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平成２９年度 住之江区区政会議 

第２回 福祉・健康部会 会議録 

 

○阪口保健福祉課長 

 それでは、ほぼ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。よろしくお願いいたします。  

 私は住之江区役所の保健福祉課長の阪口でございます。本日は、進行役をさせてい

ただきます。 

 まず、最初にお手元にお配りしております配布資料の確認をさせていただきます。 

 まず、第２回福祉健康部会と書かれましたレジュメが１点ございます。それから、

平成３０年に向けた施策並びに区運営方針の方向性について、福祉健康部会と書かれ

たＡ３縦長の色刷りの資料です。それから、子育て環境の充実、支援を必要とする

人々を支える体制づくりと書かれましたカラー刷りのＡ３縦の資料が１点。それから、

健康づくりの推進、就労による自立支援と書かれましたＡ３縦の資料が１点。それか

ら、平成２９年度事業概要一覧と書かれましたＡ４横の資料が１点。それから、左肩

でホッチキス留めしております、住之江区の子どもを取り巻く環境について考える意

見交換会と書かれましたＡ４の資料一式が１点。以上の６点でございます。  

 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 

 それから、お手元のほうに封筒とそれから市政改革プラン云々と書かれました資料

がございますけれども、これは最後に事務局のほうから説明があるということですの

で、ご承知おきください。  

 次に、本日の出席者でございますけれども、区政会議の本部会の委員の方々は、５

名出席、６名中５名出席をいただいておりますので、部会としましては定足数を満た

しておりますので有効に成立しております。  

 本日、矢部委員様につきましては、所用のためご欠席ということでお伺いしており



－2－ 

ます。 

 部会長には、杉村委員様それから、副部会長には大磯委員様に引き続きよろしくお

願いいたします。 

 今回の部会では、個人情報など特に非公開情報がございませんので、会議を公開さ

せていただきます。議事録等についても、後日発表となります。  

 それでは、本日の会議の趣旨及び予定をご説明いたします。  

 本日は、議題は二つございまして、それにつきましてご説明させていただきまして、

またご意見をいただきたいなと思っております。  

 まず、一つ目に、議題の１として平成３０年度に向けた施策並びに区運営方針の方

向性についての議題でございます。  

 続いては、二つ目につきましては、議題２、その他のほうでは、この８月１８日の

金曜日に１階きずなステーションで実施いたしました住之江区の子どもを取り巻く環

境について考える、この資料ですね、意見交換会につきましてのご報告でございます。

それぞれの議題におきまして、皆様方からのご意見をいただければ幸いかと存じてお

ります。 

 それでは、時間も限られておりますので、ご意見のほうは簡潔にいただければ幸い

かなと思っております。それでは、本日は９時終了を目途に進めてまいりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、杉村部会長様、議長のほうよろしくお願いいたします。 

○杉村委員 

 皆さんすみません、時間もスタート時間も少しちょっと遅かったので、きっちり９

時に終われたらなと思いますので、ご協力のほうよろしくお願いします。 

 では、早速なんですけども、議事１、平成３０年度の施策及び区運営方針の方向性

について、区役所のほうからご説明お願いいたします。  

○阪口保健福祉課長 
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 それでは、私のほうからご説明させていただきます。  

 資料、「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」に基づい

てご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 住之江区の施策につきましては、毎年度運営方針を作成いたしまして、主な経営課

題について、計画、目標を定め、取組んでまいっております。年度の途中には、振り

返りを行いまして、進捗状況の管理を行い、年度末には取り組みについての評価を行

うという形になっております。これらにつきましては、区政会議の各部会におきまし

て、委員の皆様方にご説明を申し上げまして、ご意見をいただき、それを今後の施策

に反映していくという流れとなっております。  

 それでは、先ほどのお手元の資料をご覧ください。 

 資料、左上の前回の区政会議でいただきました主なご意見には、前回５月３０日の

福祉健康部会でご議論いただきました平成２８年度運営方針の振り返りにおきまして、

委員の皆様方からいただきましたご意見を掲載いたしております。その下の平成２９

年度区政方針の進捗と課題には、最初に申し上げましたとおり２９年度運営方針のこ

れまでを振り返りまして取り組みの進捗状況をお示しいたしております。  

 それから、真ん中の列の平成２９年度事業におきましては、運営方針で取り上げて

おります具体的取り組み及び運営方針に関連する事業をお示ししておりまして、その

右側の列の平成３０年度の方向性では、それらの事業につきまして平成３０年度にど

のようにしていくのかをお示ししております。  

 その下にございます平成３０年度における新たな取り組みをお示ししておりますが、

予算を伴うことなど、未確定な部分があることにつきましてはご了解のほどをお願い

いたします。 

 それでは、順にご説明させていただきます。  

 前回の区政会議でいただきました主なご意見のまず、平成２８年度運営方針の子育

て環境の充実の項目のところでは、子育てに対しての不安感、負担感が減っていると
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感じられる状態についてイメージができないとのご指摘をいただきました。  

 次に、支援を必要とする人々を支える体制づくりの項目におきましては、見守り活

動について、ＵＲの協力が得にくいというご意見と、それから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せないかというご意見をいただいております。  

 次に、就労による自立支援の項目では、介護人材コーディネーター事業につきまし

て、総合就職サポート事業者とコーディネーターとの連携や、就労先のアンマッチと

いうようなご意見をいただいております。  

 次に、その下の平成２９年度区政運営方針の進捗と課題でございます。地域ぐるみ

で子育てする環境整備の項目では、まず待機児童解消の取り組みにつきましては、こ

れまでに８０人定員の認可保育施設の事業者と１９人定員の小規模保育施設の事業者

が決定しております。このほかに、区役所庁舎内及び区内１カ所で小規模保育施設に

つきまして公募をいたしております。  

 その次の子育て情報の発信の取り組みにつきましては、広報誌「さざんか」に毎月

「わくわく子育て」という子育てに関するコラムのほか、子育て情報を掲載いたして

おります。それから、子育て情報誌「わいわい」を毎月発行いたしまして、区内各所

に配布するほか、区役所ホームページでもご覧いただけるようにしております。この

ほか、子育てマップを作成いたしまして母子手帳交付時などのときにほかの子育てに

関する資料とともに、お渡しいたしております。このほかにも、フェイスブックに子

育て情報を随時アップいたしております。  

 それから、その下の気軽に子育ての相談ができる居場所づくりの取り組みにおきま

しては、子育てサロン、つどいの広場などの子育て層の皆さんが集う場所に随時職員

が訪問して相談等を受け付け、いろんな活動を行っております。 

 その次の項目ですけれども、支援を必要とする人々を支える体制づくりの項目でご

ざいます。まず最初に、身近な地域の人々による見守り活動につきましては、区のホ

ームページやＳＮＳ等で情報発信を行っております。引き続き、各イベント等の告知
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や取材記事と合わせて発信してまいります。また、月１回の実行委員会会議を重ねな

がら企業や各団体と連携し、情報発信の機会となるオープンミーティング「命をつな

ぐ、ひとりぼっちにしない防災」をテーマに実施いたしました。１０月以降にも数回

開催するため企画検討中でございます。  

 その次の次世代の担い手の育成につきましては、８月末時点の数字になりますが、

あったかネットサポーター養成講座を地域向けに６回、参加者１６０名、企業向け３

回、参加者２１名を実施し、未開催の地域につきましては、今後開催を予定いたして

おります。また、企業等との協定につきましては、今年度５社と協定を結びました。

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見守りあったかネット事業の

再構築の検討についてでございますが、地域における要援護者の見守りネットワーク

強化事業と見守りあったかネット事業は別の事業ではございますが、現在でも強化事

業の区社会福祉協議会に設置されております見守り相談室と見守りあったかネット事

業のあったかネットコーディネーターであるネットワーク推進員さんとは連携して見

守り活動を実施しておりますが、より連携がしやすいように再構築を行いたいと考え

ております。 

 その次の地域で取り組む健康づくりの項目では、健康づくりにおいて重要な要素で

ございます運動の習慣化、それから食事につきまして区民の方々に情報提供いたしま

して、取り組んでいただくための活動について記載いたしております。運動の習慣化

による健康づくりの取り組みでは、取り組みやすい運動でございますウｵーキングを

楽しむためのウｵーキングマップの増刷や、まるとく検診や地域健康講座で実行しや

すい運動などをご紹介いたしております。健康に過ごすための食生活の取り組みでは、

まるとく検診での体験型食育ブースや各種食育講座を開催いたしております。  

 その下の地域で活動する団体との連携による健康づくりの取り組みでは、 松
しょう

の会、

食推協やすみれ会といった健康づくりに積極的に取り組んでいただいている団体の皆

さん方と連携した講座を共同で開催しております。 
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 最後の、暮らしを支えるセーフティーネットでは、生活保護受給者及び生活困窮者

を将来の介護人材として育成するとともに、介護人材不足に悩む区内の介護事業所へ

のコーディネートを行い、就労につなぐことを目的とする介護人材の地産地消ともい

える介護人材就労コーディネート事業について事業を進めております。  

 次に、資料真ん中の列の平成２９年度事業におきまして、取り上げております事業

の平成３０年度の方向性についてご説明いたします。  

 事業名ですね、見守りあったかネット事業につきましては、先ほど説明いたしまし

たとおり、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見守りあったかネ

ット事業の再構築を検討いたしております。  

 事業名、空き家等対策推進事業につきましては、拡充を検討いたしております。今

年度、国土交通省の空き家所有者情報提供による空き家利活用推進事業に採択されま

した。これは、地域福祉にかかわる人たちが把握する空き家発生関連情報を活用して、

空き家の管理、流通促進ができないかという調査検討を行うものでございます。調査

はこれからの予定で、各地域へのヒアリングを実施する予定となっております。来年

度は、この調査結果を生かして、空き家対策に展開する予算を計上できないかを検討

しております。 

 事業名、ふだんのくらししあわせプラン推進支援事業につきましては、引き続き実

施していきたいと考えております。  

 なにわっ子すくすくスタート事業は、主に乳幼児期の子どもを抱える子育て家庭に

対し、状況に応じた適切な支援、相談、情報提供を実施することにより、子育ての不

安の軽減を図ることを目的としておりますが、子育て層への必要な情報提供を中心に

取り組んでおり、来年度に向けても若い子育て層に対して、ＳＮＳなどを活用したよ

り情報を得やすい発信に努め、子育て層の不安軽減に努めてまいります。  

 ドメスティック・バイオレンス対策事業は、いわゆるＤＶ被害者への迅速な保護、

必要な支援を行うものですが、関係機関との連携が必須の事業でありますので、関係
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機関との連携を図り、継続することといたしております。  

 要保護児童対策地域協議会の運営事業は、児童虐待の防止、早期発見、アフターケ

アの各々の段階に応じた施策を総合的に展開するための活動を行っておりますが、関

係機関、学校園、地域の皆様方との連携が欠かせない活動であることから、それぞれ

の皆様方と一層連携を図り、取り組んでまいりたいと思います。 

 家庭児童相談員配置事業は、保健福祉課に配置しております専門相談員が心身の発

達、性格、行動など、家庭児童福祉に関する専門的に通用する相談指導を行っており

ます。関係機関、学校園、地域等との連携が欠かせない活動でありますことから、こ

のように表現させていただいております。  

 発達障がいサポート事業は、発達障がいのある児童生徒の登下校や、郊外活動時に

適切なサポートを行うもので、その必要性から継続実施といたしております。  

 乳幼児発達相談体制強化事業は、発達障がいのある子どもと養育者が速やかに診断

や医療につながる相談を受けることができる、早期の療育や適切な保育、教育等につ

ながるまで、専門的な支援のもとで安心して育児ができるよう、区保健福祉センター

において臨床心理士等専門職を長期的・安定的に確保し、早期の段階で継続的な相談

支援を実施するもので、子育て層の不安の軽減に資することから継続といたしており

ます。 

 健康づくり啓発事業につきましても、区民の健康増進のため、今後とも継続して行

ってまいりたいと思いますが、より広い区民の方々に関心を持っていただけるような

工夫を行いながら、継続させていただきたいと思っております。  

 介護人材就労コーディネート事業につきましては、生活保護受給者及び生活困窮者

の就労と区内の介護事業所の介護人材不足を同時に解決する取り組みでございまして、

継続実施といたしております。  

 最後に、３０年度における新たな取り組みでございますが、子どもの居場所にかか

わるネットワークの把握及び新たなネットワーク形成の検討につきましては、地域の
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方やＮＰＯ法人の方が区内で子どもの居場所にかかる取り組みをされておられます。

本当にありがたいことでございます。現在、３カ所で取り組まれている子どもの居場

所につきまして、横連携などができないかを検討したいと思っております。また、子

どもの居場所づくりの新たな方策の検討を考えております。他団体の助成金を活用で

きないかというような検討でございます。  

 私のほうからは、以上でございます。  

○杉村委員 

 ありがとうございました。  

 皆様のほうから、ご意見ございますでしょうか。  

 私から、いいでしょうか。すみません、先。 

 すみません、私から、この１枚目にいただいたこの資料の中にある、前回の区政会

議でいただいた主なご意見、全部で５項目ぐらい出ているんですけども、ほかにも皆

さんのほうから意見いただいていたケースというのがあると思うんですけど、それと

この２９年度の区運営方針の進捗と課題というのがリンクしているというか、まあ反

映されているのかな。１番の３０年度における新たな取り組みのところに子どもの居

場所等の記載は見られるんですけども、リンクされているんでしょうか。  

○阪口保健福祉課長 

 これは、私のほうからご説明させていただきます。  

 そうですね、子育て環境の充実の項目というのは、先ほども申し上げましたけれど

も、子育てに対する不安感、負担感が減っていると感じられる状態についてイメージ

ができないというようなご意見でございましたけれども、子育てに対する不安感、負

担感につきましては、そういったものにつながる要因というのがさまざまなんですけ

れども、その中でも保育施設に入りやすいかというところが、大きなものが一つある

かなと思っております。この間にはですね、住之江区として保育施設の整備につきま

して、平成３０年度４月開設につきましては、大阪市の子ども青少年局の当初の提示
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におきまして、小規模施設２カ所のみの応募ということでございましたけれども、区

として、それに加えて８０人規模の認可保育所の必要があると考え、公募に載せると

いうことのもとで、局のほうに要望して現在事業者が決まったというようなことでご

ざいます。 

 また、区役所内、保育施設の事業所につきましても区役所として誘致のために何か

できないかということで、活動を行いまして応募への感触をつかむことができたとい

うような現状でございまして、現在もそれにつきまして応募があったかどうかにつき

まして、今公募中ということでございますので、またこれにつきましてご報告できる

んではないかと思っております。  

 次に、支援を必要とする人々を支える体制づくりの項目でございますけれども、前

回の区政会議でいただいたご意見の中に徘徊高齢者の見守り体制を強化する必要があ

るのではないかというご意見がございまして、一つは、最近地域との交流がない方も

増えてくるということで、別の接点がある企業にも見守り活動に参加していただけれ

ば、違う視点での見守りが可能となると考えまして、そういった形の見守り活動の強

化をしていこうということでございます。現在、協定先として布亀株式会社、株式会

社一二三工業所、株式会社レオパレス２１、南大阪ヤクルト販売、大阪市住宅供給公

社、大阪シティ信用金庫、株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンターの７社とな

っております。これにつきましては、引き続き企業との協定を進めていきたいと考え

ております。二つ目は、いただきましたご意見を踏まえまして、見守りネットワーク

強化事業の見守り相談室とあったかネット事業のあったかネットコーディネーターで

あるネットワーク推進員の方々がより連携がとれるように事業の再構築を検討してい

きます。検討途中のため具体の内容については、現在お示しできませんが、見守り体

制の強化につながるようにと考えております。  

 また、前回の区政会議でいただきましたご意見の中に見守り活動について、ＵＲの

協力が得にくいというようなご意見があったんですけれども、これにつきましては早
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速、ＵＲとお話をさせていただきまして、協力事業者による地域見守りの取り組みに

かかる連携協定を締結するということができました。また、ＵＲとの見守り活動に関

する連携の取り組みといたしまして、今まで団地内ではポスターなんかなかなか貼ら

せていただけなかったんですけれども、ＵＲ団地内の掲示板にポスターなどは貼った

りする場合のルールということをＵＲと整理した内容を地域ネットワーク推進連絡会

で報告するなど、少しではございますけれども、見守り活動としてＵＲとの関係が前

進していると考えております。  

 それから、前回の区政会議でいただきましたご意見の中に子どもの貧困対策として、

区として思い切ったことを生かすことができないかというようなご意見がございまし

た。このご意見を踏まえまして、一つは、現在区内３カ所で、取り組んでいただいて

いる子どもの居場所づくりの取り組みの横連携のためのネットワーク形成ができない

かと検討を考えております。  

 もう一つは、外部資金を活用した子どもの居場所づくりの新たな方策について、検

討をしているところでございます。 

 最後に、就労による自立支援などでございますけれども、就労支援につきましても

生活保護受給者等に就労支援を行う事業者と介護人材就労コーディネーターとの連携

がうまくいっていない。介護事業所に就労しても仕事がきつくて長続きしないという、

総合就職サポート事業者とコーディネーターの連携でありますとか、就労先のアンマ

ッチというようなご意見もいただきましたので、このご意見を踏まえまして、２９年

度事業におきましては、生活保護受給者等の特性に応じた相談や助言により一層努め

てまいり、それから総合就職サポート事業者と介護人材コーディネーターとの一層の

連携を図っていくというものでございます。  

 以上が、前回の区政会議でいただきました主な意見につきまして、今年度各事業へ

反映した状況でございます。 

○杉村委員 
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 はい、ありがとうございます。  

 ＵＲの件とかも含めて、いろいろ進捗あると思うんですけど、できれば僕らもう今

日がラスト、最後やと思いますので、この区政会議の中で出た意見などを是非進捗状

況であったり、こういう意見がありました、でこの進捗ですというのを含めて、次の

３０年度の委員会でも引継いでいくこの資料等に明記しいただければ、次の部員さん

も入っていきやすいと思いますし、区政会議ってそういう場やと思いますので、是非

是非引き継ぎ書みたいな感じになるのか分からんですけど、是非それを明記していた

だければと思います。 

○佐野委員 

 ちょっと、質問していいですか。  

○杉村委員 

 ああ、どうぞ。 

○佐野委員 

 見守りあったかネットのほうで、この企業さんが７社ですか。参画していただいて

いるということですけれど、どういうふうにしてこの布亀さんだったら布亀さんの薬

と契約しているところのみですよね、これ。  

○田島地域福祉担当課長 

 そうですね、布亀さんとか、企業さんの関連のある・・・ 

○佐野委員 

 この一二三さんていうのは、水道屋さんでしょ。  

○田島地域福祉担当課長 

 はい。 

○佐野委員 

 この方は、大阪市の市営住宅の水道で、月に何回か、１回とか、２回とか行くんで

すか、１回とか行くんですか。  
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○田島地域福祉担当課長 

 ごめんなさい。ちょっと、件数的なものがちょっと私も分からないですけれども、

企業さんが、企業さんもやっぱり個人と契約とかいろいろありますので、関係がある

と思うんですけれども、そういった中でそういったおつき合いの中で、もし、ああ、

ちょっとあそこいつもいてはるけれど、今日は何かおかしいなとかというのがあれば、

うちのほうに連絡をいただくというそういう企業さんが自分のやっている業務の中で、

何かおかしいなと気づいたときに区役所とか、見守り相談室にご連絡をいたくという。 

○佐野委員 

 ということは、特定の人だけということやね、これは。  

○田島地域福祉担当課長 

 基本的には、ですから企業さんとおつき合いがある方という形になりますね。はい。  

○佐野委員 

 だったらこれで安心しているわけにはいかないということですね。  

○田島地域福祉担当課長 

 もちろん、だから７社だけでＯＫとかという話ではありませんね。もっと増やして

いって。 

○佐野委員 

 それは、各住民の方にこういう人たちが協力してくれていますよというのは、アナ

ウンスはするんですか、しないんですか。  

○田島地域福祉担当課長 

 えっと、住民の方に。 

○佐野委員 

 この住之江区民の人たち。  

○田島地域福祉担当課長 

 ああ、もちろんね、ホームページとかには上げさせていただいてはいただいている
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んですけども。 

○佐野委員 

 それも聞こうと思ったんですけれど。  

○田島地域福祉担当課長 

 はい。 

○佐野委員 

 区ホームページ、ＳＮＳ等での情報発信と書いてありますけどね、これ。身近な地

域の人々による見守り活動って。  

○田島地域福祉担当課長 

 はい。 

○佐野委員 

 私たちの年代でね、何人ぐらいじゃあこういうの見ると思います。私、いつも疑問

やったの。何人ぐらい見ると思います。  

○田島地域福祉担当課長 

 ううん、ごめんなさい。ちょっと、何人ぐらいと言われたら、ちょっと数字が言え

るわけではないですけどね。 

○佐野委員 

 いや、何割ぐらい。全体の。  

○田島地域福祉担当課長 

 最近ね、もうスマホをお持ちの方とかも多いので、そんなゼロとかということはも

ちろんないと思いますけれども。はい。  

○佐野委員 

 そんな、ゼロはないですけどね、まだ私たちの年代ってね、幾ら私らもスマホ持っ

てますけどね。 

○田島地域福祉担当課長 
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 持ってますね。はい。 

○佐野委員 

 そんなもの見るとかね、そういう人たちって少ないと思いますよ。だから、そのい

つも簡単に区ホームページ、ＳＮＳ等とかよくお使いになっていますけれど、ね、や

っぱりそれだけで安心していたら、やっぱり地域の人たちにまだ、私たち６０代やっ

たら半分も見てないですよ。これ。そりゃね、会社とか行っててね、そういうのに毎

日さわる人は見ますわ。ホームページとかね。だから、ちょっとこれ私、いつも疑問

に思っているんですわ。これは。  

○田島地域福祉担当課長 

 ここだけではだめですよというご意見ですね。  

○佐野委員 

 そう。 

○杉村委員 

 ちなみに、区の広報紙にも今のそのいろんな企業と協力関係結んだというのは明示

してはるんですかね。広報紙に。 

○佐野委員 

 してないと思うわ。 

○事務局 

 掲載してます。 

○田島地域福祉担当課長 

 はい。 

○佐野委員 

 してないでしょ。 

○田島地域福祉担当課長 

 してました。 
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○佐野委員 

 え、してるの。この７社。 

○事務局 

 協力企業７社と意見交換会を実施してるんですね。その様子は、ホームページと広

報紙さざんかに掲載しています。 

○佐野委員 

 意見交換。 

○事務局 

 この協定を結んだ会社名とその意見交換会の様子を掲載させていただいてます。  

○佐野委員 

 それは、きちっと声かけてくれた人たちが、見守りで。  

○事務局 

 あ、そうです、そうです。  

○佐野委員 

 活動してもらっていますというのは。  

○事務局 

 社名を入れさせていただいて。  

○佐野委員 

 でも、これ一二三とかって、私、この間面接のときにただ思っただけやけど、一二

三でしょ、レオパレスって言ったらこれ、あの。  

○田島地域福祉担当課長 

 マンションやね。マンションの会社やね。  

○佐野委員 

 賃貸やね。 

○田島地域福祉担当課長 
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 賃貸マンションです。 

○佐野委員 

 まあ、ヤクルトさんは分かるよね。何てこれ、大阪シティ何。  

○田島地域福祉担当課長 

 信用金庫。 

○佐野委員 

 信用金庫さん。 

○田島地域福祉担当課長 

 はい。 

○佐野委員 

 はあ。大阪シティ信用金庫さん、どこにあるんですか。  

 ここ、住之江区。 

○田島地域福祉担当課長 

 加賀屋。 

○佐野委員 

 加賀屋。 

○杉村委員 

 昔の市信金・・・、大阪市信用金庫。  

○佐野委員 

 加賀屋だけ一つ、支店って。まあ、支店やろうね。  

○田島地域福祉担当課長 

 そうですね、住之江区内は一つやと思います。 

○佐野委員 

 ふうん。そしたら、住之江区って広いよね。広報の地図見ても。ね、広いよね。１

軒、これ。 



－17－ 

○大磯委員 

 地域で見守るしかないん違います。  

○佐野委員 

 そうよ、だから、もっと地域をね、もっと強くね、してほしい。  

○杉村委員 

 是非、いい機会のなので、佐野委員の意見がありましたように、こういう見守り事

業、さざんかの広報紙ってどんどん特集の内容に毎号、毎号ピックアップした内容に

なって、どんどんわかりやすくなってるとすごい感じるようになってきているんです

けど、是非見守り活動というのが重要やと思うので、どっかのときに表紙を飾るよう

な形のクローズアップ。 

○佐野委員 

 もう、もっと地域に力を入れてもらいたいわ。 

○杉村委員 

 福祉健康部会からの意見で出させていただければと思うんですけど、クローズアッ

プするような形で地域も含めて、この企業だけにしてしまうと、恐らく企業だけがや

っているんかというと誤解を生じると思うんで、もちろん地域の見守りがあるときが

あった中で、こういう企業がたくさん参画してくれている中で、網の目のようにだん

だんこれからもよくしていくんですよというような特集をどっかで組んでいただける

と。 

○事務局 

 はい、３月号で掲載します。 

○杉村委員 

 あ、もう予定になっているんですか。すみません。 

○佐野委員 

 だから各地域で見守りきちっとしているじゃないですか。やっぱり、そういうとこ
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ろの特長をあげてこういうふうにしていたら、こうなりますよとかと言うのをね、も

っと、そしたらいいところを私らも吸収したいじゃないですか。そういうのを、ごめ

んやけれどもこの、まあ、企業さんは、企業さんで頑張ってもらっていると思うけれ

ど、該当しないの、私だけでもこれ何これ、全然該当しないわというのが多いもん。

ただ、やっぱり地域の人たちにもっと関心、ボランティアさんいっぱいつくってもら

って関心持ってもらってやるのが一番安心しはるわね、地域の人は。 

○安藤副区長 

 おっしゃるように、もう身近な地域がやっぱり基本やと思います。やっぱり、この

企業がね、補完的なもんだと思います。だから、私たち別に決して主やと思っていま

せん。ただ、もしそういうふうに私らの資料のつくり方なり、ものの言い方がすぐに

見えるということやったら、それは私らちょっとよく考えて、それで次の３月号の広

報紙の紙面のつくり方なんかもそこは工夫していきたいなというふうに思っています。  

○佐野委員 

 そしたら、その新聞てね、地域の高齢者なんか、あ、うちの地域はこんなんしても

らっているんやっていうのがよくわかるじゃないですか。知らない人多いから、まだ。  

○安藤副区長 

 そうですね。ただ、ちょっと１点だけね。ちょっと、彼らも動いてくれたんで、申

し上げたいので、前回佐野委員からもちょっとＵＲの問題やろということをおっしゃ

られて、それで見守り協定をね、結べたというのは、多分２４区でうちが初めてなん

ですよ。ＵＲとそういう協定を結んだのがね。それで、もちろん区全体から言うとね、

ＵＲ住んでいる人ってごくわずかですけども、補完的な取り組みと言いながら、そう

いうことはそういうことで地道に一つ一つ根気のいることですけども、それをちょっ

と積み上げていきたいなと。  

○佐野委員 

 それは、ありがたいなと思うんですけれど、そういうふうに協定結べたということ
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は、何かで知らせていただいたんですか。  

○安藤副区長 

 ＵＲはまだ知らせて、今月かな、あれするのは。  

○佐野委員 

 地域のほうにも。 

○事務局 

 ネットワーク推進員の連絡会では、企業と協定していますという報告はさせていた

だいています。 

○佐野委員 

 ＵＲね。もちろんやな、ここにＵＲ入っているから、７社の中でね。ああ、そう。

ということはうちの推進員があかんのかな。報告受けてない。  

○田島地域福祉担当課長 

 いや、いや、そんなことではないと思いますけど。 

○安藤副区長 

 地域が基本やというのは、もう当然のことですので、地域としては関心を持っても

らうように、あるいは地域の人にね、もっとこう一緒に気持ちを前に持っていただけ

るようなね、そういう取り組みとか情報発信というのを私らちょっと気をつけていか

なあかんのかなと思います。  

○佐野委員 

 まあね、私はこれこうやってそれはあかんと言うのはね、先月も２人、ね、見つけ

たような次第でね、多いんですよ。ものすごい。だからやっぱりね、ＵＲのことはう

ち、平林で南港のほうでね、４つあるじゃないですか。建物が。だからね、ちょっと

重要なんですＵＲは。年間本当はね、ひどいときにはやっぱり７、８人見つけますか

らね。そういうことで、ありがとうございます。  

○杉村委員 
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 ＵＲの協定もスタートしたということで、これからよりよいものにしていってもら

えたら。 

○佐野委員 

 そうやね。 

○安藤副区長 

 現場はね、すごい問題意識持っているみたいですね。やっぱり、現場のほうはやっ

ぱり何とかせなあかんと思っているみたいなんで。ちょっと、この協定を取っかかり

にね。 

○佐野委員 

 そしたら、会議もね、できるしね。  

○安藤副区長 

 そうですね。 

○杉村委員 

 是非、是非、次の委員にもね、このＵＲのことに触れて引き継ぎしていっていただ

けると助かります。 

 はい、ほかに皆さん。 

○長田委員 

 一言。 

○杉村委員 

 はい。 

○長田委員 

 今、ＵＲの話出ましたけどね、大阪市が経営している市営住宅ってあるでしょ。こ

れだって同じことが言えるんで、ついこの間もそういうお年寄りが亡くなっていたと

いう、つい近くのね、私とこは、住之江連合地域で、この区役所も地域に入っていま

すけれども、そのいわゆる住之江公園という、公園の東側に１３棟、建っているんや
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ったかな、そこで亡くなった人もおったんですけど、まあ、同じような問題があって

ね、ＵＲとマンションだけやなくて、大阪市の問題でしょうし、市営住宅も、家主は

大阪市やし、そこもうちょっと同じように入れて欲しいですね。 

○大磯委員 

 うちも市営住宅ね、すごく問題になっていましてね、この前、包括さんと一緒にと

りあえず役員さんに声をかけさせてもらって、そこから棟長さんとかに見守りがいか

に大事かという話を今からさせていただくことになっているんです。だからそれやか

ら、うちは今それ一番市営住宅が高齢者多いので、そこを中心にやっていますけど、

それが徐々に各町会とかに広がっていけばいいかなと。 

○長田委員 

 できればね、その手紙を出したり、あるいは、これを役所のほうからはがきを出し

て、社協の人から資料もらってましたよね。 

○田島地域福祉担当課長 

 社協さん。 

○長田委員 

 社協さんがね、そういったこともどう活用したらええのかというのもあるんやけれ

ども。 

○佐野委員 

 あのね、うちもネットワーク委員会開いて、ネットワーク委員の下にね、ボランテ

ィアをつけているんですわ。  

○長田委員 

 おるんですけどね、我々も。  

○佐野委員 

 いや、それがね、うちは活動しているから、どこそこにこういう人がいてるという

のが全部情報あがってくるんです。 
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○長田委員 

 まあね、市営住宅の役員さんはね、町会費もほとんど９９％ぐらい完全にもうてる

からね、我々の地域と違って。だから、そういうある程度、わかる。かなり、わかっ

ているんですよ。ただ、それだけのことで、その毎日、そんなところ行かれへんし、

週に１回とかしか行かないから、そこら辺の問題を何とかできないのかと。  

○佐野委員 

 ボランティア増やすことやな。 

○長田委員 

 結果的に気になるな、気になるな言いながら、そうそう、亡くなっているケースが

この間あったんでね。 

○杉村委員 

 それこそ、先ほどヤクルトさんなんかをとってくださっている方が、まあ、中にい

らっしゃれば。 

○長田委員 

 それ、そこが難しい。 

○杉村委員 

 まあ、補完できるという意味でね。いろんなこう、目がどんんどん増えていけば。 

○長田委員 

 新聞が溜まっているから、気になっていたというて、結局そういうことやってんけ

どね。 

○佐野委員 

 うちは、７５歳以上のところにはね、毎月１回ね、ヤクルト持って訪問させている

んです。 

○長田委員 

 ああ、そういうね。 
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○佐野委員 

 ネットワークの下のゆうあいボランティアというのをつくっているから、各棟に何

名かずつで、その人たちがまた増えてきて、それとご近所の人たち、下でうじゃうじ

ゃしゃべっている人たちと話して、どこそこの誰かおかしいでって、そういう下の公

園に座っている男の人たちも言ってくれるようになっているから、そこはね、うまく、

うまく言うたら変やけど、そのボランティアさんを全部、ほんとネットワークでつな

いでいるような。 

○大磯委員 

 うちも６０人ぐらいいてますけど。  

○佐野委員 

 ボランティアが必要。 

○大磯委員 

 ボランティアさんがやっぱり見守ってくれているというのですね。 

○佐野委員 

 そう、そう。 

○長田委員 

 ボランティアさん、女性。  

○佐野委員 

 女性。 

○長田委員 

 かなり、女性やね。 

○佐野委員 

 うん。 

○長田委員 

 もう、おっさんは全然無理やからね。  
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○佐野委員 

 おっさん、無理。 

○長田委員 

 もう、年寄りのおっさん全く無理やから。  

○佐野委員 

 女の人のほうが、警戒心ないし。それに。  

○長田委員 

 そうなの。 

○佐野委員 

 うん。 

○杉村委員 

 是非、３月号の表紙、佐野さんのドアップで。 

○佐野委員 

 うちの、推進員ドアップにして。 

○長田委員 

 ただね、だからというか、あらゆることにいろんなことをやっていただくボランテ

ィアっておるんだって、ほとんど女性になってくるわけ、そういうの。 

○佐野委員 

 そう。 

○長田委員 

 それで役員はおっさんやねん。年寄りやねん。違うん。だから、そこら辺に、問題

の突き詰める力が弱いというの、女性がまあ、きょうも女性が２人来ていただいてい

ますけどもね、もっとこう何て言うのかな、もっと会議に出てきてもらって。  

○佐野委員 

 そうやね。思うわ。 
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○長田委員 

 出てもらわな。おっさん出てきてもな。余り、意見よう言わない。  

○佐野委員 

 女はおしゃべりやから。  

○長田委員 

 あんまり、意見を把握していないから、言えないというのが。ま、ちょっと話それ

てしまうかも分かれへんけど、この福祉健康部会の６人おるからかも分からんけど、

杉村さん以外は、そこら年配やと、僕らかって７０近いからやな、そんな人をメンバ

ーにやっぱり無理やな。もっと子育て世代の人を入れるなりして。何とかしないとい

かん。 

○佐野委員 

 あのね、子育て中の人っていうのは無理。  

○長田委員 

 子育てばっかりではないけどな、高齢者も入れとかなあかんけどな。いっぱい幅広

すぎてやな。かなり・・・。 

○佐野委員 

 やっぱりね、５０代、６０代の定年前後の人が一番いい。ほんまにボランティアは。

助かる。 

○杉村委員 

 恐らくね、今の長田委員の意見の中にもあった子育て世代が入るというのは、すご

いいい意見やなと思うんで、次回の多分委員は、もうこの時期には決まっているとは

思いますので、今後の何か区役所の委員選定の際に、特に初期のころに比べると、す

ごく幅広い話題というか、問題が多分この福祉健康部会の範囲になってきたと思いま

すので、是非、是非次の期になってしまうとは思いますけど、ちょっと委員選定の参

考のときを機に、カテゴリー分けしていただけると助かります。  
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○大磯委員 

 地域でまあ活動している人と、していない人といてるとは思うんですけど、一緒に

児童委員さんなんかが結構把握しているんと違うかなと思うので、子どものことに関

してはですよ、１人でも・・・。  

○杉村委員 

 是非、主任児童委員さんとそういう役職につかれている方に関しては、福祉健康部

会でいろんな業種で来ていただいていましたよね。アドバイザーという形で。是非、

是非。 

○大磯委員 

 福永さんずっと来てくれてましたよね。  

○佐野委員 

 そう、そう、そう、福永さんね。 

○杉村委員 

 あれ、来ていただいてましたかね。今も来てもらってました。  

○佐野委員 

 うん。 

○杉村委員 

 すみません、ちゃんと把握できていませんでした。  

○長田委員 

 民生委員さんもようさんおるんやからやな。  

○佐野委員 

 そうや。 

○杉村委員 

 民生委員も来てもらっていた。  

○長田委員 
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 何か、何しているかよく分からんねんけども、あんまり、個人のこと、１人で何十

人かもってはって、あんまり言えないのかも分からんのやけども、それとは別に民生

委員やから何か、それ以外のことやったらあかんとかはないん。 

○佐野委員 

 ないです。私もそうやし。  

○藤井生活支援課長 

 いや、藤井委員、元民生委員でございましたよね。  

○佐野委員 

 私も民生委員。 

○長田委員 

 だから、そんなことしとったら、何をしているのか分からんやろうね。 

○佐野委員 

 あのね、民生委員さんはそういうボランティアに入ったほうがね、これは、ネット

ワークのほうの問題なのか、民生のほうの問題なのかというのが早く分かるからね、

早く助けられる。 

○長田委員 

 だけど、できないんと違いますか、そういう別の民生委員として、別のことやった

らいけないという。 

○佐野委員 

 ううん、ない、ない。 

○藤井生活支援課長 

 いや、ないです、ないです。それは、ないです。  

○長田委員 

 何か、そんなふうなあれもたれて。  

○藤井委員 
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 だから、それは地域によってね、例えばネットワーク委員の話聞いていたら、うち

の地域なんかも、ネットワークさんが７０ぐらいになってきているんです。何でか言

うたらね、もう２０年以上やっているんですよ皆。だから、５０代から始めた人が、

ネットワーク委員を、７０になってきている。だから、うちはネットワーク委員は割

と活躍していると思うんですよ。住吉川地域はね。まあ、ちょっと今もう、へこんで

きているからね。 

 話題変わりますけどね、藤井課長にちょっとお聞きしたいんやけど。  

○藤井生活支援課長 

 はい。 

○藤井委員 

 以前ね、民生委員の方、それもあとでいう、見回りの件で、新聞社さんとか、それ

から関西電力とか、大阪ガスとか、ああいうところの協力で日常を見守っていくと、

その自分の仕事の範囲でね。そういう話ありましたよね。大阪市と。  

○藤井生活支援課長 

 えっと、もう２年、３年ぐらい前。  

○藤井委員 

 なりますね。 

○藤井生活支援課長 

 あれは、大阪市全体が、例えば新聞社や新聞販売店と協定を結び、朝夕の新聞配達

で何か気づきがあればお知らせいただくとか。 

○藤井委員 

 まだ、あれは、生きているんですか。  

○藤井生活支援課長 

 協定は生きてます。ただ、今私、そこの関係からちょっと離れているんで。  

○藤井委員 
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 あれが生きていたらね、こういうところでもその３月にするときにもね、問題ない。

要するに、新聞社、新聞販売店なんか、一番よう分かるわけですわ。 

○佐野委員 

 そうですよね。 

○藤井委員 

 もう２日そのままになっていたら、おかしいなと。  

○佐野委員 

 そうですよね。 

○藤井委員 

 だから、そういうこともやっているというのがね、やっぱりこう我々、大阪市とね、

僕途中まで関西電力はＯＫになりました。郵便局も確か、ＯＫになったのかな。  

○藤井生活支援課長 

 で、あと水道局と。 

○藤井委員 

 水道局か。 

○藤井生活支援課長 

 あと、ガスとか、関電も。だから、それぞれ個別に検針しますよね。  

○藤井委員 

 そうですよね。 

○藤井生活支援課長 

 そのときに、あれ、何かおかしいよね、とかあるいは、電気がつけっぱなし、もう

昼行っても、いつ行っても電気つけっぱなしでおかしいとか、新聞がたまっていると

か、それを速やかに区のほうなり、そっちのほうへ伝えていくというのは、それは一

応その通報は、今でもあって、現実に何件か、最近は存じませんが、私も最初のとき

何件かそういった形で発見できたことはありました。  



－30－ 

○藤井委員 

 だから、そういう本当にさっきからおっしゃるように、多方面で押さえていかなあ

かんと思うんですよね。誰がということじゃなくて、だから、うちなんかでもさっき

問題になった民生委員何してんねんやというのを、結局ね。  

○長田委員 

 そう思っています、僕も。 

○藤井委員 

 初め言われたときはね、僕らが１５年前かな、民生委員になったとき、民生委員こ

の地区あんまり仕事ないでと言われたこともあるんです。ネットワークが全部やって

いるからなんです。その時点でさえね、２０年近く前でさえも。だから、それぐらい

ネットワークの、だから、そのかわりうちのネットワーク委員というのは、偉い人一

切ないわけですよ。おじちゃん、おばちゃんがネットワークをずっとやっているわけ

ですよ。民生委員でネットワーク委員兼ねている人ももちろん何人かいます。だから、

そういうふうにして、こういう福祉とか見守りいうのはね、もう重なって、重なって、

重なりすぎるぐらい重なっていかんとね、それでもね、３日分、３日前の新聞たまっ

ていたって行ったら、３日前に死んどってもわからへんわけですよ。  

○佐野委員 

 そう。 

○藤井委員 

 正直言うとね。 

○佐野委員 

 そうですよ。 

○藤井委員 

 まあ、あと臭いがするとかね。だからもう個人の判断で見つかるときも多いのでね。

その辺は、だから。 
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○佐野委員 

 これね、開けてくれへんから。  

○藤井委員 

 行政の中でも、この地区はこの７社だけとかいうんじゃなくて、その今大阪市との

連携もこうなっているというのを全部把握してもらってね、全体でやってますよとい

う報告してもらったほうがええんやないかなと。ごめんね、ちょっと話変わって。  

○佐野委員 

 いえ、本当そうです。 

○杉村委員 

 ありがとうございます。  

 ほかに、皆さん。次の議題もあるんで、皆さんご意見ありましたら。  

 よろしいですか。 

 はい、では、次に議題に移りたいと思います。  

 事務局のほうから、すみません・・・。 

○事務局 

 先日、８月の１８日に住之江区役所、きずなステーションで開催いたしました住之

江区の子どもを取り巻く環境について考える意見交換会について、ご報告させていた

だきます。きょう、お越しいただいている委員の方もご参加いただいていました。そ

れで、ご参加いただいた方々は区政会議、福祉健康部会、同じく子ども教育部会、区

ＰＴＡ、自立支援協議会子ども会、であと区内で活動するＮＰＯ団体といった方々に

加えて、区役所の保健福祉課及び生活支援課の職員、区社会福祉協議会の職員という

福祉や子育てに関する活動や業務にかかわる方々にご参加いただきました。やり方と

しては、まず、田島課長のほうから、大阪府が行いました子どもの生活に関する実態

調査報告書に基づいて、調査結果のほう説明させていただいて、それを踏まえてグル

ープに分かれて意見交換をして、ふせんにいろんな課題であったり、いろんな認識を
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書いて模造紙にまとめたというものでした。  

 その模造紙を簡単にモデル化をしたものがこれで、次のページから続けて１班から

５班のこういうものです。皆さんいろんな意見を出されて、一通りまとめていただい

ております。概ねどの班も、例えば、人間関係のことであるとか、例えばこれ１班で

すけれど、制度や支援を知らないんじゃないか、つながっていないんじゃないかとか、

あとちょっと貧困が連鎖しているんじゃないかとか、あと、小中学生の、例えばこう

皆でたむろしている姿を見るというのとかですね、あとは若年層の若いお母さんがい

るというようなことが意見が出ていました。まとめとして、親以外の相談相手の必要

性と相談の必要性、地域でどこまでそういう対応ができるかといった意見がありまし

た。 

 続いて、２班なんですけども、こちらのほうは子どもの現状と親の現状とで分かれ

てピックアップしています。特徴的なのがこの親の現状で、実は親自身疲れているん

じゃないか、親自身も困っているんじゃないかというようなところがありました。結

論としては、子どもの問題というよりも、親にも問題があって、親の個人の問題では

なくって、親も困っている、疲れているという状況があるんじゃないかというような

意見をまとめていました。  

 続いて、３班ですけれども、いろんな教育、親、子、学校、食生活といったふうに

分けてまとめていらっしゃいます。親のほうはですね、現状として例えば、主に家庭

環境というか、生活リズムとか、家庭環境とかというところに着目した意見がありま

した。家庭環境が親、大人が中心であるかとか、子どもへの言葉も含めた暴力がある

かとか、生活リズムがとれていないとか、その原因としては、親自身も成長しきれて

いない、自分の子どもの気持ちや姿を理解できていない。親子間の関係が学ばれてき

ていないんじゃないか。さっきの班で出てきて、またちょっと連鎖のところにもかか

わるかもしれません。子どものほうも友達との関係性であるとか、なかなかちょっと

うまくコミュニケーションがとれないであるとかというのが特長とか、そういう課題
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があるんじゃないかというところが出ました。あと、成長に影響するというところで、

食生活のところで、全般的に食生活というか、食事の大切さというのがなかなか伝わ

っていないんじゃないかなというところ。それっていうのが、やっぱり親自身も、ち

ょっと能力という書き方がありますけれども、なかなかその親だけではそこが整えら

れていないんじゃないかなというような趣旨でお話をされていました。 

 続いて、４班ですけども、ここもいろいろ格差、分断、地域差とか、あと家庭環境

であるとか、学校とか、保育とかというところがありました。前の３班ともちょっと

似ているところもあるんですけれども、なかなかここは、この班は学力というところ

に目をつけてお話をされていたと思います。これもうやっぱり、学校というところの

下にありますけども、お子さんが夜おそく歩いているんじゃないかというようなとこ

ろもありました。 

 最後、５班ですけれども、やはりここも保護者同士のつながりが難しいであるとか、

どこにもつながっていない家庭があるというところが、これが緑の枠のところが、ど

ちらかというと家庭の問題なのかもしれません。この赤い囲みのところというのが、

子どもの状態を書いていらっしゃいます。ご飯を１人で買って食べているとか、なか

なか朝食をとっていないんじゃないかとか、その子どもの思いをしっかり親に聞いて

もらえていないとかというところをピックアップされています。  

 これが、１班から５班までの意見でした。繰り返しになりますけれども、概ね、や

はり子どものそもそもの生活であるとか、親自身も困っている状況とか、疲れている

状況というのが、いろんな意見として出されていました。ＮＰＯ法人み・らいずの枡

谷さんが最後の講評として、「大人が本気になったらどんなことができるか見てみた

い」といったような意見が言われていましたというところです。  

 いろんな意見がたくさん出たんですけど、割とどの班も同じような課題意識を持た

れているなという印象でした。 

 こちらのほうは、全文は、ホームページに載せています。こちらのほうから、ご覧
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ください。 

 以上です。 

 何か、ご意見とかあれば。ご参加いただいていた委員も、杉村さんもそうですけど、

いらっしゃるんですけど。  

○杉村委員 

 きょう欠席の矢部さんと長田さん。  

○藤井生活支援課長 

 はい、同じ１班で。 

○杉村委員 

 皆さんのほうから、ご意見等はありますでしょうか。  

○藤井委員 

 あのね。 

○杉村委員 

 はい。 

○藤井委員 

 僕このとき３班にいたんですけどね。そのときちょっと言い逃したんですけども、

親についての意見が集中したように思うんですわ。子どもが悪いというのは、親が。

でね、僕はこのごろ思うんだけれど、親をね、教育するいうのはやっぱり地域だと思

うんですよね。ところがね、住吉川だけ特別なのかも分からないけども、ＰＴＡにし

ろ子ども会にしろね、非常に弱ってきているんですよ。住吉川小学校においては、も

うＰＴＡの存続すら危ういというぐらいにね。僕が思うのは、どうもその行政批判じ

ゃない、批判じゃないんだけども、皆さんはね、どうも橋下さんになってから、地域

のことは地域でっていう言葉はいいけどね、あの人は地域の連合つぶした人ですわな、

選挙の仇やいうて、で地活協なんか立ち上げて、地域のことは、地域でって。ところ

がね、僕は市役所とか区役所に勤めている方は、本当の行政のプロフェッショナルと
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思って、もう藤井課長も僕はいつでも尊敬しているんです。それで、皆ね、そういう

人たちがもっと自信を持ってね、その地域のなぜ弱体化しているかっていうところに

指導してほしいんですわ。例えば、ＰＴＡが弱い学校にはね、お前のところちゃんと

立ち上げと。校長にでも教頭にでもいってもらってね、そうしていく。子ども会が弱

っている地域には、子ども会をこういうふうにして、指導して、もう１回立ち上げな

さいと。もう僕は本当に行政の皆さんプロなんですからね、やっぱり地域、あんまり

地域に任せすぎてもやね、地域がボランティアでやっているんですから、そんな能力

ないんですよ。言われたことはやるけども、自分からの発想とかそういうのが得てし

て弱いところもあるしね、だから僕は、もっとこう行政が地域にね、命令すると言っ

たらまた、ちまたでぐちゃぐちゃ言われるねんけど、もっと力を発揮して指導してい

ただきたいなと思うんです。それで、もっと皆さん自信持っていただいて、やっぱり

僕は区役所と普段接しさせてもらって本当に皆、プロや思って感心しているんです。

頭のいい人もおるしね。だからね、もっと地域に力を貸してほしいんです。地域のこ

とは地域でというと言葉はきれいけど、下手したらほったらかしですよね。  

○佐野委員 

 疲れますよね、ものすごい。  

○藤井委員 

 結局、何班かで意見出てきたんですけど、全部親が悪い。親をどうにかせなあかん。

それで、貧困のスパイラルに陥っていくとかね。だからやっぱり僕は、今、子ども会

とかＰＴＡしか思い浮かばなかったけれど、もっと地域にこうしたら親が寄り集まっ

ていけるんやという組織があるかもわからない。この住之江区なんかでも子ども会が

非常に近頃よくなったというのをよく耳にするんですよ。そういう成功体験を役所の

ほうから聞かせてもらって。僕が聞いている範囲では、ほんまに１人優秀な子ども会

のリーダーが出てきたらその子ども会は非常に発達するとかね。そういう成功談もど

んどん行政のほうから発信してもらって、地域なり、学校なりやってほしいなという



－36－ 

のが、この３班のときに言い損なったんや。  

○佐野委員 

 聞きたいですよね。どういうふうにしたらね、皆子どもが集まって来ているんかと

か、親が来ているんかとかいうの。  

○大磯委員 

 杉村さんなんかいろんなところ行っているんじゃないですか。  

○杉村委員 

 清江は、そうですね。 

○佐野委員 

 まねしているもん、私。  

○杉村委員 

 清江は何でかというとね、ＰＴＡとか子ども会も必ず次の世代を育てるように、も

う僕ら卒業やなっていうときに、２年生、１年生の親をできるだけ引き込むようにし

ているんですよ。だから、伝承がうまくできているということが、清江がうまくいけ

ている原因やろうなというのはすごく感じますね。なので、今回の今期の清江のＰＴ

Ａ会長も２年生の親御さんなんですけど、１年生のときにＰＴＡの役員に入っていた

だいて、今の前期ＰＴＡの会長は５年生やったんで、もう６年生で引退するからとい

うことで、その辺の継承がずっと清江は続いてやっているという、皆でそうしようと

いうふうにやってきたのが多分うまくいっている原因やとは思います。それだけでは

ないのかも知れないですけど。  

○藤井委員 

 いや、いや、それは、大事なことですよね。後継者創っていく言うのは。 

○佐野委員 

 うちもね、子ども会とＰＴＡをものすごい大事にして、来たらもう率先してこう先

にしゃべって、特に子ども会は女性が長やから、ものすごい女性群にグワーッて寄っ
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てきているから、ものすごい応援しているんですけどね、ＰＴＡも若い子、この前も

広報の長してもらっているんやけど、どんどん引き込んでやっていってもらうように

してるんやけど。それでも一部、なんですよ。それでも。  

○杉村委員 

 藤井委員さんからもあったように、すごいいい方が現れるというのはすごい望まし

いので、ありがたいことなんですけど、それを引き継ぐ人がいらっしゃる間に、ＰＴ

Ａとかまあ子ども会はずっとできますけどね。子ども会はずっとできるんであれなん

ですけど、もちろん、引っ越しやったり、今賃貸で住まわれていてて、引っ越しやっ

たりという形で、出入りがどうしても若い世代はあると思うんですね。ある程度の一

定の年齢を超えていくと、あんまり引っ越しってそんなにないと思うんですけど、僕

ら世代になると賃貸に住んでいたから、家を買って引っ越しというのが、往々にして

ある話なんで、できるだけいる間に次の世代、次の世代へっていう引き継ぎを、特に

僕らは意識してやらないとその入れ替わりのせいで、廃れてしまうというのはあると

思う。 

○佐野委員 

 子ども会だけに限らず、女性部なんかもね、やっぱりある程度年なったら、私のほ

うも次の子を育てるためにまあ、いろいろ探しているんですけどね。やっぱりＰＴＡ

の役している子が、やっぱり第一候補なんですわ。人を引っ張る力があるから。まと

めていくのと。だから、私らも今それを見込んでＰＴＡを寄せて、寄せてやっている

んやけど、やっぱり誰かね、本当子ども会のうちの女性やけどすごいリーダーシップ

あって引き寄せる力あるから、今子ども会はうまくいっているんです。私たちも全面

的にバックアップしているから。  

○杉村委員 

 ありがとうございます。地域のね、町会と、ＰＴＡと子ども会のね、皆一致団結し

ていけるとさっきの見守りも含めて補完していけるし。 
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○佐野委員 

 そう、そう、そうやね。  

○杉村委員 

 この一番最初にあった次世代の育成というのを含めてやっていけると思うんで。私

もこれ参加させていただいていた中で、喫緊の課題もすごい多いなと。多かったんで

す。特に今、ちょっと僕も僕の周りでは、そういうすごい重要な問題を抱えていると

いう子どもは近くにいなかったんで、ちょっとカルチャーショックの部分もあったん

ですけど。 

○佐野委員 

 いてるよ。 

○杉村委員 

 子どもが自分の妹やったり、弟、小っちゃい子ども、今小学校４年生らしいんです

けど、４年生の子が２歳の子の子守りというか、まあご飯をあげて、それで抱っこし

てってしないといけないから、学校行けません。  

○佐野委員 

 そう、そう、いてる、いてる。  

○杉村委員 

 っていう、学校に来ない。そんなん、普通まあ、おしんみたいな話が今もあるのか

と思って。 

○佐野委員 

 親のご飯もつくってるよ。  

○長田委員 

 原因にしている。原因にしているだけや。 

○佐野委員 

 ほんまに。 
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○杉村委員 

 びっくりしてね。そんな、住之江におしんおるんやと思って。  

○佐野委員 

 でね、私ら、ケース会議で早川さん、あのときおったっけ。  

○杉村委員 

 １件やと思ったら、１件どころじゃないって言うんで。 

○佐野委員 

 いってなかった。いてるよ。私らケース会議してるから。  

○杉村委員 

 結構びっくりしましたね。喫緊の課題やなと思うんでね。是非、是非これ、今ごめ

んなさい、まとめちゃって申しわけない、まとめているわけじゃないんですけど、次

年度以降の福祉健康部会でもね、ここら辺を書いていただいていたと思うんですけど、

冒頭の資料に、この一番最初のこの資料にね。３０年度における新たな取り組みの中

に、子どもの居場所づくりであったり、ネットワークの把握ていうのを書いていただ

いていたと思うんですけど、次期の委員の方にね、喫緊の課題やと思うんで、具体な

案、自分でも具体な案出さへんかったのに、次の委員に具体な案を出せって言ったら、

怒られると思うんですけど、関係機関と協力していただいて、早急な対策が取れるよ

うな形をとっていただければなと、前期の委員が言うてたよって、言っていただける

と助かります。 

○佐野委員 

 申し送りやな。 

○長田委員 

 僕は、まあ、ちょっと対策が取れるか分からんけど、その福祉健康部会の部会とし

て参加させていただいた感想を言うとね、余りにもね、幅が広い、喫緊の課題も含め

てですけども、いっぱい柱がありすぎて、その根がまた深いという問題もあってね、
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今、福祉健康部会以外に安全安心だとか４つぐらいあるんですかね。  

○安藤副区長 

 ４つです。 

○長田委員 

 ４つでしょ。４つじゃ、もっと根本的に何か考えてほしいんやけど。ここだけでも

全てこの福祉健康で。 

○佐野委員 

 そうや、少ないですよ。  

○長田委員 

 子育てやったら、子育てだけ、あるいは高齢者やったら高齢者。あるいは、何と言

うんですかね、貧困とかね、あるいはそういう社会問題とかそういう、もう山ほどあ

ってやね、もうちゃんと分けてはいただいているけれども、項目が多すぎてね。これ

だけでも、一つだけでも掘り下げたらもう３０分かかるぐらいのことがいっぱいある

から、これ何か条例か何かでこう決まりがあるんですか。定員。  

○事務局 

 いや、ないです。 

○長田委員 

 もうちょっと、その前の区長さんが決めたんやから、また新しい区長さん来てはっ

て、そこで考えてもらわれへんのかなと、僕は前からこの部が前の最初の２年間は安

全安心か、防災、災害と防犯の二つだけやったから、まあ非常にテーマは二つだけや

ったからやりやすかったから、議論ができやすかったんだけど、ここはこんなんやか

らな。 

○佐野委員 

 ここすごいもんね。ほんと。 

○長田委員 
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 深く入りようがないというか、知識もないもんやから、だからまあせめてもうちょ

っと三つぐらいは分かれへんのかなと。これもう３０年度決まっていると思うから、

それは無理やとしても、３１年度に向けてもう今からでも、もう３０年度の間に考え

てほしいなと。僕は経験、ここの部会に参加させていただいた中での意見ですけどね。  

○佐野委員 

 ええ。私もそう思う。 

○杉村委員 

 いい機会なので、１人ずつ申し上げて。いい機会なんで、もうあと２０分なんで、

１人ずつ、皆さん、この２年間、子ども、子ども違うわ、僕ら４年間なんですけど、

福祉健康部会に関しての感想等含めて言っていただければ助かるんですけども。藤井

委員お願いしてよろしいですか。  

○藤井委員 

 結局ね、まだ僕はいろんな市議会議の中で、これよくできているほうやと思うんで

す。それだけ、広いんですね、分野が。区役所がやっている分野というのもむちゃく

ちゃ広いから、だからこうならざるを得ないのかなと。今度学校協議会とかも出てい

ますけどね、もう３０分で全部回るような、終わってしまうような会議だとかね、そ

ういうところから比べたらまだこれはよく議論されているなとは思っています。ただ、

確かにね、福祉とかいうことになってきたら、もう子どもと老人というだけでも広い

のに、それでまだたくさんついてくるから、まあ、まとめられるもんやったら、まと

めてもらって、この分科会もうちょっと増やしてもらってもいいんかなという気はせ

んでもないですね。まあ、子ども部会と老人部会と分けるぐらいかな。でも福祉健康

部会といったら広いよね。  

○長田委員 

 広すぎると思う。課長さんだけでも３人、４人ですか、いてはるんやろ。  

○藤井生活支援課長 
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 ３人ですね。実際問題、健康についてあんまり深堀りできなかったなという感じも

あるんかなと。 

○佐野委員 

 そうですね、今回もそうですよね。  

○藤井生活支援課長 

 だから、ちょっと福祉でも、やっぱり子育てとか貧困とかって、特に今子どもの貧

困ですよね。それが急にここ１年ぐらいでクローズアップされたというのは。ただ、

余り絞るのは、広いけれどもどうなんでしょうね。余り細かくし過ぎたらかえって縦

割りにならないかなとあるので、そういうところもちょっと危惧するところあるんで

すけどね。 

○長田委員 

 それのほうが中身はええと思うねんけどな。 

○藤井生活支援課長 

 ただ、すみません、私ばっかり話して。 

○杉村委員 

 どうぞ、どうぞ。 

○藤井生活支援課長 

 ああ、いいですか。前回のね、例えば前回福永さんも来なかったんですけども、例

えば、専門委員の方に、芳野先生、医者のね、芳野医院の先生とか、やっぱり来られ

ていたんで、全然切り口が鋭くスパッと言いはるので、それはすごくいいかなと思う

んですよね。やっぱりどうしても同じメンバーだけでは、絶対に煮詰まってきますの

で、だから、専門委員の方をもっと増やすことで、ある程度そのほうがかえって部会

を増やして、何か煩雑に縦割りになるよりは、専門委員の数を増やしてもらって、だ

から子ども関係やったら、その方面に強い「み・らいず」さんに入ってもらうとか、

障がい関係やったらもっと別の方に入ってもらうとかね、何かそういうほうが本当は
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いいのかなと。現場の声というのですかね。すみません。私のほうから。 

○杉村委員 

 言おうと思ったのに、藤井課長にとられました。 

○藤井生活支援課長 

 ああ、ごめんなさい、すみません。 

○杉村委員 

 いや、全然いいんです。 

 では、次、大磯委員さん、いいですか、すみません。 

○大磯委員 

 私も４年か、５年かもうずっと福祉健康部会で参加させていただきましたけども、

本当に私も大体高齢のほうが強いんで、子どものことで、私も学校協議会も入ってい

るんですけど、なかなか学校と先生とのこの虐待の子があるんでちょっと注意してく

ださいと言われるんですけど、でもじゃあどの辺ですかって先生にお聞きしたら、い

や大磯さんが保護者の方から何も聞かれてなかったらいいんですという感じなんです

よ。いてるんやけど、じゃあ、私らが聞けば、見守りもできるけど、それを言っても

らえないというのもあって、主任児童委員さんも学校の方もほんと情報流してくれへ

んなという感じで、中学生の子でも問題があって、２回ほどちょっと中学校に通報し

たことあったんですけども、すごくやっぱり気になる子どもはたくさん出てきている

し、それで今子どもがものすごくクローズアップされているけれど、やっぱり高齢は

ね、高齢は離されへんし、もうすごく本当にいろんな問題が出てきているので、本当

に難しいなと、本当に力が足りないなと思います。 

○杉村委員 

 はい、すみません。佐野さん。 

○佐野委員 

 私も大磯さんと一緒にずっと、杉村さんと一緒に最初からやらせていただいていま
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すけど、私が一番弱いのは、障がい者の方というのが身近に全然いらっしゃらないの

で、はっきり言ってもう何にもそれはわからないんです。だから、それについては、

うちの平林も何にも手をつけれていない状態です。はっきり言って。子どもについて

は、今年度から子どもの学習支援と食事を夏休みから始めて感じたことは、大人を大

人と思っていない子どもが多いと。それは、やっぱり親のしつけやと思うし、家の中

でもそういうことを多分しゃべっているんやろうと、この間も何か先生がご飯のとき

に来たら、「何よ、ただ食いに来たんか」と言った子どもがおると言っていたから、

言った子があの子言った、「何でそのときに言ってくれへんの、叱るのに」って言っ

たんやけど、また大人も叱れない、ボランティアの人も。だから、これ子どもとやっ

ぱり接することが少ないんやと思うんです。だから、言えないんやと思う。うちは、

３カ月に１回、子どもの支援でケース会議というのを開いているんですけれど、さざ

なみさんじゃなくて、ここの福祉課のほうか。 

○船本課長代理 

 こちらです。 

○佐野委員 

 ですね。船本課長代理さん来ているんですけどね、そのときにもやっぱりいろいろ

子どものあそこの子はちょっとおかしいとか言ったら、まあ地域のほうでも情報いっ

ぱい集めてすぐ解決するようにはしているんですけれど、やっぱり子どもと、子ども

より親のほうが問題な人が結構多いんです。やっぱり。でも親には言えない。ただ見

守ってどうするんっていう話になってくる、何も言えないから。ただ見守るだけって

言うんですけど。そういうことは、現実もう何か何もできない、手が出ないなという

のもあるんです。でも、うちのほうは、運がよくて学校とはものすごいツーツーで、

何かあってもすぐに言いに来るし、私たちもすぐ話をする、そのケース会議ももちろ

ん中学校、小学校も入っていますけど、そういう学校とのちょっと関係をうまくやっ

たらまあ、そういう話ももちろんこの４、５年ですけどね、学校とうまくいきだした
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のは。ただ、その地域の見守りがどれだけ大切かいうのを学校のほうにも伝えている

し、さっき長田委員がおっしゃったように、ここは６人では少ないと思います。やっ

ぱりもうちょっと増やして、グループごとに分かれて斜めの意見も聞きながらしてい

かないと、もうさっぱりわからないという。これ、また最初に、一番最初に戻ります

けれど、障がい者の話はまだ出ていないですよね。ここ。  

○阪口課長 

 そうですね。 

○佐野委員 

 全然。だから、それをどうなっているのかなと私は知識不足やから、私も黙ってい

ましたけれど。ちょっとそっちのほうは、どうなのかなという思いもありましたので、

次の方たちには、またそういう話も１回していただきたいなと思っております。  

○杉村委員 

 ありがとうございます。  

 あと、１０分少々、皆さんよろしいですか。  

 私、じゃあちょっと最後に。  

 私も５年間、６年になるのかな、５年か６年になると思うんですけど、当初は介護

事業所に勤めておりまして、先ほど佐野委員からもありましたように高齢者や障がい

者の方と一緒に携わらせていただくようなお仕事をさせていただきました。この５年

で、私もそういった福祉の仕事から卒業といいますか、福祉の仕事から離れまして、

違う仕事になったんですけれども、福祉健康部会を通して多岐にわたる子どもから高

齢者、障がい者、多岐にわたる問題が住之江区内ですごくたくさんあって、それを解

決していくために１４地域の皆さんの活動を、生の声を聞かせていただいて、きょう

の話にもあったように、いろんな補完がしていくことで、よりよい住之江になってい

くのかなと思っています。私、この２期で終わりますので、次の期の方にきょう皆さ

んのお話にもありましたように、広い分野に亘るんですけども、できるだけ高齢者、
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ごめんなさい、赤ちゃん、生まれたところの赤ちゃんから子育てしているお母さんも

含めて、生まれながらにして障がいのあった子どもや、高齢者も含めて本当に住みよ

い町にしていくためには、藤井課長からもさっきありましたように、いろんな専門分

野の方に協力いただいていくことで、いろんな意見が出てくるかなと思うんです。何

回か前の会議でも、専門分野の方に今の喫緊の課題を是非、是非この会にあげてほし

いと。この会で本当にその会、今課題が予算が必要なんだったら、この会を通して部

長のほうに予算をつけて喫緊の課題やから早急に予算をつけて対策をとってほしいと

いう形で話させていただいた経緯があったと思うんです、何回も。それで、是非この

会がね、そういう形で現場で働いている方へ、ネットワーク推進員さんも含めて、現

場の課題ってあがってくると思うんで、是非きょう、藤井さんも長田さんも佐野さん

も大磯さんも皆さん民生委員やネットワーク推進員経験されていると思うんで、声が

どんどんあがってきて、それは必要な予算に、予算が必要なのかどうかは別としまし

て、予算が必要なんであれば予算をつけていくというような有意義な会議に今後もな

っていけばなと思いますので、次の方に課題ばっかりお願いして申しわけない、誰が

次なるのか僕知らないんで、もう言ったもん勝ちやなと思って言ってるんですけど、

きょうの話を３０年度の広報に明記して欲しいというのを含めて、是非引き継いでい

ただけたらなと思っています。  

 以上です。 

○佐野委員 

 ちょっと、質問。 

○杉村委員 

 あ、はい。 

○佐野委員 

 今年８月から子どもたちのためにやっているときに、さざなみさん、それとここの

教育課、尾田課長のところのね、職員さんがもう頻繁にもう本当に来ていただいて、
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どれだけ心強いか、やっぱりそういうのは他のところもしたらまた忙しくなると思う

んですけれど、またそういうふうに地域を助けてもらったらありがたいと思います。  

 ありがとうございます。  

○杉村委員 

 よろしいですかね。ちょっと。１０分早く、まあ早く終わる会議はすばらしい会議

やと思います。 

 最後に。副区長から。 

○安藤副区長 

 本当にこの場が最後ということですので、本当に真剣で前向きなご意見をいただけ

ることについて、本当に感謝申し上げます。ちょっと大きな話しますと、市民参加と

いうことで言われて久しいんですね。大体、そういうことやりだしたのが、ここの市

政改革で大体２０年ぐらい前からやりだしたと思うんですね。もちろん、その前もい

ろいろな参加はあったんですけれども、こういうふうに私たちと一緒に腰かけて、行

政の施策なり事業を個別に議論しだすようになったのは、大体２０年ぐらい前になる

んですね。こんなこと言うと、その当時の人に怒られますけれども、その当時から比

べると隔世の感があるなと、そこでも一緒に仕事やったことある人、うなずいてます

けども、私たちも勉強させていただいたし、こういう形で、少しかもしれませんが市

民の方々も行政と話するにはどういうふうに話をしたらいいのかということを多分い

ろいろ勉強して頂いたのかなと思います。ですから、やっぱりこういう場は、どんど

ん、どんどん、大事にしてね、それで、本当の意味での市民参加というのをどんどん

前へ進めて行きたいなというふうに思ってます。それから、きょうもご議論いただい

てちょっと思ったのは、ひょっとすると我々、今までつながりの輪をどんどん広げて

いこうと、企業とか、いろいろ企業とかそういうところをばっと広げてきたんですね。

それは、それでとても大事だと思うんで、これは続けていきたいと思うんですけど、

今一度、地域というものにきちっと着目をして、やっぱりそこがどう考えたって基本
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ですので、やっぱりそこにもう一度着目をして、取り組みを進めていく必要があるの

かなと思う。先ほど、藤井委員から行政のことお褒めいただいたので、だからってお

返しするわけではないですけれど、ほんとにいつも今のところで私申し上げているん

ですね、区役所は来たのは初めてなんですね。で、まあ、知りませんでしたというの

は、正直に言うのがええんか、どうかというのもあるんですけども、これだけやって

いただいているということについて、本当に何か本当に頭下がります。間違いなく、

失礼承知でわかりやすい言い方しますと、行政コストを下げていただいているいうこ

とを思います。これがなかったら、幾ら税金もらっても足りないという、そういうこ

とになりますので、本当にそこはもう感謝申し上げます。そういう意味では、やっぱ

り地域というものをやっぱりちゃんと私たちもしっかりと正面向いて取り組んでいく

必要があるなと思っています。それからあと理屈論的なことで言うと、部会をどうし

ていくのか、細分化するのかどうか、これはちょっとまあ悩ましいところです。藤井

課長も言いましたけれど、あまり分けると縦割りやということになるんですね。この

前も子ども教育部会のときに、やっぱり子どもって福祉とどうしても特に今、貧困の

問題というのが出てきますから、そこはちょっとどうしていくのか勉強させていただ

きたいなというように思います。ただ、世の中がやっぱり成熟してきているから、何

だかんだって言って、悪くなっていないと思うんですね、トータルで言えば。何だか

んだ言って。それだけに、やっぱり福祉の課題というのが、クローズアップされてい

くということになるんだと思います。多分、貧困なんかも私らの小っちゃいときから

比べれば、ましになっていると思うんですよ。トータルで言えばね。ただ、世の中が

成熟しているだけに、やっぱり貧困というものが余計にクローズアップされるという

ので、恐らくこれから福祉の課題というのは、大きくなっていくことあっても、小さ

くなっていくことはないと思いますので、やっぱり福祉健康部会これから今後どうな

っていくかというのになりますけども、それもこの分野に関してはちょうどほかの分

野とは違う運営の仕方、先ほども専門部会、専門委員とかそういう話になりましたけ
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れども、そこにちょっと違うやり方をしていかないと幅も広いし、奥も深いしという

ようなところもありますので、そこは強く非常に認識しておりますので、来年度以降

の取り組みに是非反映させていきたいなと思っております。  

 本当に２年間でしたかね、基本的に２年間、長かったのか、短かったのか、本当に

いろいろありがとうございました。これからもお力添えいただきたいと思いますし、

いただいたご意見をできるだけ反映させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 ありがとうございました。  

（部会終了２１時００分） 

 


