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平成２９年度 第２回住之江区区政会議全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２９年１１月７日（火）１９時００分から２０時３０分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ３階会議室 

 

３ 出席者〔区政会議委員〕 

     福永 政治 議長、 

     岡本 栄子 委員、近藤真紀子 委員、西尾 妙美 委員、仁平亜希子 委員、 

藤本 麻子 委員、船越 田鶴 委員、粟屋 真理 委員、池田 順子 委員、 

一二 健夫 委員、矢部 賢太 委員、山本  勉 委員、伊藤 早苗 委員、 

小川 宗治 委員、松浦平八郎 委員、廣畑 利治 委員、山崎  敦 委員、 

田林 洋一 委員、西  雅章 委員、深井 一臣 委員、古川  勉 委員、 

三木 基実 委員、 

      

     〔府議会議員〕 

     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、佐々木りえ議員、 

     〔住之江区役所〕 

     西原  昇 区長、安藤 友昭 副区長 

     谷上  武 総務課長 

     西原 雄大 総務課長代理 

     尾田 晃敏 事業推進担当課長 

     栗谷 直利 企画担当課長 
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     高田 智子 魅力発信担当課長 

     折原 裕之 協働まちづくり課長 

      中山 浩司 危機管理担当課長代理 

     阪口 雅之 保健福祉課長 

田島  透 子育て・地域福祉担当課長 

     上野 恭枝 窓口サービス課長 

     藤井幸太郎 生活支援課長 

     黒木久仁子 生活支援課長代理 

      

４ 議 事 

  （１）開会 

  （２）区政会議全体会の議長、副議長の選任 

  （３）区政会議部会の各部会長の選任 

  （４）平成３０年度施策並びに区運営方針の方向性について 

      ～各部会から出された主なご意見の報告及び意見交換～ 

  （５）その他 

 

５ 発言内容 

○尾田事業推進担当課長 

 定刻がまいりましたので、始めさせていただきます。 

 皆様、こんばんは。それでは平成２９年度住之江区区政会議第２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。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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 本日の会議は、本年９月３０日で区政委員の２年の任期が満了しましたので、１０

月１日より新たな区政委員の方による初めての区政会議となっております。区政委員

の方々におかれましては、これから２年間にわたりまして区政委員を務めていただく

ことになるんですけれども、どうぞ一つよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、区政会議の開会に当たりまして住之江区長西原よりご挨拶させていただ

きます。 

○西原区長 

 改めまして皆さん、こんばんは。日頃は住之江区のさまざまな取り組み、行事等々

にご協力賜りましてありがとうございます。 

 また、本日は夜の時間に区政会議に集まっていただきましてありがとうございます。 

 皆様には今回２年任期で変わられた方、継続された方々、本当にこの区政会議メン

バーを引き受けていただきましてありがとうございます。これから将来に向けてどの

ように進んでいけばいいのか、忌憚ない議論をいただきたいと思ってますんでよろし

くお願いいたします。 

 ご存じのとおりさまざまな課題が地域にはありまして、この大きな問題点は、私は

その問題の課題が多様化、複雑化していることではないかと思っております。 

 一方この間コスト回していく中で、行政がやるべきこと民間にやっていただくこと、

そして地域の方々にやっていただくこと、この割り振りがまだまだはっきりできてい

ないところもございます。区という小さな区域の中で、皆様とともにこの課題解決に

向けて、しっかりと対応していただきたいと考えております。 

 区役所としましては、住之江区の特色を鑑みながら、今年住之江区将来ビジョンを

つくったところでございます。これはｅ―ＳＵＭＩＮＯｅ(ええ すみのえ)というこ

とを目的にしまして、子どもたちから高齢者まで幅広い方々が未来に夢を持てるよう

な、そんな暮らしができる地域づくりということを念頭にしております。このビジョ

ンを核にしまして、我々年度年度の業務事業を構築していくものでございます。 
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 我々人間というものは、未来を見据えて生きていくものでございまして、逆に未来

を持てないと生きていけない、そういう動物でございます。 

 我々住之江区の未来をしっかり固めていくために、皆様の忌憚ない議論をいただき

たいと思っております。 

 本日は、主に来年度の区の施策の方向性などについて皆さんからご意見を賜りたい

と思っております。本当に建設的なご意見、議論をしていただくようお願い申し上げ

まして冒頭の挨拶とさせていただきます。 

 本年度もどうぞよろしくお願いします。 

○尾田事業推進担当課長 

 それでは、続きまして区政会議につきましてこの委員定数は２４名となっておりま

す。今回新たに１４名の方が区政委員になられたところでございます。 

 申しおくれましたけれども、本日全員のお席に区政会議委員の委託状を封筒に入れ

て配付しております。氏名等ご確認いただきましてお納めいただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、本日ご出席の区政会議委員の方々を自己紹介お願いしたいと思います。

大変申しわけございませんけれども、私の左の岡本委員様から順番にお願いいたした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○岡本委員 

 今年から委員をさせていただきます岡本といいます。敷津浦地域から来ております。

よろしくお願いします。 

○近藤委員 

 こんばんは。近藤真紀子と申します。今年初めてやらさせていただきます。子ど

も・教育部会のほうでお世話になると思います。よろしくお願いします。 

○仁平委員 

 ２年目になります仁平と申します。南港から来ました。よろしくお願いします。 
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○藤本委員 

 こんばんは。さざんか加賀屋東協議会藤本です。よろしくお願いします。 

○船越委員 

 こんにちは。今年から、今回から参加させていただきます船越田鶴といいます。加

賀屋東に住んでおります。よろしくお願いします。 

○小川委員 

 前期に引き続き２期目やらせていただきます、さざんか太陽の町協議会から来まし

た小川です。どうぞよろしくお願いします。 

○松浦委員 

 今回から初めて参加させていただきます安立連合地域活動協議会の松浦でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○廣畑委員 

 皆様、こんばんは。私南港のほうからまいりました廣畑利治と申します。部会のほ

うは魅力・ブランドということで今年からお世話になります。どうぞよろしくお願い

します。 

○山崎委員 

 皆さん、こんばんは。初めて参加させていただきますさざんか加賀屋協議会の山崎

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 

 こんばんは。さざんか南港緑協議会の伊藤と申します。小川さんと一緒に魅力・ブ

ランドということで２期目に入ります。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 

○西委員 

 南港のさざんか花の町協議会から来ました西といいます。安心・安全部会、初めて

の参加です。よろしくお願いします。 

○三木委員 
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 住之江に住んでおります三木です。公募でまいりました。現在、神戸大学の海事科

学部で海事社会学の非常勤講師をやっております。よろしくお願いいたします。 

○古川委員 

 安心・安全部会の２期目の古川です。安立連合からまいっております。どうぞよろ

しくお願いします。 

○深井委員 

 こんばんは。私も２期目でさざんか新北島協議会からまいりました深井でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○田林委員 

 こんばんは。さざんか粉浜活動協議会から参加しております田林洋一と申します。

安全・安心部会で２期目になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山本委員 

 こんばんは。山本勉といいます。今期初めて福祉・健康で参加させていただきます。

よろしくお願いします。 

○矢部委員 

 矢部と申します。よろしくお願いします。私も２期目になります。職場のほうは今

まで南港だったんですけれども、人事異動で北加賀屋に異動になってます。職場も住

みかも住之江区ですので、何かお役に立てればと思っておりますのでよろしくお願い

いたします。 

○一二委員 

 こんばんは。一二健夫と申します。福祉・健康部会のほうで公募委員で参加させて

いただきます。西住之江のほうで水道屋をさせていただいています。よろしくお願い

いたします。 

○池田委員 

 こんばんは。安立地域ネットワーク委員会の推進員の池田です。今回参加初めてさ
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せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○粟屋委員 

 こんばんは。初めて参加させていただきます住之江連合地域活動協議会の粟屋と申

します。よろしくお願いします。 

○福永委員 

 こんばんは。平林のさざんか協議会から来ました福永といいます。去年まではアド

バイザーという形で福祉部会のほうにいましたけども、今年から委員ということでさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

○西尾委員 

 こんばんは。おくれてすいません。子ども・教育部会で２期目をさせていただきま

す敷津浦校区から来させていただいています。よろしくお願いします。西尾妙美です。 

○尾田事業推進担当課長 

 皆様ありがとうございました。続きまして、本日アドバイザーとしてご出席いただ

いております府議会議員、市会議員の皆様をご紹介させていただきます。 

 こちらから府議会議員の永井議員です。 

○永井議員 

 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 

 市会議員の髙野議員です。 

○髙野議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。 
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○尾田事業推進担当課長 

 市会議員の佐々木議員です。 

○佐々木議員 

 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 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、最後に本日出席しております区役所側の職員を紹介いたします。 

○西原区長 

 改めまして、住之江区長の西原でございます。よろしくお願いします。 

○安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○田島子育て・地域福祉担当課長 

 子育て地域福祉担当課長の田島です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高田魅力発信担当課長 

 魅力発信担当課長の高田と申します。魅力・ブランド部会を担当しております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○阪口保健福祉課長 

 保健福祉課長の阪口でございます。よろしくお願いいたします。 

○上野窓口サービス課長 

 窓口サービス課長の上野でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○栗谷企画担当課長 

 企画担当課長の栗谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○黒木生活支援課長代理 

 生活支援課長代理の黒木です、よろしくお願いいたします。 

○藤井生活支援課長 
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 生活支援課長の藤井でございます。よろしくお願いします。 

○西原総務課長代理 

 総務課長代理の西原と申します。よろしくお願いいたします。 

○谷上総務課長 

 総務課長の谷上です、いつもお世話になっております。 

○中山危機管理担当課長代理 

 防災防犯の担当をさせてもらってます課長代理の中山といいます。よろしくお願い

いたします。 

○折原協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課長折原と申します。安全・安心部会を担当させてもらいます。よ

ろしくお願いいたします。 

○尾田事業推進担当課長 

 ありがとうございました。座って進行させていただきます。 

 それでは、本日の区政会議の開催、開会の要件等についてご説明させていただきま

す。本日の議事では、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。議事録などにつきましても、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きまして記載されますので、よろ

しくお願いいたします。本日の会議は、午後７時５分現在で全委員２４名中２２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、配っております資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧

ください。資料番号を振っております。 

 まず資料１、Ａ４版で住之江区区政会議部会別委員名簿、名簿の裏面には本日の座

席表を入れております。 

 次に資料２といたしまして、Ａ３版でございます平成３０年度に向けた施策並びに
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区運営方針の方向性についてということで、各部会別になっております。 

 最後に資料３といたしまして、今年度各部会より出された主な意見ということでＡ

３版の縦版の資料でございます。 

 最後にＡ３版で少し分厚いですけれども、平成３０年度住之江区運営方針（素案）

というものを配付させていただいております。 

 また、Ａ４版の意見・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・ご質問などございましたら、こちらにお書きいただきましてＦＡＸ等

でお送りいただきますようお願いいたします。また、メールでもお受けさせていただ

きますので、その際には件名に区政会議意見とお書きいただきまして、委員名も記載

をお願いしたいと思います。そのほか住之江区の広報さざんか１１月号、加賀屋のア

ート・ビートのチラシ等を参考で配付させていただいております。たくさんの資料で

ございます。もし抜けておりましたら事務局のほうまでお申し出ください。今回発言

される際には、こちらからワイヤレスマイクを持って伺います。この備えつけマイク

につきましては音を拾うためのものですので、触れないようにお願いいたします。ま

た、机上にペットボトルを置いておるんですけれども、これは災害時用の救助用飲料

水でございます。消費期限の関係で入れかえ時期となっておりますので、本日会議の

ほうにこれを提供させていただきますので、どうぞ飲んでください。 

 それでは、区政会議の委員の改正後の初めての区政会議になりますので、会議の運

営に当たりまして議長及び副議長を選任いただきたいと思います。区政会議の運営の

基本となる事項に関する条例の第７条第１項によりまして、議長副議長は委員の互選

により選任することとなっております。皆様、いかがいたしましょうか。 

○深井委員 

 私先ほども申し上げました深井でございます。新北島協議会からまいっております。

私、前回議長を務めさせていただきまして、その節はいろいろと皆様方ご協力ありが

とうございました。今回も、非常に優秀な委員の方々お集まりいただいてますけれど
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も、中でもご経験が豊富な福永委員が適任ではないかと思いますので、ご推薦させて

いただきますので、いかがでしょうか。 

○尾田事業推進担当課長 

 それでは改めまして、皆さん拍手をもって福永委員に議長をお願いしたいと思いま

す。どうぞ拍手のほうお願いいたします。 

○福永議長 

 平林のほうから来ました福永です。よろしくお願いします。何分初めてですので、

不慣れなところもありますけれども、皆さん協力のもとに議事を進めていきたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 それで、活発な意見が飛び交う場になるようにということで、１人１人に当ててい

きます。いろんな人の意見を聞いたほうがいいので、黙っとっても必ず１回は発表し

ていただくような形でさせていただきます。よろしくお願いします。 

 今さっき言いましたけど、議長に事故があった時に後を運営していってもらいたい

ということで、副議長さんを選任せんとあかんということになってますので、去年ま

で議長をしていただきました深井さんにそのまま副議長をお願いしたいと思いますの

で、皆様いかかでしょうか。 

 そしたら深井さんよろしくお願いします。 

○深井副議長 

 よろしくお願いします。 

○福永議長 

 それでは座らせていただきます。 

 それでは４部会ありますので、各部会の議事進行をしていただきます部会長さんを

決めていただきたいということでお願いしたいと思うんで、部会ごとに分かれていた

だきまして部会長さんの推薦をお願いしたいと思います。時間が余りありませんので、

５分くらいで決めていただけたらありがたいので、よろしくお願いします。場所は事
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務局のほうはそれぞれの部会の担当のほうが行きますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○尾田事業推進担当課長 

 すいません。時間がないんですけれども、子ども・教育部会の方々と魅力・ブラン

ド部会の委員様はご苦労さまでございますが、隣の会議室があいておりますのでそち

らのほうへ移っていただけましたら。あと福祉・健康部会と安全・安心部会の方はこ

ちらのところでご協力いただけたらと思います。 

（各部会長選出） 

○福永議長 

 皆さんお席に着かれましたでしょうか。皆さん決まったということで一応報告を受

けましたので、発表させていただきます。 

 子ども・教育部会の部会長として仁平さん。手を挙げて。 

 福祉・健康部会の部会長は矢部さん。 

 魅力・ブランド部会の部会長は小川さん。 

 安全・安心部会の部会長は古川さん。 

 以上、推薦が終わりましたので、皆さん拍手をもってご承認いただけたらありがた

いです。 

 ありがとうございます。各部会長さんは今後の部会のほうを引き続きよろしくお願

いいたします。 

 それでは、時間もかなり過ぎましたので会議を進めていきたいと思います。本日は

来年度の区の施策の方向性などについて、部会ごとにおいてご意見をいただいたとな

っているということです。本来ならば各部会長さんから部会で出た意見について報告

していただくんですけども、本日新たなメンバーですので事務局のほうから報告して

いただきますので、よろしくお願いします。 

○尾田事業推進担当課長 
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 それでは事務局より各部会で出された意見あわせて、現在の区の考え方について報

告します。座らせていただきます。 

 資料の平成３０年度住之江区運営方針（素案）につきましては、区のホームページ

で１１月６日に公開しております。この素案につきましては、各部会でいただいた意

見を参考に策定しております。本日はこの素案への意見をいただくことにしておりま

すが、相当なボリュームとなっておりますので、別途資料にございます平成３０年度

に向けた施策並びに運営方針の方向性について、４部会の概要版を参考にしていただ

きまして、今年度部会から出された主な意見もご一緒にご覧いただけたらありがたい

です。 

 この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ですけれども、資料

ですけれども、９月に開催されました各部会におきまして区の現在の考え方としてご

提案させていただき、その資料をもとに各部会でご意見をいただきました。本日の全

体会にお示ししているこの資料の一番右の欄でございますけれども、当初各部会の資

料から部会でいただいた意見を参考に修正を加えているところでございます。また、

今回新たに委員になられた方々におかれましては、１０月３１日に開催しました新任

委員さんへの区政会議の説明会でも配付しました資料から、一番右の欄に修正を加え

ている資料になります。資料左上段の前回の区政会議でいただいた主な意見は、今年

度第１回目の区政会議の部会でいただいた意見を掲載しております。 

 それでは、この２つの資料をもとに各部会でいただいた意見をご報告させていただ

きます。 

 まず初めに、子ども・教育部会でいただいた意見ですけれども、学力向上・教育環

境の整備の項目について、さまざまな教育施策を実施しておりますけれども、施策に

はもっと保護者や地域の方に理解を深めてもらう必要があるんではないか、そのため

しっかりと効果検証を行うとともにその実績などホームページで発信することが必要

ではないかというご意見をいただきました。現在も対象者のアンケートなどによりま
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して、教育施策の効果検証を実施しておるところですが、施策によりましては単年度

で効果があらわれにくい事業もございます。引き続きまして保護者や地域の方々に理

解を得るためにも、その施策の検証や特に実績などの効果的な情報の発信方法につい

て今年は研究を行ってまいりたいと考えております。 

 また、子どもの豊かさや視野を広げるような取り組みを充実していく必要があるの

ではないかというご意見もいただきました。現在、来年度に向けましてキャリア形成

に通じる取り組みの拡充及び生徒がグローバルな体験を実際にできる機会を設ける新

たな取り組みを、現在検討しているところでございます。また、学力向上等の取り組

みにつきましては、引き続きまして実施していくことと考えております。そのほか、

子ども・教育部会では、子どもの学力低下などの根底には貧困問題があるのではない

かと、子どもの貧困対策を区として打ち出すことはできないかというご意見もいただ

きました。このご意見につきましては、後ほど福祉・健康部会での内容としてご報告

させていただくこととしております。 

 次に、福祉・健康部会でいただいたご意見でございます。 

 初めに、支援を必要とする人々を支える体制づくりとしまして、地域の見守りの担

い手は地域ボランティアが基本であり、地域活動を前提とした取り組みを進めるべき。

また多方面からの見守りが必要であり、企業との協定により見守りもその１つであり

ます。協定対象をより拡大していく必要があるのでないかとご意見をいただいており

ます。見守り活動は、地域の方々のご協力が基本であると思っていますが、一方企業

による見守り活動の協力も募っているところでありまして、協力事業者により地域見

守りの取り組みにかかる連携協定を現在７企業と締結済みです。地域の見守り活動を

補完するものと考えています。引き続き、協定につきましても取り組みを進めてまい

りますので、ご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。 

 次に、子育て環境の充実についてですけれども、資料の真ん中ちょっと上になるん

ですけれども、平成２９年度の運営方針に子育てに対する不安感、負担感の減を目指



－15－ 

すとしていますが、区として具体的にどのような状態を目指しているのかというご意

見をいただきました。子育てに対する不安感、負担感につながる要因はさまざまでご

ざいますが、その中でも保育施設に入所できるかどうかということが大きな要因の１

つであると考えております。このため、住之江区としましても保育施設の来年４月の

新規整備につきましては、こども青少年局の提示では小規模保育施設２カ所のみの整

備提案でございましたけれども、区といたしましてはそれに加えまして、８０人規模

の認可保育所の必要があると考えておりまして、合計４カ所の保育施設の公募を行っ

たところでございます。また、区役所内に整備する保育施設の事業者につきましては、

区役所において独自の誘致活動を行いました。結果、現在８０人規模の認可保育所が

１カ所、小規模保育所が２カ所、区役所小規模保育施設が１カ所の区内で４カ所の新

たな保育施設が整備されることとしております。 

 また、子どもの先ほど申しました貧困対策としまして、子どもの学力低下などの根

底には貧困問題がある。子どもの貧困対策を区として打ち出すことができないかとい

うご意見につきましては、現在区内の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について、横連携のためのネットワーク形成の検討を行うとと

もに、子どもの居場所の新たな方策についても検討を行うこととしております。 

 最後に、就労による自立支援につきまして、生活保護受給者などに就労支援を行う

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ないのではないか、

介護事業所に就労しても、仕事がきつくて長続きしないなどのご意見をいただいてお

ります。本年度では、生活保護受給者などの特性に応じた相談や助言に努めていると

ころです。また、総合就職サポート事業者と介護人材就労コーディネーターとの連携

を深めていますが、引き続きまして継続した就労による自立支援の取り組みに努めて

まいりたいと考えております。 

 続きまして、魅力・ブランド部会でいただいた意見に移らせていただきます。 

 加賀屋新田会所跡につきましては、住之江区を代表する地域資源であり、地域と連
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携して魅力を発信するとともに、外国人も含めて訪れた人がＳＮＳで拡散したくなる

ような工夫が有効ではないかというご意見いただきました。ご意見にありますように、

加賀屋新田会所跡は区を代表する地域資源であることから、より一層地域との連携を

深めるとともに、外国人への周知を視野に入れまして、緑地を所管してます建設局な

どの関係先と調整を進めていこうと考えております。 

 また、地域で行われているイベントなども含め、地域情報をきめ細やかに届けるた

めには、まちづくりセンターが行っている広報が有効でありますけれども、その存在

を知らない人が多く、それを広く周知する必要があるのではないかというご意見もい

ただきました。早速、区の広報誌さざんか、本日お配りしている１１月号の中面特集

でまちづくりセンターを紹介し、区民の方々に広く情報を行き渡るように対応してま

いりました。引き続きまして、まちづくりセンターとの連携を深めながら周知をはか

っていこうと思っております。 

 最後に、安全・安心部会でいただいたご意見でございます。 

 防災について各避難所には食糧等の備蓄があるが十分な量ではない。区役所では各

家庭での備えの必要性を防災講演会や各地域の防災訓練等で啓発しているが、まだま

だ浸透していないのではないかと。また、学校の統廃合に伴う避難所の指定変更や地

域内に避難所が１カ所しかないなど、地域の実情を考慮した避難所のあり方を考えて

いく必要があるのではないかとご意見をいただきました。いただいたご意見につきま

して、食料品などの非常備蓄品や家具の転倒防止、非常持出品などにつきましては、

各家庭で備えていただくことが防災力の向上につながっていくものと考えています。

そのため、区としまして引き続き防災訓練をはじめ防災講演会、出前講座などあらゆ

る機会をとらえて災害への備えの必要性についての啓発活動を充実してまいりたいと

考えています。 

 また、避難所の課題につきましては各地域の実情に応じた地域防災計画を策定して

いただけるよう市の危機管理室と連携して支援してまいりますので、地域におきまし
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ては多くの方を巻き込んで議論をしていただきたいと考えております。 

 次に、防犯につきまして防犯カメラは犯罪抑止に貢献している。昨年度は自動販売

機の防犯カメラも含め公園などに新たに設置されたが、今後もふやしてほしいという

意見をいただきました。防犯カメラの設置につきましては、引き続き市民局などと連

携しながら取り組んでまいると考えております。 

 以上走りましたけれども、各部会でいただいた意見とそれに対する現在の区の考え

方でございます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。以前の委員の方々で、各部会で活発な意見を交換をして

いただいたと思いますけども、ただいま各部会からの報告を受けまして各部会を超え

て意見があれば、この際ですから意見を述べてほしいと思います。何も「我々健康部

会だから健康だけ」でなく、ほかにもいろんな関連もあると思うんで、その辺から言

っていただいたらどうかと思いますのでよろしくお願いします。 

 そしたら口火を切って矢部さんいきましょうか。 

○矢部委員 

 福祉・健康部会の矢部です。よろしくお願いします。 

 福祉・健康部会でレジュメにも載ってるんですが、いろんなところで同じような会

議をされてて同じような検討をしてるんですが、それが連動してないということが去

年度はいろいろ議論になってたかと思います。１個１個がすばらしいことをやってる

んだけれども、それがもっと連動すればもっとよくなるという意見が出ておりました。

特に区政会議も、子ども・教育部会と福祉・健康部会の子育てとかその辺がリンクし

てるところもたくさんあって、そういう子どもに関することを協議するときは一緒に

会議ができたりとかそういうことができればもっといいのではないかなと思いますし、

専門職種さん専門団体さんがやっておられる会議に、私たちも参加していけるような

ことができれば、もっと充実してくるのかなというのは意見としてあります。 
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○福永議長 

 ありがとうございます。すばらしい意見で、これに関して何かまたご意見ありまし

たら挙手していただいて。いかがでしょう。 

 議長があんま言うたらあかんけども、私も子どものこといろいろやってましたんで、

少しだけ。今、矢部さんの意見に賛同するところがありまして、子ども部会と福祉部

会は連携もしますし、安全・安心と町の魅力も含めて、魅力というのは何かというと

安全であって魅力が出るとか、いろいろ物の、加賀屋新田とか、そういうとこのハー

ドじゃなくてソフトを含めた形の何かそっからも魅力ある住之江とか出るんじゃない

かなと思ったりするので、そういう意味では全体会みたいなことをもうちょっと活発

にしてやっていただいたほうがいいのかなと私自身は思いました。すいません。私言

うて。 

 誰かほか意見ないですか。せっかくですから。 

○三木委員 

 三木です。私この委員の公募に手を挙げたのも、５年ほど前に大和川が氾濫しかけ

たことがあって、今回の台風２１号２２号も余りに危険すぎたんで、私も大和川に寄

りませんでしたけども、カメラの映像見てていつ切れてもおかしくないなと思ってま

した。河川しゅんせつっていう川の底を浅くする。これは水利権とか漁業権とか物す

ごくややこしい話があるのはよくわかってるんですけれど、今回の２１号２２号で、

魅力ある住之江の町とかそういうのも非常にすばらしい話だと思うんですけれど、資

料４の重点的取り組みの安全・安心の１ページ目のところにも書いていただいて様式

２の分、大和川の洪水による被害も懸念されることからとは書かれているんですけれ

ど、全く具体論が書いてないという話で、大和川が本当に決壊したら住之江の、大阪

の北の人はほとんど関係ないでしょうけど、我々は物すごく影響を受けると思います。

そのあたりをせっかく区の新しい方針を書くんであれば、これを受けて例えば大阪市

から近畿建設局のほうに要請を、近畿地方整備局のほうに要請をするとかもう少し具
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体的に区として動かないと、せっかくいろんなことをこれだけの皆さんと集まって魅

力化しようという話をしても、あそこが切れてしまったらどうしようもないと思って

ます。私はこの委員に公募したのは、まさにここの大和川を何とかしたいなというこ

とで、その具体論を現地である住之江区から発信できればいいんじゃないかと思って

公募したのでありますので、もう少し具体的な要望・要請の仕方をこの中に各論とし

て書いたほうがいいんじゃないかと思っております。 

 以上です。 

○福永議長 

 ありがとうございます。これからそういう議論を活発にしていただいて、３０年度

の取り組みの中でいろいろ検討していただければなと思います。そのほかに意見はな

いでしょうか。 

○矢部委員 

 矢部です。先ほどの関連質問で、うち事業所は加賀屋の森という特別養護老人ホー

ムをやってまして、一応津波避難ビルとか災害福祉避難所にはなってまして、この前

の大和川の時も開設したらいいのかどうしたらいいのか悩んだんです。区のホームペ

ージとか市のホームページもずっと見てたんですけれども、避難してくださいという

ことは出てたんですけれども、福祉避難所を開設してくださいとかそういう指示がい

つのタイミングであるんかなとか、その辺はすごく私が無知なだけかもしれないんで

すけれども、不安に思って判断に迷ったところがありますので、また教えていただけ

たらと思います。 

○福永議長 

 区役所の事務局も何かこれに対してご意見あればと思います。 

○折原協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課長折原です。 

 今の福祉避難所の件ですけども、福祉避難所というのは二次的に開ける避難所とい
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う形になっておりまして、まずは災害時の避難所を開けると。そこでそういう支援が

必要な場合があるときに、福祉避難所のほうに要請して福祉避難所を開けるという形

になっております。それは避難所を開けていくルールというかつくりになっておりま

すので、今回の場合で言いますとそこまでのことはなかったので、各福祉避難所を指

定しているところにも要請を区役所がすることはなかったという形になっております。 

○福永議長 

 ありがとうございます。それではこの関連でもよろしいし、別の子ども、２年目の

人はどなたか手を挙げてもらって、藤本さんやったかな。藤本さん、すいません。 

○藤本委員 

 藤本です。よろしくお願いします。 

 子ども・教育部会はここに書かれているように、とにかく学力面を上げていこうと

いう取り組みをしていきたいなという話になっています。そのためにはやっぱり子ど

もの生きる力が必要ではないかということが常に話題となって出ていまして、先ほど

も矢部さんがおっしゃったように、そういう話をするんやったらやっぱり福祉さんと

一緒に話したほうがいいんじゃないかなというのは、こちらのほうからも意見は出て

おります。キャリア教育、キャリア教育という言葉がちらほら出てきまして、キャリ

アよりもキャリアという言葉が難しいんではないかと。教育学習面のことをいろんな

経験をさせてあげるということが大事ではないかということを前年度の委員は言って

おりまして、そこにプラスしていろんなことをキャリアを積んでいけたらいいんでは

ないかという話になっております。今年もその方向で、とにかく学力も生きる力もど

のようにして子どもたちにつけていってあげるかということを検討していきたいと考

えております。 

○福永議長 

 ありがとうございます。これに関連するご意見のある方、どなたかいませんか。誰

かまた２年目の方、伊藤さん、何か。 
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○伊藤委員 

 すいません。伊藤ですけれども、意見的には今のところまず１回目の全体会合とい

うことで、皆様のお話だけ伺っていこうと思っております。ですので、次に開催され

る時にはきっと違った意見のほうで皆さんのいいご指導、要するにいい方向性が見え

てくるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○福永議長 

 ありがとうございます。今年初めての方もおりますので、粟屋さん１回どうぞ意見

どうでしょう。こういうことで何かあれば。 

○粟屋委員 

 初めてなので、こちらの内容はよくわからないんですけど、昨日も会議とかあって

やったんですけど、学力の低下というのが学校のほうで問題になっているということ

で、イコール貧困問題のほうにつながっているんじゃないかという意見が多いんです。

子どもたちの居場所がない、勉強するところがない、親から勉強しなさい、こうやっ

てするんですよという家庭もない、そういうところが学力低下につながっているのか

なということなので、そちらのほうを考えていこうかなということになってるので、

そこを頑張っていきたいと思っております。 

○福永議長 

 この今の意見に対して何かないですか。実際昼のところでそういう子どもの学習支

援とか貧困対策とか何かやられているところはありますか。実際直接関わっていると

かいう人がおりましたら、意見を聞かせてほしいんですが。今３カ所言いましたね。

居場所づくりですか。区の中でやってるというとこで。実は私も平林のほうも今年か

らやってまして、まさしく子どもの勉強の分と要は貧困も含めた形なんですが、子ど

もの学習能力が低いということで、我々が教えられるのは何年生までかということで、

３年生ぐらいまでは教えられるなと、一応３年生まで募集したんですが５年生６年生

になっても３年生くらいの問題もできない子もおるんです。そういう子も集めてやろ
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うということで、今５０人くらい登録してまして、毎月２回第１木曜日と第３木曜日

にやってまして、放課後４時から６時までそこで１時間ほど宿題をやらせて少し勉強

を見てあげて、その後に食事を少しつくってご飯を食べていただく、みんなで。ちゃ

んと６年生とか５年生、高学年によそわせて運ばして、そういうのも含めた形でやら

して、それ終わった後に少し遊んで帰っていただくということで、居場所づくりも横

ですから勉強と食事と居場所と３つ一緒に実際始めました。ただ、今の時期になりま

すと夜は暗いですよね。６時くらい回りますと暗いので、ということで南港東のほう

もうちょっと実は遠いのですね。去年、おととしに買いました福祉バス、１０人乗り

のバスがあるんですけど、そのバスを運転して子どもは南港の方は送って帰るという

形でさせていただいています。これが果たして何年続くやわからないので、これを長

く続づけていくためには区役所のほうもいろいろと協力していただかないとあかんし、

いろんな皆さんとの意見交換じゃないんですけど、そういうネットワークを敷きなが

ら食事の材料とかもあるし、そういうこともしていかんとあかんなと思うんで、そう

いう打ち合わせの会議の場に少しでもなればいいなと思いまして、こういうふうにい

ろいろとありますんで、ちょうどええテーマやなと思いまして、そういうことで今実

験中ですので、実験の成果が出たらまた公表させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

○廣畑委員 

 関連ではないんですけども、住之江区としてのこの魅力あるまちづくり、これに関

連するもので息抜き的にお話をしたいんですけども、私３５年ほど住之江区の南港に

住んでるんですけども、実は仕事してた時は寝るところという感じの生活をしてたん

ですけども、改めて住之江区を見直しますと非常に大阪弁で言えばおもろい町、非常

に魅力があるような、見直してみますと。というのは地域的にも木津川と大和川、そ

れと海ということで住之江区は囲まれているという自然との兼ね合い、それと南港の

新しい町、そして安立とか住之江のような古い町がマッチングしているということで、
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この住之江区を見直せば見直すほどおもろい楽しい町というふうにおいてはそれをど

ういうふうに発信していくかということをすれば、いろんなものが解決していくんじ

ゃないかと、非常に漠然とした物の言い方ですけども楽しくないとあるいはおもしろ

くないと、そこに住んでて魅力が出てこないことになると思うんです。だから遠く離

れてみると、私も名古屋、東京と行ってきたんですけども、割とやはり地元愛という

ものがあって今回参加させていただいたんですけども、やはり見直すと新しいものが

見えてくるという部分が非常に私退職してからそういう感じを受けてますので、その

辺のところを、例えば住之江ですから住むのにいいということなわけですよ。だから

住ブランドというんですか、これを魅力・ブランド部会の関係になると思いますけど、

住ブランド的なものをつくっていけば、非常にアピールできるんじゃないかと。例え

ば、京都と比べるとおかしいですけども、京ブランドいうのがありますね。京屏風と

か京扇子とか京料理とか。要するに京とつければいいブランドになると。だから住と

いうのをつければアピールしやすいような形になっていくんじゃないかと、もっと具

体的な話をしていかないかんと思いますけど、そんな感じを受けております。 

 以上です。 

○福永議長 

 ありがとうございます。住之江、私も鹿児島から出て来て４０年くらい住んでるわ

けですね。非常に愛着ありますもん。何をアピールするかとかどういう形で住みたい

というのを、今のもっと住む人たちを、住之江来たいという思いと、住之江来たら楽

しいよという外から遊びに来るぐらいのいろんな形があると思うんやけど、その辺を

部会の中でいろいろと考えてもらって、どういうふうに魅力的な住之江をつくるかと

か考えていただいたらどうかと思いますので、よろしくお願いします。 

○西委員 

 西といいます。私は安全・安心部会ですからあれなんですけど、先ほど福永議長の

お話を聞いてまして興味持って聞きたかったことがあったんですが、まずは子どもた
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ちを集めて会館でお弁当出したりとかいうことは、地域でされてるんですか。 

○福永議長 

 地域の女性の方が食事をつくっていただいてやってます。 

○西委員 

 それはその地域の方々に小学生を対象に募った上で自由に参加してくださいという。 

○福永議長 

 そうですね。学校を通じて募集をかけて、いろいろなルールも決めて一応やってま

す。 

○西委員 

 それは学校とは全く関係のないところでの教育支援という形の取り組みをされてい

る。 

○福永議長 

 ただ、学校に近いので先生も毎回顔を出して一応来てくれるということです。 

○西委員 

 教えられる方は学校の先生なんかもお手伝いいただいている。 

○福永議長 

 そうですし、我々も教えたりとか、あと区の協議会のほうで区の方とか社協の方と

かも毎回来ていろいろと教えていただきます。 

○西委員 

 と言いますのは、実は資料４の中に住之江区運営方針（素案）というのがあります

けど、ここに各具体的な取り組みの中に一応３０というのは３０年度ということだと

思いますけど、３０年度予算算定額というのがそれぞれここに記載されています。だ

から、例えばただそれが海のものとも山のものともわからないという意味で、まだそ

ういうところには予算化されてないのかもしれないんですが、ある程度継続性があっ

て成功事例ということになってくれば、そこにも予算化されていくということなんで
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しょうか。 

○福永議長 

 実は、これをやるとき大阪市の社会福祉協議会のほうの補助金がありまして、補助

金のほうへ申請しまして補助金をいただきました。その中で教材とかそういうような

ものを全てそろえるということで、ただ１年間だけですから来年からどうしようかと

いうことでその運営とかいろいろ考えていかなあかん。 

○西委員 

 ちなみにかなり実績になりそうなところまできておられますか。 

○福永委員 

 そうですね。実績はかなり上がってきております。 

○西委員 

 個人的な話になりますけれども、貧困家庭というのは家に帰ってもテレビ見るしか

ないかとか、そういうほったらかしにされてる子どもたちが取り残されていくという

状況ではないのかと思いますし、ご飯すら満足に食べられていないということもある

かもしれへんということも思いますし、非常にいい興味ある取り組みやと感じました。 

 以上です。 

○福永議長 

 貧困対策ですけれども、貧困と聞きましたらなかなか皆さん敬遠しますので、貧困

という言葉は私使ってません。要は学習支援ということで、子どもに勉強しにおいで

と言ってやってますので、そういうことです。 

○三木委員 

 三木ですけど、私も今の話を聞いてフランスなんか今廃棄食品をゼロにするという

方向でヨーロッパはなってると思うんですけど、日本はコンビニとかよくテレビでも

何万トンというまだ食べられるものをどんどん捨ててると、要するにフレッシュさを

賞味期限を守るためですね。ああいう話、確かに大阪市・区からの補助金とかいう話
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は必要だと思いますけれど、そういう地域の例えばいろんなスーパーとかで廃棄して

いくような話を、ある程度余裕を持って区のほうがご指導いただいて、そういうボラ

ンティアでやっておられる皆さんに対してお金だけではなくて、そういう指導もやっ

ていかれればかなりいい食材が捨てられているという現実があると思いますし、あと

何年か経ったら恐らく国のほうも廃棄食糧の話は動いていくと思いますんで、それを

先取りしていくほうがいいんじゃないかと感じております。 

○福永議長 

 フードバンクは一応はあるんです、何カ所か。でも、住之江区は今３カ所でしかや

ってないのでないですけど、大阪市のほうでも企業さんと組んで各地点に置くとかい

ろいろと考えてるみたいですから、住之江区ももうちょっとふえてきたら多分どっか

拠点に置いていただいていけるのかなと思いますけど。それも要望の中で入れていっ

たらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかないですか。まだ１回もしゃべってないのは仁平さん、２年目よろしくお願い

します。 

○仁平委員 

 去年からの方針で、教育・子ども部会なので大体学力向上のことを取り上げると、

学力向上に貧困が絡んでいるからという意見が多数ありました。その一方で中学校の

英検事業とか小学校の漢検事業とかやっていて、子どもたちがそういう一つ一つ自分

でもできたということがふえるというのもすごく大事だと思うので、福祉的なサポー

トも大事だけど、学力に向けての今の取り組みがもう少し先に結果が出てくるかもわ

からないけど、今年度も継続してこれの事業を拡充、進めていくという方針もすごく

いいので今後も広げていってほしいです。あと、南港光小学校から始まった辞書引き

学習も広げていく方向やってたしか去年聞いていたと思うんで、そういうことも子ど

もたちがどう勉強に向かって興味を持てるかという取り組みもどんどん今年も広げて

いってほしいなと思います。 
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○福永議長 

 ありがとうございます。皆さんの意見が通って、中学校で英検の試験を全員受けた

りとかしてますので学校も大分喜んでました。全員受けられるということで。こうい

う取り組みはお金があったら続けてほしいなと思いますでれども。ほかはないですか、

まだ。 

○一二委員 

 お疲れさまです。一二です。企業の立場で参加されてる方というのは私以外にもい

らっしゃるんでしょうか。ていうことで一応企業、実家は住吉区なんですけど平成３

年から西住之江に会社を置かしていただいております。もう２５年になります。思う

んですけど、最近地域に対するかかわりが少しずつ出てきて感じることなんですけど、

すばらしい取り組みをたくさん地域の方がやられているというのを、初めて最近にな

って知ったと言いますか、企業側からすると地域さんがどんなことしているかってい

うのがこちらが知りに行ってないというのもあるかもわからないんですけど、多分知

る機会というのは非常に少ないというのを感じます。それから逆にこういういろんな

問題を解決していくときに、地元の地域の中小企業というものはかなり可能性を秘め

ていると皆さん感じられていると思いますけども、中小のオーナーの一言で社員に対

する影響力もありますし、取引先等々に対する影響力もありますし、これ大手の会社

さんだったらなかなかトップの意見がポンということはないですけど、中小企業のオ

ーナーさんの一声でバッと会社が動くということがあると思いますので、ぜひともす

ばらしい取り組みを皆さん巻き込んでいただいて、中小企業の地元の会社さんをどん

どん動かしていただければ、キャリア形成の問題であったりとかいろんなところの支

援であったりとか、かなり可能性はあるんじゃないかなと思いますので、まず中小の

オーナーさん、企業経営者さんにいろんな取り組みをあるいはいろんな課題を知って

いただくことが力を入れるべきではないかなと。私も実際に、例えば子どもの貧困の

問題があって頑張られているこども食堂さんがあるのを知って、知ると何かしたいと
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か思いますので、実際今少し協力体制を敷かせていただいたりもしてますし、逆にい

ろんなアピールもしていただけたりすると、こういうことされてんねんなと、今なか

なか行けてはないですけど気にもなりますし、ぜひともこちらも前向きになっていこ

うというメンバーをふやしていこうと考えてますが、双方向に関係性を持ってればい

いかなと思います。 

○福永議長 

 ありがとうございます。今すばらしい意見をいただきました。実際には、地域と企

業の交流会とかいろいろやりながら区役所のほうでやっていただいてますけど、もっ

と地域にはいろんな企業があると思うんで、それなりに地域の企業さんと親しくなっ

ていかないと。平林というところは非常に企業が多いんです。企業が多過ぎてわから

ないんですけど、何軒かとはおつき合いはあるんです。ただ心配するのは、もし地震

があって津波があったときに、彼らの逃げる場所がないですよね。そういうときに

我々のマンションとかが避難場所になってますんで、そこに来てもらわないとあかん

ということがあるので、そういう関係の中ではある程度そういう防災マップとか配り

ながら、ここに来てよということをアピールしながら何かあったら協力してという形

で今やってますけれども。本当にたくさんありまして、本当に中小企業の方でオーナ

ー言うたらすぐできます。今の意見も非常にいいんで、またこの中でやってそれをう

まいこと意見の形にしたらいいかと思うんで、よろしくお願いします。 

 そしたらほかないですか。なければ時間も予定の時間もそろそろ来ましたので、き

ょうはアドバイザーの先生もみえてますんで、一人ずつアドバイス、ご意見をお伺い

したいということで、まずは。 

○永井議員 

 お疲れさまでした。府議会議員の永井です。地域の皆さんの生の声が聞けて非常に

勉強になりました。ありがとうございました。私からは、防災のところでつい先日私

の府議会のほうでもそういった意見を出したんですけれど、一般的に防災というか天
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災、台風とか地震とかの対策とか、どういって逃げるのかというような日本人大体ど

こでもどっかで勉強したり聞いたことあると思うんですけど、最近の北朝鮮のミサイ

ルが飛んで来た場合の対策というのは基本的に余り言わない、日本はそこまでの危機

に直面したことがなかったのでとってないんです。府の対応としては情報は流すよう

にだんだんし始めてますという回答だったんですけれども、学校とかの避難訓練でぜ

ひそこで実施してほしいというのは府議会のほうで要望出してます。これ住之江区だ

けの問題ではないんで、なかなかここだけでやるというのは難しいのかもしれないで

すけど、非常に直近の１番、あっちゃだめなんですけど、もしかしたらあり得るとい

うことであったらこれ全て終わりなんで、特にミサイル飛んで来る恐らく可能性が高

いのは都市部になると思うんです。山の中とか離島に狙って落とすことは基本的に北

朝鮮はやらないと思うんで、大阪市内は特にそういった対策を今からでも少しずつと

っていくのが必要なのかなと思いました。ありがとうございます。 

○福永議長 

 そしたら片山先生。 

○片山議員 

 お疲れさまです。市会議員の片山一歩です。２期目の方もいらっしゃると思います

けれど、初めての方もいらっしゃるんで少しお話させていただきますけれど、住之江

区ご存じのように１２万人人口がおりまして、市会議員が現在４名、府議会議員１人、

区長は市長に選ばれた区長西原さんがいらっしゃる。よく言う僕事例に出すんですけ

れど、門真市は同じように１２万人人口がおります。同じように市長が選挙で選ばれ

府議会議員も選挙で選ばれ、市会議員はここで府議会議員に相当するものですが、何

人おるかというと２１人議員がおります。ということは、同じ住之江区と同じ範囲の

同じ人口のところに、それだけの議論がされているということでございます。我々４

名で住之江区から選出されまして、市会でも住之江区のことをお話しますが、どうし

ても市会議員である以上、大阪市の全体の中から見て住之江区のことという議論にな



－30－ 

りがちになります。したがいまして今回の区政会議というのは、皆さん選挙では選ば

れておりませんが、市民目線に立ってぜひ住之江区区長に対していろんなご意見、市

民目線のご意見をこの２年間の任期でございますのでしっかり討議していただいて、

区政に反映していただけますようお願いします。僕もちょうど６年議員になりますけ

れども、６年半ですけれども、そのころから区長の予算というのが以前に比べてかな

り反映されるようになりました。そのため、区長がいろいろ自由予算でこれからでき

るようになりますので、皆様のご意見が反映されるようになっておりますので、ぜひ

この２年間頑張っていろんな市民目線でご発言いただけますようご意見賜りますよう

お願いいたします。よろしくお願いします。 

○福永議長 

 ありがとうございます。髙野議員。 

○髙野議員 

 皆さんこんばんは。市会議員の髙野でございます。この会議の本当の意味は、いろ

んな意見が出て考え方ですね、町をよくするため、あるいはまた町の安心・安全にす

る、そしてまた福祉をどう充実させていくかといろんな観点からいろんな方の考え方

が、こういう考え方あるなとそういう人によって考え方が違う、それが自分の考え方

と違うことがわかるだけでも非常に意義があると思います。 

 きょうのいろいろな議論の中で、私も１番関心というかつい先般の先ほど三木さん

から頂戴をした大和川の氾濫の問題、危険性が非常に現実的なことになってきた感じ

がします。実は私ども今この問題は住之江区だけでは解決できない、やはり川の右岸

左岸とありますけれども、特に大和川と右岸の住之江、住吉、東住吉、平野、この４

区が連携して大阪市の河川在宅地をどうしていくかということをしっかりやらないと、

これは絶対住之江だけでは解決できないものやと思います。したがって、それと行政

の組織も、これ一級河川ですから、これ国土交通省が管理しているんです。その辺の

避難の指示とかそういうのも自治体任せになってるんですけれども、しっかりそうい
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う行政の機構、指示系統、それからまた責任のあり方がなすりつけ合いしておるんで

す。やはり国・府・市、一体となってこういう災害対策をやらないと、絶対対処でき

ないと思いますので、それは我々の議会のほうでやっていきますが、できたらきょう

のようなすばらしい提案いただいたりもありますから、住之江区から他区のほうにも

働きかけていただいて、民間レベルでもこういう勉強会しようやということをやって

いただいたら非常にいいんじゃないかなと思いました。 

 以上でございます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。佐々木議員、よろしくお願いします。 

○佐々木議員 

 市会議員の佐々木です。きょうは貴重な意見を皆さんいただきまして、ありがとう 

ございます。私も、今回委員会違うんですけど、前回教育・こども委員会に入らせて

いただきまして、この子どもの貧困問題について大変委員会でもお話をさせていただ

きました。今どうしてもこども食堂とかに注目が集まっていますが、私は実際は貧困

になるまでの過程を引き締めていかないといけないと思っています。どうしても母子

家庭になったときに１番母子家庭が貧困に近づく原因は、養育費の不払いがそこが根

っこになってくる問題だと思っているんです。今私たち大阪市が冊子をつくらせてい

ただいたんですけど、離婚届を出す時にどうやって養育費を払ってもらうか、公正証

書というものをつくっていただきましたら、どうしても養育費が不払いになったとき

に弁護士さんを雇ってとかそんなことはただでさえお金がかかってしまうのでできな

いんですけど、離婚する時に公正証書をつくっていただいといたら、給料の差し押さ

えができたりとか資産を差し押さえたりすることができたりとか、自動的にやっても

らうことができる、そういうことをまず離婚する前にご夫婦間で話し合っていただい

て、養育費の不払いがないよう引き締めていかないといけないということも話をさせ

ていただきました。そしてみんなで地域の皆様と一緒に子どもを育てていくというこ
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とにつながっていくことも大切だと思っております。 

 あと、さっきも髙野議員からお話がありましたが、台風２１号で大和川の氾濫の時

に、敷津のほうからも私も陳情をいただきまして、敷津と住吉商業高校と住吉中学校

だったと思うんですけど、選挙が行われていたところは校長先生が鍵を持たれていま

して３階の教室に入ることができたんですけど、住之江商業高校に避難された方は２、

３００名の方が廊下で何時間も過ごしていただいたんです。鍵をやはり学校にどのよ

うな形かは話し合っていかないといけませんが保管していただきたい、今一般決算が

市会でやってまして、これうちの議員のほうから訴えさせていただいたんですけど、

ぜひ安全・安心部会の皆様からも声を上げていただきたいと、私のほうからお願いさ

せていただきます。たくさんメモをさせていただき本当に勉強になりました。ありが

とうございました。 

○福永議長 

 ありがとうございました。議員の皆さん、貴重な意見ありがとうございました。 

 ほかに皆さん、今のいろいろあって意見ございませんでしょうか。どうぞ。 

○古川委員 

 大和川のしゅんせつのことなんですけど、あれを地域協議会の安立地区では、何十

年も前からしゅんせつをしていただくようにお願いしておりますので、今に始まった

ことやないんです。昔から４、５年前からそういう事態が起きていますので、もう何

年も前から１０年２０年前からうちの連長からみんなお願いしておりますので、川の

しゅんせつに対しましては、先生方によろしくお願いしたいと思います。 

○福永議長 

 ありがとうございます。ほかご意見ないでしょうか。なければ西原区長のコメント

をいただきたいんです。よろしくお願いします。 

○西原区長 

 福永議長ありがとうございました。皆さんもいろんなご意見ありがとうございまし
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た。今議員の先生もいろいろおっしゃった部分でございますけども、本当にいろんな

形で皆さんの自由に進めていただければと思ってます。 

 最初に意見がありました、例えば部会というのは我々のほうで区切らせていただい

た部会になってますけども、本当にこの案件に関しては先ほど最初に福永さんが言わ

れたように、福祉と教育で一緒に検討しようではないかというのであれば、そういう

時間をとっていただくとか全然結構でございます。そういう形で進めていただくのは

どんどんやっていただければいいと思ってますので、その中で新しい提案がありまし

たら、我々としては区政の予算等に反映していきたいと思ってますので、よろしくお

願いしたいと思ってます。 

 それから、部会ごとにコメントといいますか、子ども・教育部会、学力向上という

話がありました。これは我々すごく思いを持っております。とにかく世の中に出たと

きに学力があるほうが絶対有利になりますし、住之江区で育ってよかったと思ってい

ただける子どもを１人でも多くつくりたいと思っております。我々区役所ができる学

力向上、学校ができるやり方もありますけれども、我々区役所ができることは何なの

かということで、実際先ほど仁平さんからありましたように英検・漢検の話、これ区

政会議でも毎回結構大きな金額が動きますので、これは継続しますかどうかというこ

とはここで毎回はからせていただきまして、皆さんのほうからやはりこういう達成感

があることというのは、子どもの勉強につながっていくのではないかということで継

続させていただいておりますし、こういう部分を皆さんからご意見いただいて継続さ

せていただいてます。 

 それから生きる力というのもございまして、この辺で言えばキャリアというのはな

かなかキャリアじゃないんじゃないかという話がありましたけど、私は何か勉強する

時に１つきっかけというのが必要かなと思ってるんです。ただただ英語勉強しようと

か漢字勉強しろと言われても、何を目的に勉強しているのかわからなければなかなか

子どもの腹に入っていかないんちゃうんかなとなったときに、例えばこういうことが
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将来したい、そのために英語は有利だとか国語はいるんだとか文章力いるんだという

ことをもっとわかったほうが、学校の勉強の意味も理解できるじゃないかと思ったり

もします。 

 貧困の話がありましたけれど、私はもっと言うと貧困の人こそが貧困の人こそと言

い方は悪いですけども、そういう人が勉強だけで逆転できる、これは日本国民平等に

学力学問を勉強する権利が与えられています。そこで逆転できる力があるんじゃない

かと思ってますので、私はご存じの方いらっしゃると思うんですけど、アフリカで２

年協力隊行ってました。これはアフリカの向上のためにまず学問をやってます。これ

は学力を彼らに与えれば途上国から脱出できると、皆さんに思い込ませるというか思

い込んでいただいて、そして母親と子どもたちに学問を教えているというのが、今世

界がやっているアフリカの向上のための取り組みです。私は日本に帰って来て同じよ

うな状況を見るような感じもします。だから、やはり学力の向上、またその向上に結

びつけるきっかけづくりは大事だと思ってます。 

 それから、福永さんからいい例を与えていただきました。子どもの居場所づくり、

勉強と食事と居場所、これ一緒にやっていると。実験していただいているということ

で、こういうのも区役所がどこまでやるか、それから例えば先ほど一二さんからあり

ましたように、地域とどう絡んでいくか、企業とどう絡んでいくか、こういうところ

もいい方法があれば触れていきたいと思っております。本当に皆さんからのいい意見

ありがとうございました。 

 福祉の部分は、昨年度のメンバーからいろいろ意見をいただいて、この福祉の問題

もこれから高齢社会の中で非常に重要な問題と思ってますし、高齢社会というのは、

実は高齢化になることがダメじゃなくて、日本の高齢化というのは急すぎるんですね。

これはドイツも高齢化やし、ヨーロッパもどんどん高齢化なっている、ドイツの高齢

化って緩やかに高齢化になったんです。ドイツの介護システムを日本は取り入れた。

なぜかっていうとドイツのほうが先に高齢になったからなんです。しかし、それを日
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本はここ数年で全部抜いちゃったんです。急に高齢化になったことというのが一番問

題なんです。それは、実はこの縮図が住之江区にあると、同じような状況があって、

たくさんの方が単身というか高齢世帯だけで住んでいる方がたくさんいるんで、この

中でどういうふうな見守りしていったらとかどういうふうにその人たちを支えていく

仕組みが必要だとかということ、この辺も行政としてやれること、我々が施策として

やっていかなきゃいけないことはこうであるということをまた部会で議論でしていた

だいて、地域がやることをまた企業さんとやれるようなことがあればと思っておりま

す。 

 魅力・ブランド関連でいきますと、おもしろい町と言っていただきました。廣畑さ

んですね。おもしろい町と言っていただきました。本当にありがたいと思ってます。

住之江は本当に新しくできた南港のような町と住吉大社のある本当に古い町と混在し

ておりまして、これ非常に私も魅力やなと思っております。それから、今回チラシも

置きましたけども、加賀屋のほうでイベントをやる、ここは加賀屋造船所跡地ですご

くさびれてたんですけど、そこをアートという１つのワードでまた新たに魅力をつく

るということをしています。そういうことをどんどんやっていっていますが、実は区

民の方がそれほどまだ、外に発信する以前に、例えば南港の方が住吉大社の祭りのこ

とをどんだけ知ってるかとか、加賀屋のことを平林の方がどんだけ知ってるかという

と、これはまだまだと思います。これは、我々区民の中でもっと魅力を自分たちで理

解していくことも必要だろうと思ってます。発信につきましては、区役所も頑張って

るんですけども、何せ行政のホームページがなかなか皆さん行っていただけないとこ

ろがありまして、これはなかなか皆さんと地域の方々と口コミも含めて、一生懸命や

っていきたいと思ってます。我々も結構努力していろんな発信をしてるつもりでござ

います。またその辺もお知恵を聞かせていただければと思っております。住ブランド

なんておもしろい提案もありました。またその辺は議論していただければありがたい

と思っております。 
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 それから、最後の安全・安心部会のほうですけど、この間台風の時にいろいろ皆さ

んにお世話になり、ありがとうございました。川の対策に関して本当にこれ僕就任し

て真っ先にこの地域の会長、安立の会長さんに真っ先に言われたことで、もうずっと

言うてんねんという話があります。これも今後も引き続きそういうことは示していか

なあかん部分です。地域の方皆さんが大和川のことは懸念に思ってらっしゃって、こ

れはもう国にも府にもいろいろ働きかけていますけども、これ先ほど三木さんからも

ご意見ありましたとおり、引き続きこれは区役所だけでできることじゃありません。

区役所だけでできることではないですけども、区役所としてその意識は持って引き続

きやっていきたいと思ってます。 

 それから、この災害対策に関しましては、これはもう本当に申しわけないですけど

も、起こる時間によっては区役所職員は全然いない時間に起こってしまうこともあり

ます。これは本当に、地域の方々とそれぞれの企業の方々とどういう連携をとって対

策つくっていかないかないかんのか、この住之江の住んでいる方々を守るためにとい

う部分もありますので、これも我々としては日ごろからその行政ができることという

のは、そこで準備をしていただくことをずっとお願いし続ける、たくさん準備をして

いただいて、たくさんの人が来たときに守られていくような状態をつくっていただく。

いざというときはもし土日に起きたときに、我々は本当にたどり着けない可能性がご

ざいますので、それまでの準備の意識を高めていくというのが我々行政の使命として

やらせていただいているところでございます。それをもっともっとどういうふうに形

にしていくのが住之江にとっていいのかというのは、またご議論いただければと思っ

ております。我々としまして皆さんの思いを引き留めながら、先ほど片山先生からあ

りましたように、昔と違って昔は区役所というのは市が決めたことを区は出先でやっ

ているということでございましたけども、この数年前から区政会議も含めて、そして

我々区長にも少し大きな、例えば今の英検漢検なんていうのはこれ住之江区だけしか

やってないことなんです。区の権限で住之江区だけがやっている取り組みでございま
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す。こういうことができるようになってきました。そういうことを進めてまいりたい

と思ってます。皆さんの本当にいろんなご意見で、この住之江区を本当に未来に希望

を持てるような町にしたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。きょういただいた意見また各課で検討させていただきますし、また今後も各部

会、各全大会、それから先ほどいうと部会と部会が組み合わさって議論していただい

ても結構です。そういうところでまたいろんな提案をいただければと思ってますので

よろしくお願いします。きょうはどうもありがとうございました。 

○福永議長 

 区長ありがとうございました。皆様ほかにご意見はございませんでしょうか。時間

が予定の時間にまいりましたので、議事を終わりたいと思います。 

 皆様には本日議事進行にご協力していただきましてありがとうございました。何と

か無事に終わりましたんでありがとうございました。 

 それでは事務局に返しますのでよろしくお願いします。 

○尾田事業推進担当課長 

 福永議長、長時間にわたりましてありがとうございました。 

 本日は区政のいろいろなご意見、多数いただきましてまことにありがとうございま

した。今後の予定ですけれども、現在住之江区では各部会でいただいた意見を参考に

策定しました平成３０年度住之江区運営方針（素案）を、昨日６日付でホームページ

に公開しております。素案でございますので、今後本日の全大会でいただいたご意見

も参考にしまして、平成３０年度運営方針案を策定していくことになっております。

今後の運営方針案に対しまして、ご意見につきましては来年の１月から２月に、また

区政会議部会等開催いたしましてご意見をお伺いして、来年３月の区政会議全大会で

意見を共有してまいりたいと考えておりますので、対応よろしくお願いいたします。 

 最後の事務連絡になりますけども、委員の皆様におかれましては後日でも会議後に

お気づきになった点やご意見質問ございましたら、お配りしております質問・意見票
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でご活用いただきまして区役所までご連絡なりいただけましたらありがたいです。よ

ろしくお願いします。 

 本日は長時間にわたりましてありがとうございました。 

 これで２９年度の第２回の区政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 


