余りやっぱり評判がよくなかったという。

イベントそのものは、僕、悪くないと思っているんです。ただ区がお金出しますかっ

ていうところには、必ずしも私自身もちょっと納得しかねるところがあるので、そこ

はちょっと撤退をすると。ただそのかわり、いろいろ区が委託をしているイベントと

かいろいろありますので、そういうイベントとジョイントして、我々はそういう形で

ＡＴＣの集客を高めつつ、夜のイベントも楽しんでいただくような、そういう方向が

できないかなというような検討をしているということです。  

 加賀屋新田は割と地元の方には好評ですので、できるだけ続けていければなと。  

 それからアート・ビートも割と定着してきているところはありますので、やっぱり

あれを地域とどう関連づけていくかと。去年はスタンプラリーをやって、随分町を歩

いていただいたんですけれども、歩いてにぎわってるだけっていうところもあります

ので、あのにぎわいをどう発展させていくかなというのをちょっと知恵を絞っていけ

ればなと。 

 それから情報発信で、いろいろ大きなものから小さなものまでっていうご意見をい
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ただいています。これはなかなか、このＳＮＳ何かを使って我々で全部やっていくと

いうのはなかなか難しいところもありますので、今、この地域でご案内かもわかりま

せん、この全て会報、１４地域でこれもう全部できたんやったっけ、１カ所だけまだ

やっけ。 

○髙田魅力発信担当課長 

 あと１カ所だけ今月最後発行される。  

○安藤副区長 

 今月初めてできるのかな。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○安藤副区長 

 今年で１４地域全部、この会報ができることになりますので、これはどうしても地

域の方に完結はしてしまうんですけれども、こういう取り組みをどんどん進めていく

ことで少なくとも地域内では地域の情報を共有していただけるように、これはまちづ

くりセンターが間に入ってやってくれていますので、そういうことをやっていこうか

なと。 

 それから地域別のアンケートについては、集計結果を公表してはどうやっていうの

は、地域別にアンケートまで集計して公表する。母数がちょっと少なくなるところも

ありますのでどうかなというところもあるんですけれども、ただおっしゃるように大

事なデータではあると思いますので、それを我々に把握をして、できるだけ施策に反

映させていくというようなことで、今考えているというところです。  

 以上でございます。 

○中村委員 

 それでは皆さんのご意見をいただきたいと思いますが、これだけしかいてないんで、

気軽に言ってください。 
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○小川委員 

 あれですね、まちセンさんかんでるんやったら、多分地域の方ってまちセンのこと

って知らない人が多くて、まちセンさんが一生懸命ホームページでいろいろな行事と

か上げてくれるんですけど、結構知らない人が多くて、本当やったら知ってたらそこ

に見にいってたら地域の行事がわかるんですけど、多分それも含めて一緒に。  

○安藤副区長 

 そうですね。町での存在ってこの中できちっと。  

○小川委員 

 そうなんですよ。多分こういうかかわりをしていない人は誰も知らないですね。  

○中村委員 

 これにまちセンのことなんか載ってますか。  

○安藤副区長 

 載ってないです。 

○中村委員 

 載ってないね。 

○安藤副区長 

 だから、全く多分地域の人にとってはまちセンが透明人間状態になってますね。一

生懸命頑張ってんだけども。 

○小川委員 

 誰も知らないんですけど。 

○髙田魅力発信担当課長 

 あるべき姿かもしれませんけど、地域のご支援なので。 

○安藤副区長 

 完全に黒子に徹してると言えば格好はいいんだけれども、まちセンもそれなりに情

報発信をしてる。 
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○小川委員 

 まちセンの形態とかじゃなくて、まちセンさんがホームページに載っている情報と

いうのはリアルタイムに更新できるわけじゃないですか、何か日程変わったとかもで

きると思うんで、そういうのを見にいくという分に関しては便利なんですよね。  

○安藤副区長 

 そうですね。そういうのをどこかちょっと入れてもらうとか、それはありやね。  

○小川委員 

 いろいろ載っけていただいているんですけど、ほんまに見てる人が。  

○安藤副区長 

 知らない人の方が多い。  

○小川委員 

 発行に参加している人しか知らないんでね。  

○安藤副区長 

 そうですね、確かに。僕もあまり日常的にまちセンと話しませんけれども、多分彼

らは一生懸命黒子に徹してて。  

○小川委員 

 そうですよね。 

○中村委員 

 いや、私ら地域の中ではまちセンさんはものすごい助かってます。 

○小川委員 

 地域・・・。でも活動してるとだけ知ってて、写真提供してホームページ上げとき

ますねとか、この記事でいいですかって毎回くれるんですけど、それはありがたいこ

とで載っけていただいて、活動内容見ていただきたいんですけど、まちセン自体を知

ってるとは。 

○安藤副区長 
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 そうですね。 

○小川委員 

 住之江区役所のホームページ見て、わざわざまちセン押すかっていったら押さない

ですね。 

○安藤副区長 

 それはちょっと工夫をせなあかんな。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね。 

○安藤副区長 

 まちセンの存在感というものを。  

 市の方針としたら、まちセンはいつやったっけ。  

○小川委員 

 もう終わりですよね。 

○安藤副区長 

 もうやめるって言ってるんですけれども。  

○中村委員 

 そうそうそう。 

○安藤副区長 

 区役所としたらそれはやっぱり勘弁してくれよっていうのが、やっぱり要るでって

いう話をしてて。 

○中村委員 

 そうですよ、私らの地域もぜひ残してほしいっていう意見で。  

○安藤副区長 

 ちょっと魅力部会の議論かどうかはわかりませんけれども。  

 それはちょっと検討しよか、そこの市民協働のところの話をしてね。  
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○髙田魅力発信担当課長 

 協働とまちづくりと、はい。  

○安藤副区長 

 そうやね、それはまちセン喜んでくれますわ、そうやって言うたげたら。  

 ありがとうございます。  

○中村委員 

 それと先ほど出てました光のワンダーランドの見直しの件ですけど、ほかに南港地

域とそういう連携した行事というのは、何か考えておられるんですか。  

○安藤副区長 

 南港ポートタウンは特区的にいろいろやってますけども、それ以外のイベントとい

ったら、ああいう単発なイベントはないですね。ただコミ協やったかな、ユースライ

ブとか、あんな何かこう南港で。  

○小川委員 

 青指ですね。 

○安藤副区長 

 青指ですね。あれＡＴＣでやってるんですよね、何かそんなんとジョイントすると

か、そしたら見に来た人がそのまま花火見たりとかということもありますから、実際

にできるかどうかはわかりませんけれども、そんな議論も今投げかけてるところです。  

 だから区役所はそういう形で集客に貢献して、にぎわいにも、区のにぎわいに寄与

するというような形で。やっぱり私とこから投げかけてやっぱりやめますわっていう

のは今後。 

○小川委員 

 いきなりはできないですよね、段階的ですよね。  

○安藤副区長 

 そうですね。 
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○小川委員 

 ＡＴＣさんのほうにも集客力残した何かを一緒にやるというのは必要ですよね。金

額下げたとしても。 

○安藤副区長 

 ここだけの話というか、これ公開されますからあれですけど、交通局にはそのこと

を投げかけています。来年度ゼロにする腹づもりやでということは。ＡＴＣはどう言

いはるかっていうのはわかりませんけれども。でもそういう方向でまとめていければ

なと。ある程度スクラップアンドビルドでいかないと、やりたいこと新しいことは増

えていきますから、どれか畳まないとお金が生まれてこないので。  

○小川委員 

 花火上げるって、花火の時間に人が来て、花火見て帰っていきますからね、南港の

人なんて自転車乗って見て帰っていくから何やろなって思いながら。  

 ＡＴＣの何かお金潤ってるんかな、お金落としていってる気もしないなとは思うん

やけど。 

○安藤副区長 

 ＡＴＣは結構人来てるんかな、あれ。  

○髙田魅力発信担当課長 

 人はたくさんいらっしゃってますね。ただ経済効果がどれだけかっていうのは、は

かられてないです。 

○小川委員 

 そのＡＴＣさん自体も店がないので、免税店とかになってきてしまってるじゃない

ですか。お金を落とす店がないというような感じが。 

○髙田魅力発信担当課長 

 アート・ビート。 

○佐藤委員 
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 アート・ビートは地道ながらも順調にきてるかなとは思います。おっしゃられるよ

うに、もうちょっと地域を巻き込んで。多分この地域に波及効果っていうのは、これ

は何ですか、経済効果みたいなことを言うてはるんですか。  

○安藤副区長 

 一般的に波及効果というと経済効果も思いますけれども。  

○佐藤委員 

 というのは、来た人がお金を落とすということを言うてはるんですか。  

○安藤副区長 

 例えばそういうことも一つかなと。余りにも短絡的な表現に見えるかもわかりませ

んけど、一つは地域が潤うというのもありでしょうし、その地域ブランドができ上が

っていくということも広い意味で波及効果かなと。  

○佐藤委員 

 そうすると難しいのは、前からアート・ビートやり始めてもっと参加してくれたら

いいのにな、地域の店がと言うてたんですけど、そもそも日曜休んではるとこ多いの

で、こいつらあかんやろいうので、もう余りこっちからも言うていかなくなったとい

う時期もあったし、今もそんなに開いてるとは思えないし、一方、千島さんのとこの

空き家に入ってきた家具屋さんだの、カフェだのは日曜にちゃんと開けてくれてるし、

そういう意味ではあそこに来た人の使ったお金は、全て地代となって千島土地に経済

効果を落としてるという意味では十分に経済効果はあるんちゃうかなとは思うんです。  

○安藤副区長 

 それでも構へんとは思うんですけど。  

○佐藤委員 

 もともとほんまに住んでいる人たちの店となると、そもそも開いてないからどうし

ようもないなというとこもあるし。  

○安藤副区長 
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 去年、僕もようけ歩いてるなと思って、僕も一緒に歩いたんですけど、僕も一緒に

スタンプラリーやったんですけど、お店が全然、おっしゃるように開いてないんです

よね。これってもったいないやんけってこう思ったんですけど。  

○佐藤委員 

 もちろんそれを開けてくれいうて、そんなら来んのんかって言われたらさあって言

うしかないし、難しいですよね。  

○安藤副区長 

 お店開けてくださいって言いにいくのもけったいな話ですしね。  

○小川委員 

 それは自分たちがやるべきことですからね。人が多く来て、開けるのは自分たちな

んで。 

○佐藤委員 

 中にはそういった新しい普通に店舗に入った人、一般の人でその名村造船所が何か

イベントやってるときに自分とこの飲み屋のチラシを持って行く人もいますし、それ

ぞれで自分たちで名村造船所のホームページで調べて、今週、週末何かコスプレやっ

てるわって思ったらチラシ巻きに行ってますから、それはそれで企業努力はしてはる

とは思うんです。 

○安藤副区長 

 うまいこと住之江区、加賀屋なり住之江区を代表する拠点にね、今でも十分なって

るのかもわかりませんけれども、もっともっとこう成長させていければなと思ってる

んです。 

○佐藤委員 

 そうですね。 

○髙田魅力発信担当課長 

 今、イベント当日はたくさん人がお越しになるんですけど、スタンプラリー何かで
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北加賀屋のまちのおもしろさっていうのを知った人が、もう一回誰か連れて、その日

だけに限らずまた北加賀屋に来ていただけるっていうのも波及効果っていうふうに捉

えられるんじゃないかなと思います。  

○安藤副区長 

 あと住之江区は空き家対策をこれから力を入れていこうかなと思うんで、そう意味

でいうと千島土地さんがどう思いはるかいうのはあれですけど、空き家言うたら怒ら

れるんかもわかりませんけどそういう家もね。  

○中村委員 

 空き家も空き地も多いですよ。  

○安藤副区長 

 そういう対策、何かその加賀屋地域と連携しながら、北加賀屋地域と連携しながら

何かおもしろいまちづくりができたらいいかなと思うんですけれども。  

○佐藤委員 

 その「すみのえ・南港光のワンダーランド」何が評判悪かったんですか。  

○安藤副区長 

 結局、何て言うんですかね、完全にＡＴＣの販促イベントみたいになって。  

○佐藤委員 

 そういうふうに見えてしまったんですね。  

○安藤副区長 

 しまってる感じですね。 

○佐藤委員 

 なるほどな、南港ね、急に困りましたね。  

○安藤副区長 

 場所的にもどうしてもそういうふうになってしまうんですよね、孤立してますから。 

○佐藤委員 
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 そうですね。ＡＴＣでやってるしな。  

○中村委員 

 地域とのつながりも余りないような気がするしね。  

○佐藤委員 

 小川さんそういうてはりましたよね、何やってるんやろって。  

○佐藤委員 

 多分、イベント自体は悪くないんですけど。  

○安藤副区長 

 僕もそう思います。花火自体はきれいです。  

○小川委員 

 花火は全然いいと思うんですけど。そこで投じてるお金がちょっとどうなんかなと

いう話だけですね。 

 その何て言うんですか、その中で北加賀屋の、簡単に言うとこっち側の北加賀屋の

ほうにお金を使ってアート・ビートやって、今度住之江には南港もあるんで、南港側

にもっていう話というような気もするんですけど個人的には。それが結局は南港とか

ポートタウンの咲州地域に役立ってるようなお金やったらいいと思うんですけど、全

く関係ないＡＴＣで花火上げて、南港っていう言葉もないし、去年行っていただきま

したけど、花火上げてるだけなんで、多分来た人ってみんな電車で来て、車で来て、

花火見て帰るんかなと、全くね、もったいないですよね、お金使うんやったら。  

○安藤副区長 

 結局、埋もれてしまってるというか、そのアート・ビートだと、要するに名村造船

所跡ってアートだっていうイメージが定着しつつあるわけなんですよね、そういうブ

ランドイメージがちゃんとでき上がってきてる。知ってる人の間ではもうしっかり定

着してるイメージになってるんだけど、ＡＴＣが花火かっていうと別に。  

○小川委員 
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 どこでも見える。 

○安藤副区長 

 どこでもいいですね。 

 ちょっとお金の使い方としたらどうかなと。だからＡＴＣさんが一つの集客イベン

トとしてやりはることは全然ええことなんで。  

○髙田魅力発信担当課長 

 光の饗宴の中でも花火上げてるのはあそこだけなので、そういう意味では非常にい

い取り組みだとは思われるのですが、役所がっていうところで。  

○安藤副区長 

 そういう意味では区役所ならではのかみ方っていうのがあるのかな、それをちょっ

と模索しようということで、花火は見送る方向で。  

○小川委員 

 アート・ビートさんもあれですね、ラバーダックで大成功ですもんね、あれで拡散

ですよね。 

○佐藤委員 

 そうですね。 

○中村委員 

 あの写真撮りに来る人多いですよ。 

○小川委員 

 ああいうのはいいと思うんですけど、そういうところの。花火はどこでも見れちゃ

うんで。 

○安藤副区長 

 イメージが定着してますもんね。  

○小川委員 

 もうだってそうですよ、みんなそうですよ、黄色いの見に行こうと。  
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○安藤副区長 

 そういう意味で地域ブランドというのはちゃんとしっかりでき上がってきてるので、

そこにお金かけるっていうのはありやと思います。  

○佐藤委員 

 加賀屋新田会所跡はどうなんですか、催事検討中は。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね、年度の後半に実施する予定で、今考えているんですけども、あちらも

やはり近所にお住まいの方が全然ご存じなかったりとか、まだまだせっかくの資産を

知られていない状態なので、今年度もまた多分趣向は変わっていくとは思うんですけ

ども、何か催しができたらなということで、地域の方とはお話し始めかけているとこ

ろです。 

○安藤副区長 

 個人的な思いを言いますと、ここはもうちょっと軸足を定めるというか、今、何を

やりたいんかふらふらふらふらしてる状態なんで、加賀屋新田をどうしていくのかっ

ていうのをきちっと模索していきながら。  

○小川委員 

 僕は直接行けてないんですけど、行った方からは地域を上げてやってる感はなかっ

たって言いますね。地域が本腰入れて、地域の方がやろうぜって言ってる感はなく、

頑張って区役所の人たちがやってたって言う人が。  

○安藤副区長 

 そういう感はあるかな。ええことやから来年もやってほしいみたいなね。  

 ただ、正直言うと金額的にはこれ５０万ぐらいやったっけ。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、５０万弱です。 

○安藤副区長 
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 ＡＴＣが２００万ってことから比べると、まだ少額やということと、それと加賀屋

新田が今の状態をもったいないと思ってるんです。何となく宝の持ち腐れみたいにな

ってて、あんなところって大阪にないわけですから、あれはいろいろ試行錯誤あるか

もわかりませんけれども、模索していきながらさっきの「アート・ビート」みたいな

形でしっかりとした地に足のついたイメージを加賀屋新田から発信できるような、そ

ういう拠点にしていきたいなと思うんです。  

 例えば去年なんかそこ、落語なんか結構おもしろいことようけしてくれたし、今度

またしはるんやったっけ。  

○髙田魅力発信担当課長 

 いや、まだ決まってないです。  

○安藤副区長 

 まだないんかな、何か。  

○事務局 

 落語をやりやるんです。 

○安藤副区長 

 やんのかな。 

○髙田魅力発信担当課長 

 ボランティアさんですよね。  

○安藤副区長 

 何か別のね。 

○髙田魅力発信担当課長 

 それはやります。 

○安藤副区長 

 そういうちょっと、何かイメージが。  

落語とあの場所って合うと思うんですよ。基本的に。  
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○中村委員 

 会所は見るだけやったら、別にイベントでなくっても関係ないと思うんですけど。  

○安藤副区長 

 何か加賀屋緑地といえばこれやという、こういうイメージやねっていうのを何かつ

くっていきたいなと思うんです。  

 そうすることで情報発信にもなるしね。 

○佐藤委員 

 そうですね、大阪市内で一個だけでしたかね、鴻池新田は東大阪ですもんね、一個

だけしか残っていない会所跡なんで、それこそ副区長が言っておられるみたいに宝の

持ち腐れ。 

○安藤副区長 

 そうなんですよね、自分で言うのもちょっとおかしいんですけど。  

○佐藤委員 

 今は公園のあれが管理してるんでしたかね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、そうです。 

○安藤副区長 

 そうです、そうです。 

○佐藤委員 

 だから学芸員とかもいないんですよね、ほんまに管理しているだけで。そういうの

ももったいないと思うし、まさにそういうことからも考えて、もっとこうええってび

っくりするようなこと、落語は多分おもしろいと思うんですけど、もっとこんなとこ

でこんなもんやるんかいうような、例えばオペラ歌手が来て一人で歌うとか、そうい

うなのでインパクトの強いやつもあったほうが宣伝的にはいいかもわかりませんね。  

 それを区役所は多分、うちも一回だけここでコスプレしたんですけど、失敗したと
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いうか、そのイベント自体はうまいこといったんですけど、周りの人が参加してくれ

なかったのは失敗やと思うので、それは根回しができてなかったと思うんですけど、

地域の実力者とか何か青年団が強かったかな、お祭りをあそこよく強く力入れてやっ

てはったので、ああいう人たちと一緒に組んでそういう出し物なりを考えることがで

きたら、せっかくのいい場所やと思うので、展開できる方法があるかわからへんね。  

 まずこれについてのあれがないですよね、前も高田さんにもあったらいいねって言

うてた加賀屋新田会所跡を説明するものが何もないですよね、今現状、例えばうちで

「ラビリンスノカヲリ」という大阪湾に面した区を一個一個紹介している番組をつく

ってるんですけど、大正区に行っても此花区に行っても出してくれるんです、これう

ちのやつですいうて、そこを見たら大体わかる、この区の特色はこういうとこがあっ

て、ここに記念碑があってとか、ここにこんな昔の古い建物があってというものを見

せてくれるので、そういうのをそれこそ加賀屋新田会所跡だけでもええから、ペラも

のでもいいから、ペラものやったらちょっと寂しいかな、この二つ折りぐらい、そう

いうのも全然そんなにお金がかかるとは思えないし、つくったほうがまずは地域の人

に、何か大きい昔の家やでぐらいしかわかっておられないので、そういうのを知って

もらうところから始まってもいいかなと思います。 

○安藤副区長 

 勉強不足で申しわけないんですけど、こんなんあるでっていうのは一枚物ぐらいの

地図なんですか。 

○佐藤委員 

 地図じゃないです。冊子になってます。  

○髙田魅力発信担当課長 

 リーフレットみたいな、あれってなかったっけ。  

○安藤副区長 

 うちもある。 
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○事務局 

 緑地の案内リーフレットはあります。  

○安藤副区長 

 ちょっと持ってきて。 

○佐藤委員 

 あったんやったら。 

○安藤副区長 

 それが大量に配ってるかっていうたらそうでもないんやな。  

○事務局 

 取りに来た人にしか渡せてないというのは問題ですね。  

○安藤副区長 

 ありますよということは積極的には言うてないんやな。  

○佐藤委員 

 全区のあれが載ってるやつですね。このエリアはこんなんですっていう。  

○安藤副区長 

 そうそうそう。 

○佐藤委員 

 Ａ５判ぐらいの。 

○髙田魅力発信担当課長 

 とは別に本当にこんな。  

○佐藤委員 

 あ、あるんや。それは存じ上げませんでした。 

○安藤副区長 

 あの地図のやつ。ぺたっと畳むやつね。  

○髙田魅力発信担当課長 
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 地図じゃないです。 

○安藤副区長 

 あの冊子やろ。 

○髙田魅力発信担当課長 

 冊子じゃなくて。 

○事務局 

 加賀屋緑地だけの案内です。 

○安藤副区長 

 加賀屋緑地だけの。俺がこんなん言うてたらあかんな。 

○佐藤委員 

 ほんとあるんやったら。  

○安藤副区長 

 ちょっとしたことでも、公園との関係もありますけれども、例えばあそこで日常的

にパン売ってるとか、ちょっとした人気のあるパン屋さんがそこに来て何かやってる

とかそんなんでも。 

○佐藤委員 

 日曜ごとでもね。 

○安藤副区長 

 そうなんですよね。何かもったいないんですよね。  

○男性 

 駐車場でね。 

 立派、立派。 

○中村委員 

 立派ですね。 

○髙田魅力発信担当課長 
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 うちのやつではないんですが。  

○小川委員 

 こんなん知ったら。あるとは思ってないよね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 今年度は広報紙でもご紹介していこうかなと思ってます。 

○小川委員 

 いいと思います。 

○安藤副区長 

 何かやっぱりことがないとなかなか、わざわざ行かへんっていうのは事実やと思う

しね。 

○中村委員 

 無料がいいですね。 

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね。いつも開いてるんですけど、月曜日以外は。 

○佐藤委員 

 無料はな。 

○小川委員 

 大概取られますもん、どこ行っても。  

○中村委員 

 どこ行っても大概取られる。  

 これはええわ。 

○安藤副区長 

 確かに無料でこれだけ整備してるって言ったら。いつも公園の悪口ばっかり言うて

るけど頑張ってくれてるんやな。  

 昔の建物がそのまま残ってるのはここだけらしいですね。この会所跡で。  
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○小川委員 

 さっき言ってた鴻池のほうも、規制があったからこんな茶室とかなかったから、質

素な会所跡になってるので。残ってる、さらに豪華というかここだけなんですよね。  

○安藤副区長 

 ここのその船居、今池になってるんですけど、そこが船居になっててそこから道頓

堀のほうまで舟で行ったらしいですね。  

 風流な粋な遊びですね。  

○小川委員 

 あれですよね、町のイベントでも普通に考えたら、僕ら南港の小学校で１年生の遠

足が住之江公園なんですけど、こっち行かないですもんね、行ったらいいのに。公園

行って終わりですもんね。  

○安藤副区長 

 ここに書いてあるな道頓堀の芝居小屋までくりだしたそうですね。  

○小川委員 

 えらい遠くまで京都まで行ったり、奈良行ったり見に行くこと考えたら、こんな近

くで、遠足で行けるやんっていう。  

○安藤副区長 

 そうなんです。これは本当に立派な、私が言うたら怒られるんやけど、宝の持ち腐

れ状態になってるんですね。  

○小川委員 

 もったいないですね。 

○佐藤委員 

 またいいアイデアで。 

○小川委員 

 言われたように何か取り上げてもらえるものがないと難しいですね。  
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○佐藤委員 

 そうやな。 

○小川委員 

 このコスプレのときっていうのはあれですよね、これじゃないですけど、ちょっと

着物を着てここで写真を撮るだけでもすごいですね。それだけでも拡散すると思いま

すよ。 

○佐藤委員 

 そんなコスプレみたいなあれせんでも、例えば夏の浴衣とか、浴衣デーとかいうて。  

○安藤副区長 

 スタジオアリスと契約しようか。  

○小川委員 

 僕らの友達とかも京都に行ってわざわざ着ますもんね、暑いのに着がえて、歩きに

くいのに着がえてやって、海外の人ってそれ目当てで来るじゃないですか、今までは

見に行ってただけやけど、今度は着物着て歩きたいとか、写真撮りたいとかっていう

のはあるけど、日本人の方も見てるぐらいやったらここでそういう日があっても。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね、外国の方ね、くらしの今昔館とかでそういうのがありますね。 

○安藤副区長 

 来てるらしいな。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○安藤副区長 

 そうです、着物着てね。  

○小川委員 

 それ始めてすごい人気やって言うてましたよ。  
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 こんだけのものあって、着て写真撮るのもかなり撮れるし、かなりアップできるし

いいと思いますけど。 

○安藤副区長 

 あそこにようけ泊まったはるしな。  

○髙田魅力発信担当課長 

 北加賀屋。 

○安藤副区長 

 あそこのホテル。 

○小川委員 

 オスカーですか。 

○安藤副区長 

 オスカードリーム。 

○髙田魅力発信担当課長 

 オスカードリーム、近いですもんね。  

○小川委員 

 あそこ孫と風呂屋にって。 

○佐藤委員 

 そうそうそう。 

○小川委員 

 やたらと孫と風呂屋って言われるんですよ。  

 あそこにもし置いたら歩いてきて、それだけでも。  

○安藤副区長 

 そうですね。 

○小川委員 

 多分日本人だけってもう無理じゃないですか、限界があるから、そういうところか
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もわからないです。 

 ちょっと来て見てっていうんやったら、多分あそこに置いたらすぐ来ると思います

よ、この１枚置いてたら。 

○中村委員 

 大分ちゃうもんな。 

 ええ、こんなとこあるのって思うわな。  

○小川委員 

 地図見たらすぐわかるじゃないですか、これ。  

○安藤副区長 

 ここで写真撮ろうと思ったら、いい写真撮れますからね。  

○小川委員 

 撮れますよ。 

○安藤副区長 

 ただ問題は入ったらいかんとことかあるから、これがもったいないんですよ、だか

ら。 

○小川委員 

 そう考えたら案内できる人がほんまやったらいてもらったらいいんですけどね。  

○安藤副区長 

 小野さんに頑張ってもらおうか。  

○小川委員 

 限定でやってもいいと思いますけどね。  

○安藤副区長 

 そうですね。 

○小川委員 

 いついつだけですとか。  
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○安藤副区長 

 そんなんあれかな、写真撮影会とかね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○小川委員 

 インスタ映えする。 

○中村委員 

 そうやね、そういうのあるね。  

○安藤副区長 

 着物試着大会とか。 

○小川委員 

  本当やったらそういうのはどっかの企業さんと一緒にきてもらって。 

○中村委員 

 道周りにね。 

○小川委員 

 ほんまに地元の方で着物を着せられる方が一緒にボランティアになってやったりし

て、多分地元の方をちょっとずつ本腰入れてやっていかないと。 

○安藤副区長 

 そうですね、今のはおもしろいな。  

○中村委員 

 おもしろいですね。 

 いい案に出会いましたね。  

○安藤副区長 

 今年度今からいけるかどうかあれやけど。 

○髙田魅力発信担当課長 
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 そうですね。 

○安藤副区長 

 これは今、どっちのラインになってるんだっけ。高田課長のところになってるんや

っけ。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、うちです。 

○小川委員 

 ちょっとしたお茶体験とかでもね。 

○安藤副区長 

 そうですね、ちょっとした体験をね、お茶とかもね。  

○小川委員 

 誰か踊ってくれたらね、日本舞踊じゃないけど、日本舞踊じゃないけど、それだけ

でも写真が撮れるし。 

○安藤副区長 

 お茶は配ってはったんやったっけ、ここで抹茶はやってたよな。  

○小川委員 

 多分一緒にやったら絶対いいと思いますよね。  

○佐藤委員 

 そうやな。 

○安藤副区長 

 オスカードリームとかにそういうのやりますよって置いたら外人来るかもわからへ

んな。 

○小川委員 

 鉄砲とかでも、堺から来はった火縄銃とか撃つの大阪城に来たりしますけど、あれ

地元のボランティアの方で本気でやったはるじゃないですか、本気やってるやつは見
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ててもおもしろいです。甲冑とかも自分らで、気合い入って自分らでやってはるから、

そういうの見てたらおもしろいです。  

○安藤副区長 

 住吉祭で火縄銃撃ったはる人も同じ人らですかね。 

○小川委員 

 そうなんですか。堺とか。  

○安藤副区長 

 大和川到着したら鉄砲ばんばんばん撃ちはるんで、何で鉄砲撃つんやろっていつも

思ってるんやけど。 

○小川委員 

 前からすごい大事にして大筒撃つ人とすごい何か自分らでプライド持ってやったは

りますけど。 

○安藤副区長 

 今いただいたヒントなんかもいただきながら。 

○小川委員 

 地元の人が自信持って自分らのプライドになるようなものとか。 

○安藤副区長 

 写真屋さんでも行ってただで使ってもらっても構いませんから、写真撮って金取り

まへんかって、商売しまへんかって言うたらやってくれるかもわかんないし。 

○小川委員 

 プロに撮ってもらったらちゃいますね、全然ね。  

○安藤副区長 

 プロは違いますね。 

○小川委員 

 全然違います。・・・ちゃうなと思います。  
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○髙田魅力発信担当課長 

 はい、ありがとうございます。  

○小川委員 

 これをフェイスブックで区でやってますって、この写真撮られても誰も何も多分載

せないですもんね、そこに着物とか何かあったらね、おもしろいものがあったらいい

かなと思うんですけどね。何か欲しいですね。 

 何だかんだ言ってもっと古いいろいろなもの、いろいろなとこに行ったらあります

もんね。 

○安藤副区長 

 そうですね、何もないときにまず行こうかっていったら、それは行かないのが自然

やと思うんです。何かやっぱり、何かないとね。  

○小川委員 

 でもなくても海外の人はこれだけでも行くと思います。  

○安藤副区長 

 海外の人はこれだけでいいでしょうね。  

住吉大社でもようけ来てますけれどもね。ある意味、住吉大社よりこっちのほう

がきれいかもわからへん。  

○小川委員 

 みんな実質、海外に行っても意味わからんけど見たいんちゃう。  

 それがめっちゃ悪いものかもわからないですけど。  

○中村委員 

 そのうちにこれの英語版も出してくれって。 

○佐藤委員 

 中国語、韓国語版やらな。  

○小川委員 
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 これ目当てに来るかもしれないですよ、海外からわざわざ大阪に来て。  

○安藤副区長 

 このぐらいやったらうちの交流員に言ったら訳してくれるんちゃう。  

○髙田魅力発信担当課長 

 国際交流に。 

○安藤副区長 

 国際交流課。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、可能だと思います。  

○安藤副区長 

 国際交流員だよりか何か出しとるやん。何でも頑張りますって。  

○小川委員 

 とりあえず英語でまず書いておいてもらったらいけるでしょう・ 

○安藤副区長 

 英語と上海からも来てますから。  

○小川委員 

 あそこのお客さんは中国の方多いですね。オスカーのところとか多いです。  

○安藤副区長 

 中国語何か、上海と二カ国語ぐらいかな、アメリカ人やな。英語圏と中国語二人い

てますから。 

○髙田魅力発信担当課長 

 英語圏。 

○安藤副区長 

 英語圏と中国語、二人いてますから。  

○小川委員 
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 ボランティアの森岡さんもおるし。スペイン語の。 

 いろいろなみんな地域でできるしね。  

○安藤副区長 

 建設に言うたろか、外国語版つくろうぜって。 

○小川委員 

 人来るから嫌って言うかもわからへん。  

○安藤副区長 

 それはまず言うたるわ。勘弁してくれ、管理費かかってしゃあないって。  

○小川委員 

 ぱっと行ったら２００円になって・・・。  

○髙田魅力発信担当課長 

 有料になって。 

○佐藤委員 

 それは維持せなあかんにゃからしゃあないわな。いっぱい人が来たらどこでもお金

取りだすもんな。要ったもんはいろいろね。  

○小川委員 

 それがうまいこと回って、両方お金も入って、維持もできて。  

○安藤副区長 

 お金取れるぐらいまで来たら幸せですよ。  

 でもこれ、僕もここに行ったときにボランティアの人にずっと説明していただいた

んですが、説明聞いてるだけでおもしろいんですよね、我々日本人でも。  

 結界なんて知らなかったんですけど、主人と客の境界っていうのがちゃんとあるね

んな。 

○髙田魅力発信担当課長 

 天井の高さが違う。 
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○安藤副区長 

 天井の高さが違ってて。あんなんでも説明聞かないとわからへんもんね。  

○小川委員 

 知ってる人に聞いたらおもしろいですね。  

○安藤副区長 

 おもしろいですね。 

 何でもそうですよね、美術館とか博物館でも説明聞きながら見るのと。  

○小川委員 

 今昔館は実際にそうですよ。裏の話を教えてもらえるというか、実はこうなってん

ねん仕掛けがとか教えてもらうだけで、何もわからんから見てそのまますっと行って

ましたけど、あんなことになってるんやみたいなね。  

 無料やから余計にみんな行けへんのかもわかんないですけど。  

○中村委員 

 逆にね。 

○小川委員 

 地域の人はね。これを地域の方に開放で、このときは無料ですって１か月１回ぐら

いあったら、無料やったら行こうかなってなるかもわからないですけど、そういう心

理ってあると思うので。 

○中村委員 

 あると思うわ。 

○安藤副区長 

 ふだん有料にして、この日だけは無料ですいうて。  

○小川委員 

 一般開放でその地域の方だけにみたいな今年たら、それは地域の方っていうか、住

之江区民の方だけそうしたら来るのかもわからないし。  
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○安藤副区長 

 まちボラさんはここで一生懸命やってくれてはるから、自分らの公園やと思っては

るよね、あの人らわね。 

 これはそういうのをいただいた、声いただいてちょっと検討しましょう。  

 まさにこういうことやな。  

○中村委員 

 あと区の広報事業とか広聴事業とかどうですか。難しいですね。 

○小川委員 

 さざんかでも大好評ですよね、今。  

○安藤副区長 

 それやったらうれしいです。  

 さざんかも大分刷新して。  

○中村委員 

 私も何人も言われましたよ、出てましたでって。 

○小川委員 

 高齢層は見てるってことですわね。前のさざんかって開いた時点で、頭からそうで

したけど、ちっちゃくいっぱい載ってて、いろいろな字もいっぱい載ってて、嫌にな

るやつあるじゃないですか。開いた瞬間に嫌になるやつ。  

○中村委員 

 字ばっかりで。 

○小川委員 

 でもまだ一発目の顔のところとか写真がね、また地域に入っていってるから、地域

の方もおもしろがってみるんですよね、自分の地域だけ。 

○安藤副区長 

 あれは去年から思ってたんですけど、地域の人に出ていただくと、広報紙に載って
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いただくと。それから職員も登場すると。だから職員と日常的に接してくださってい

る地域の方もいらっしゃいますから、そういうところは知ってる職員は出てたら、お

お出てる、出てるっていうふうに言うてくれはりますし、自分らがどこかの、自分が

出てなくてもどこかの地域が出てたらうちいつやろかとか、楽しみにしてくれはりま

すから、それはとりあえずよかったんかな。  

○中村委員 

 ページも大分ふえてますもん。  

○安藤副区長 

 ページは４ページ増やして。４ページ増やしてんな。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。 

○佐藤委員 

 増えてるんやな。 

○安藤副区長 

 そのかわりここのライン、毎日遅うまでやってる。 

 直営でやってますからね。  

 その特集は各課がつくりますんで、各課によってつくり方が違うんです。  

○中村委員 

 各課によって違うんですね。  

○小川委員 

 インパクトありますもん、やっぱりね。  

○安藤副区長 

 これなかなかね、ここの。  

○髙田魅力発信担当課長 

 これも職員が。 
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○安藤副区長 

 これ全部職員。 

○中村委員 

 職員さんですか、これ。 

○安藤副区長 

 これ職員ですよ、職員の子ども。これなかなか、真に迫る演技でしょう。  

○髙田魅力発信担当課長 

 演技指導もありながら。 

○小川委員 

 これよく見ますよね。 

○髙田魅力発信担当課長 

 副区長のコラムも今月号、後ろのほうに。  

○安藤副区長 

 後ろから２枚目かな。一番下ですね。  

○中村委員 

 万博と副区長。 

○佐藤委員 

 万博なあ。 

○安藤副区長 

 万博の思い出を語ってるんです。都島にいましたんで、学校からソ連館が見えたん

ですよ。それ言うたらみんなにうそやって言われるんですけど、ほんまに見えたんで

すよ。 

○佐藤委員 

 そうなんや、見えたんや。  

○安藤副区長 
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 見えたんです。 

○中村委員 

 万博、失礼ですけど何歳。  

○安藤副区長 

 僕、今で、何歳やったかな、５７歳です。  

○佐藤委員 

 ５７、わしと一緒ですもん。  

○安藤副区長 

 １９６０年生まれですね。  

○佐藤委員 

 小学校４年。学校の遠足で来たもん。とてつもないもん見た気がしたわ。  

 こないなるんや未来は、とかね。 

○安藤副区長 

 そうです、未来の建物。  

○佐藤委員 

 だまされたわ、なってないやん全然とか言うて。  

○中村委員 

 一部なってまっせ。 

○佐藤委員 

 一部なってるな。人間洗濯機とかなんやったんやろ。  

○安藤副区長 

 サンヨー館の中になぜかお姉ちゃんが水着を着て、ジャグジーみたいなとこ入って

ばあっと洗われるんですよ。何で洗濯するんやと思って。  

○佐藤委員 

 目的はどこにあるんやと。  
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 そうでも今となっては高齢者用にええかもわからへんで。  

○安藤副区長 

 ああそうですね。 

○佐藤委員 

 世の中変わったもんや。  

○安藤副区長 

 これは評判はいいですか。  

○小川委員 

 周りに僕が聞いた感じはお母さんとか、見やすくなったって言ってました。  

○安藤副区長 

 この人が一生懸命、係長で、よかったね、目の前で言っていただいて。  

○小川委員 

 頑張っていただいて。 

○安藤副区長 

 昨日も苦労してたな。 

○小川委員 

 これ見て、今年の吹奏楽フェスも知りましたよ。 

○安藤副区長 

 このお知らせも見やすくなったでしょう。  

○小川委員 

 見やすくなったと思う。  

○安藤副区長 

 大分整理して。 

○小川委員 

 ぞっとして見る気がなくなったこともなくなって。  
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○佐藤委員 

 これミュージックガーデン、Shionと学生、どこの学生や。  

○髙田魅力発信担当課長 

 南港、小中学生。 

○安藤副区長 

 南港南中学校、北中か、そうか。 

 あの大学も。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、相愛大学さんも。  

○安藤副区長 

 こんだけ出るのに１時間。  

○佐藤委員 

 南港南中。 

○尾田事業推進担当課長 

 前段で吹奏楽未経験の子供たちが、Ｓhionのプロの方の指導を受けれるワークショ

ップをちょっとやって、それで合同発表会というのでコンサートでみんなに見てもら

おうかなという。 

 中学校の吹奏楽部の子も一緒に見て教えてもらったりってやってっていうふうに。  

○安藤副区長 

 これなんか南港ならではですよね。Shionって市にありますからね。  

 プロの指導を受けられますから。  

 話飛んじゃいますけど、住之江区っていうのは例えばＮＴＴドコモのレッドハリケ

ーンズであったりとか、あれは日本人は社員さんなんですけれども、でもプロレベル

の人がいてるんで、あんな人らと交流をしたりとかね、そういうのを今模索している

ところです。 
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 今、日程調整に入ってて、ラグビー部を実際にあの人らに教えてもらおうと思って

るんですよ。ラグビー部にあっちのグラウンドに行かせてあげて、芝の上でドコモの

人らにラグビーを指導してもらうとか、そういうのもやっていこうかって今やってま

す。 

○小川委員 

 地元企業というか。 

○安藤副区長 

 ご存じかどうか、朝原さん、南港の小中学校なんだけれども今月２３日か。  

○髙田魅力発信担当課長 

 １３日。 

○安藤副区長 

 １３日か。実際に朝原さんに来てもらって指導してもらうんです。小中学生とか。  

○佐藤委員 

 ええやんな。 

○大津委員 

 どうも。 

○安藤副区長 

 どうもこんばんは。 

○髙田魅力発信担当課長 

 済みません、お忙しいところありがとうございます。  

○小川委員 

 子供たちもトップの人たちが来られたらうれしい、持ってるもんちゃうし。 

○安藤副区長 

 本物に接してもらいたくて、せっかくあるわけですから、住之江区のね。  

○髙田魅力発信担当課長 
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 一通りお話もいただいたんですけれども、来年度の方向性について、こんな方向で

いかがでしょうかっていうことでご意見頂戴しているところです。  

○大津委員 

 それはもう結構なことで。  

○安藤副区長 

 広報紙はよくなったなって、今お褒めをいただいたところです。  

○大津委員 

 そうですか、それはよかったです。  

○髙田魅力発信担当課長 

 一番最初安立行って、大津委員も出ていただいてまして、お神輿とかね。 

○大津委員 

 ああ、そうです。シリーズの最初にした。ありがとうございました。  

○安藤副区長 

 今までいただいたご意見とすれば、主に各事業と来年度に向けた方向性を今、ご意

見いただいているところですけれども、上から言いますと、この地域資源を活用した

住之江ブランド力向上事業ってこれ何のことか言いますと、加賀屋新田のイベントの

ことを言ってるんです。これについて、せっかくああいういい庭があるんで、  

いい公園があるんで、外国人の人も対象にした何かアイデアないのかなと。  

 例えばこれを外国語のパンフレットをつくって、オスカードリーム何かに置くとい

うのも一つのアイデアやし、ここで着物の体験とか写真撮影をするとか、そういうこ

とも魅力の発掘としてあるん違うかということです。 

 二つ目の地域経済活力創造事業というのは、ＡＴＣの「光のワンダーランド」で１

２月に花火やってたやつです。これは私どもとして、今までもこれは議論がいろいろ

あって、余り地域のイベントとしてなってへんのちゃうかっていうようなところもあ

りますので、来年度はこれ区役所としては費用負担はしないという方向で検討を進め
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てますということを申し上げたんです。  

 それから三つ目は、これ名村造船所のアート・ビートのことです。  

 これは一応名村造船といえばアートの拠点というイメージが定着しつつありますの

で、一定区がお金出す成果が上がりつつあるかなというところもありますので、あそ

こを拠点として、地域への波及効果とか、地域のブランドイメージを確立していくた

めにどういう使い方があるのか、今後検討していきましょうということです。  

 というところぐらいまでです、今、それで広報について、広報の話になったときに

今年の広報誌はよくなったなと。 

そんなところです。 

○小川委員 

 あとはまちセンさんを知らないというのと。 

○安藤副区長 

 そうですね。あと地域の細かい情報を発信する工夫をしたらどうかというのは、前

回の部会でいただいてまして、それに対応するものとして、この地域ごとの広報誌を

まちセンと連携しながらやってるんですけれども、まちセンのホームページにもいろ

いろ情報載っているんだけれども、みんなまちセンの存在を、普通の人は知らないと

いうことなので、まちセンをもうちょっときちっとＰＲしたらどうですかというよう

なご意見もいただいて。それはもう早速取り入れていこうかなと考えています。  

 そんなところですかね。 

 何なりとご意見ございましたら。  

 ＳＮＳというのはどうなんですかね。この広報媒体としては効果がありますか。僕

は余り実はフェイスブックとかツイッターとかあんなのしないんですけれども。最近

ではどうなんでしょう。 

○小川委員 

 やってる人からしたら普通のことは別に何もその見て、遊んで、ばあってすると思
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うんですけれども、誰かに伝えてあげたいとか、おもしろいこととかはシェアしたり

いいねをしたりとかあるとは思うんで。  

○安藤副区長 

 だから中身次第ということですね。効果かあるかどうか。 

 おもしろい中身があるかどうかということですね。  

○小川委員 

 中身次第ですね。 

 この前も聞いたんですけど、結構年代別というか、目的別であれば一番ありがたい

んですけど、目的別でないので、全部が一個なので全部情報が来ちゃうというところ

は微妙な気はします。 

 地域別になったら難しくて、それをやりだすとまちセンさんが可能で動いてくれる

んやったら、地域別のフェイスブックでもいいですし、地域でやろうと思ったら受け

継ぐのが大変なんです。今は僕が、じゃあ僕南港のここやりますというたとしても、

それで子育て世代のことやりますってやったとしても、子供が大きくなっていって誰

かやってよっていうことになるだろうし、結構それは課題やと思います。それやった

地域のやってる方が自分の個人の分で上げるのはいいと思うんです。でもいろいろ知

りたいと。ちっちゃい祭りの話でも、何かのイベントの話を知りたいけど知らないっ

ていう人が知る方法をつくってあげたいなとは思うんですけど、簡単に何か。知った

ら行ったのにとか、全校配付して、町の掲示板に貼ってるのに知らんって怒られたり。 

○名村委員 

 見いひん、見いひん。 

○小川委員 

 南港でイベントいろいろやらせていただいてるんですけれども、そんなん言うてく

れたらよかったのにって。  

 貼っててるやろ。 
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 貼ってるし、全校配付したし。  

○安藤副区長 

 言うてへんはずないやろって。  

○小川委員 

 ９千何戸全戸配付してるのに知らんって。  

 Shionさんのイベントやったときも言われました。わざわざ音楽聞きにきてくれた

んですけれども、何で言うてくれへんのって。  

 貼ってましたやん、言いましたやんって。結構難しい。  

 かといって、情報欲しいっていうお母さんたちもいっぱいいてて、僕らつながって

る中でラインとかメールで知った、各町の祭りの日程とかは流してあげたらすごい喜

ばれます。 

○安藤副区長 

 ああそうですか。 

○小川委員 

 ちっちゃい祭りってあるじゃないですか。大きい、さざんか単位じゃなくて、ちっ

ちゃい町会の単位の祭りみたいなのとかも、喜んでくれるので。  

○大津委員 

 それ方法は何で発信されているんですか。  

○小川委員 

 今、僕はつながってる限りラインかメールで今上げてます。フェイスブック自体も

上げますけど、その三つぐらいですね。  

 結構、個人的に思うのは、いろいろなイベントもオリックスさんとつなげていただ

いたんで部長経由で、オリックスのチケットの方が来るんです。それで１００枚ぐら

いチケット持ってきて、誰か南港の人でファンつくってほしいって、近いから。配っ

てくれへんかって言われるんですけど、この前２００枚さばけたんですよ。ラインと。  
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○佐藤委員 

 何のチケット。 

○小川委員 

 オリックスの野球のチケットです。  

○佐藤委員 

 野球のチケット。 

○小川委員 

 試合のチケットなんですが、それでライン送って、メール送ってって言ったらみん

な何号室の部屋番何枚くださいとかいろいろ返ってきて、全部ポスティングしに行っ

たんですけど、２００枚もさばけるんやって思って、すごいなって思って。 

○中村委員 

 それは割引券ですか。 

○小川委員 

 完全な招待券です。 

○安藤副区長 

 ただなんですよ。 

○小川委員 

割引の場合もありますし、招待券のときもあるんですけど、どうしてもその向こ

うもわかってるらしいんですね、お客さんがいないときっていうのがあるって。こう

いうイベントあるときだけで、イベントない間がお客さんがいないっていうので、そ

ういうときのやつをいただいたりするんですけど。  

 そこはそれだけで一人から２００人ってなったらおもしろいなって思って。  

○安藤副区長 

 年に３回ぐらい配ってはるんですよ。 

○中村委員 



－47－ 

 それは球場はどこですか、京セラ。 

○小川委員 

 京セラです。 

○中村委員 

 ほんとにええね。向こうの神戸のあっちのほうやったら遠いけどね。  

○安藤副区長 

 要ります。見に行きますか。  

○中村委員 

 余り行かないです。好きな人おるかもしれないです。  

○安藤副区長 

 何ぼでもくれますよ。 

○大津委員 

 ラグビーのあれもどうなったんかな、ロゴをはっぴに入れたら・・・。  

○安藤副区長 

 住吉祭にね。 

○大津委員 

 ああいうスポーツはみんなゼッケンじゃなくて、サッカーもみんなつけてると思う

んですね、つけてくれたらつけるよっていう。検討中なのかな。 

○安藤副区長 

 営業サイドは来年度は参加したいって。  

○大津委員 

 したい言うてる。 

○安藤副区長 

 それはもちろん担いでくれたら迫力ありますよね。  

○小川委員 
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 それはそうでしょう。 

○髙田魅力発信担当課長 

 迫力ありますね。 

○小川委員 

 ごっついもんね、冷蔵庫みたいな人歩いてますもん。 

○安藤副区長 

 今年もその話してて、運営のほうがちょっと日程的に何かあったみたいで、今年は

流れてしまって。営業のほうはのりのりやったんですよ。ぜひともって言うて言って

たんですけど。 

○髙田魅力発信担当課長 

 済みません。方向性としては、このような形でいかがでしょうか。 

 そろそろ取りまとめてまいりたいと思います。  

○安藤副区長 

 だからこの一番上は地域ニーズを踏まえながら、新たな魅力を発掘しにしようか、、

この加賀屋新田のやつは、魅力向上に向けてじゃなくて、踏まえながら新たな魅力を

発掘し、取り組みを拡充とか何かそんな感じにしません。  

○髙田魅力発信担当課長 

 今日のご意見を踏まえて。 

○安藤副区長 

 何となく魅力向上に向けてってぼやっと書いてたけどちょっと。  

○髙田魅力発信担当課長 

 シャープな書き方にしましょうか。  

○安藤副区長 

 次は見直しでいいですよね、これね。  

 三つ目も。 
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○髙田魅力発信担当課長 

 アート・ビートも。 

○安藤副区長 

 こんなもんかな、こんな感じかな。  

 これ広報戦略会議って何のことか皆さんわからないですよね。  

 これ内部の会議です。 

○中村委員 

 これの話。 

○安藤副区長 

 これをつくるに当たって、区役所内ほぼ全課長かな。  

○髙田魅力発信担当課長 

 全課長です。 

○安藤副区長 

 全課長集まって会議を今年はやってるんです。それで年次計画立てて、何月はどこ

そこエントリー、何月はどこそこエントリー決めて、あとそれ以外に、ここの第２特

集面についても適宜どんなものを載せていくかというのを、みんなで議論しながらや

ってるというわけですね。  

 まあ載せておこうかこうやって。  

 広聴は今のままでいいね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね。 

○安藤副区長 

 あとはこのまちセンをもうちょっとこう、この下のところで。  

○髙田魅力発信担当課長 

 先ほどの話もありましたけど。 
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○安藤副区長 

 まちセンをもうちょっとこう。  

○中村委員 

 知らしめる何かね。 

○安藤副区長 

 そうですね。 

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね、まずそういうところから。  

○小川委員 

 住之江区さんのホームページ、僕も今入っていったんですけど、まちセンの前に違

うとこに当たってまちセンに行かないんですよ。  

○安藤副区長 

 そうなんですか、もうじき、次どないなるんやろな。  

○髙田魅力発信担当課長 

 １１月からですね。 

○小川委員 

 地域の病院って書いてるのは、そこクリックしていったら、一番上に地域活動のご

紹介ってあるんですよ。それ見てみんな終わると思うんですけど、その下のきずなス

テーションの下に住之江区まちづくりセンターってあるんですけど、多分誰もこれ押

さないです。一番上見て多分終わっちゃうと思う。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そっちから入っちゃうんでしょうね。  

○安藤副区長 

 まちセンとの連携を深めながら取り組みを強化にしておきましょうか。  

 まちセンとの連携を深めながら取り組みを強化しましょうと。  
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 アンケートはこんなところでしょうかね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、ありがとうございます。そうしたらそのような形で。ありがとうございます。 

 いろいろご意見ありがとうございました。  

 今後のスケジュールですけれども、１０月に全体会を実施し、本日いただきました

ご意見も踏まえて、平成３０年の施策並びに区運営方針の策定に向けた検討を進めて

まいりたいと考えております。  

 最後になりましたが、本日の部会をもちまして、皆様による会議は終了いたします。

長らくお世話になりました中村部会長、それから大津委員、それから佐藤委員は今回

でご退任となります。また小川委員と伊藤委員につきましては、引き続きお引き受け

いただくことになっております。  

 皆様ご多忙のところ区政会議にご協力賜りまして本当にありがとうございました。  

 また今後とも区政にお力添え賜りますように、引き続きよろしくお願いいたします。  

（一同 挨拶） 

○髙田魅力発信担当課長 

 それではこれで魅力・ブランド部会閉会いたします。 


