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平成２９年度 住之江区区政会議 

第３回 魅力・ブランド部会 会議録 

 

○髙田魅力発信担当課長 

 本日の司会を務めさせていただきます住之江区役所の髙田です。よろしくお願いい

たします。 

 議事に入らせていただく前に留意事項が幾つかありますので、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。また議事録につきましても公表となります。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、副区長の安藤でございます。本日はご多忙のところ、住之江区

区政会議の魅力・ブランド部会にご出席賜りまして本当にありがとうございます。厚

く御礼申し上げます。 

 今回、平成３０年度の住之江区運営方針（案）を策定するに当たりまして、委員の

皆様方のご意見を賜りたく、ご出席をお願いしたところでございます。このたび、新

しい委員の方にもご就任いただいて初めての部会ということになるわけでございます

けど、これまでの間、過去にご就任いただきました委員の皆様方からもいろんな意見

をいただいておりました。これらを含めまして、来年度の運営方針につきまして、区

としての案をお示しさせていただきますので、改めまして委員の皆様からご意見を賜

ることができれば幸いであるというふうに考えております。  

 今後のまちづくりを考えるに当たりまして、今人口減少時代ということが言われて
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おります。その中で私が思いますのは、人がいかに集まるまちにしていくかというこ

とが大事なのかなというふうに思っておりまして、そのためには部会のテーマでござ

います、まちの魅力を高めていくということが非常に重要であるというふうに考えて

おります。当区といたしましても引き続き将来ビジョンにございます、夢と希望をも

って暮らせるまち、ｅ－ＳＵＭＩＮＯｅ（ええ すみのえ）の実現に向けまして、区

長以下職員一丸となりまして、区民の皆様とともに邁進してまいりたいというふうに

考えてございます。 

 先ほども申しましたように、新しい体制での初めての部会となります。小川部会長

様をはじめまして、委員の皆様におかれましては活発なご議論を賜りますよう、お願

い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。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 

 では進行のほうを小川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。  

○小川部会長 

 どうぞよろしくお願いします。きょうは初めてのメンバーの方による初めての部会

になっているので、なかなか内容がわからなかったり発言しにくいと思うんですけど、

せっかく時間使って皆さん集まっていただいているので、思ったこと発言していただ

けたらなと思っています。  

 それではお手元の資料に沿って進めてまいりますので、事務局のほうから説明お願

いします。 

○髙田魅力発信担当課長 

 それでは議題の１「平成３０年度住之江区運営方針案について」ご説明いたします。 

 １枚目のかがみをめくっていただいて、２枚目の資料をご覧ください。平成３０年

度区運営方針につきまして、委員の皆様により具体的に見ていただくために、区運営
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方針案における事業ということで、取りまとめております。  

 ご参考資料としまして、平成３０年度の区運営方針本体とその概要版をおつけして

おりますので、適宜ご参照ください。 

 また、各イベントの直近のチラシと広報紙２月号も一緒にお配りしております。 

 それでは、資料のほうにお戻りいただけますでしょうか。  

 初めにこの資料の構成についてご説明いたします。  

 一番右のブロックに本日の本題であります、平成３０年度運営方針（案）における

事業について記載しております。上から順に「地域資源を活用した住之江ブランド力

向上事業」「近代化産業遺産（名村造船所大阪工場跡地）を未来に活かす地域活性化

プラン」「区の広報事業」「区の広聴事業」の、魅力・ブランド部会が所管いたしま

す４事業について、それぞれ事業の概要と予算額を記載しております。  

 本日、ご意見をいただきたいのはこちらの部分であります。内容としましては、こ

の資料の一番左のブロックにあります２９年度運営方針進捗状況等、それに真ん中の

ブロックにあります区政会議で委員の皆様からいただきました主なご意見、これらを

踏まえまして３０年度に実施する事業案をお示ししています。  

 委員の皆様には事前に資料をご一読いただいているかと存じます。ご議論のお時間

をできるだけ多く取らせていただくために、ポイントとなるところを中心にご説明い

たします。 

 まず、全体的なところで申しますと、２９年度と３０年度とで項目等に表現上の変

更あるいは組み直しというものを行っております。ただし、実施する事業自体に変更

はございません。ですので、横のラインで流れを追っていただければというふうに考

えております。 

 この魅力・ブランド部会で取り扱いますのは大きく申しますと、「ブランド力の向

上」、それと「広報」と「広聴」の３分野になります。 

 「ブランド力の向上」について少し補足させていただきますと、おおむね５年後の
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住之江区の目指すべき姿を明らかにしました、住之江区将来ビジョンというのがあり

まして、一番最初に資料をお渡ししていたかと思いますけど、この将来ビジョンの中

の『楽しむ』のところで取組みの方向性をお示ししております。具体的には、「歴史

と文化を生かした魅力の創造を発信」というのと、「アートを活用したまちづくり」

この２つを柱としておりまして、運営方針もこれに則ったものになっています。 

 それでは、一番右のブロックをごらんください。本日の本題であります、平成30年

度事業について、ご説明いたします。  

 まず一つ目が、「地域資源を活用した住之江ブランド力事業」です。こちらは南港

ＡＴＣで実施の「すみのえ・南港光のワンダーランド」及び加賀屋新田会所跡で実施

の「会所会」です。「すみのえ・南港光のワンダーランド」は区で予算組みを行いま

して、交通局やＡＴＣと協働しまして１２月に実施しておりましたが、区として事業

を先導する役割を一定果たしたことや、これまでの区政会議でのご意見等を踏まえま

して、３０年度の予算計上は行わず、実行委員会として引き続き参画する予定です。 

 一方、加賀屋新田会所跡は、当区が誇る地域資源の一つでございますが、区民の方

でもまだまだご存じない方が多いというのが現状です。  

 委員の皆様からいただいたご意見にもありますように、外国人を含めて訪れた方に

も情報発信していただけるよう、地域の方のみならず、ボランティアの皆様など協働

の輪を広げながらイベント等を通じて魅力発信や活性化を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 ２つ目が、「近代化産業遺産（名村造船所大阪工場跡地）を未来に活かす地域活性

化プラン」です。毎年秋に名村造船所大阪工場跡地を中心にアートをテーマとしたす

みのえアート・ビートを実施しており、今年度は壁画アートによるスタンプラリーで

すとか、若手アーティストによる巨大アート展などアート企画を拡充しました。平成

３０年度につきましては、北加賀屋のブランド力を発信しながら地域への普及効果を

高めるなど地域の活性化をつなげてまいりたいと考えております。  
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 ３つ目が「区の広報事業」です。今年度より広報紙「さざんか」が、よりわかりや

すく魅力ある内容となりますよう、ページ数を増やしました。あわせて紙面のほうも

全面的に刷新しました。３０年度はさらにページ数を増やすとともに、広報担当はも

とより全体総体で編集に参画しまして、より有用で魅力的な紙面づくりを進めてまい

りたいと考えております。  

 また、昨年１１月に大阪市は吉本興業と包括連携協定を締結し、万博誘致をはじめ、

区政や地域の活性化に協働して取り組んでおります。２４区それぞれに住みます芸人

が配置され、住之江区も住みます芸人「雷鳴」さんとの協働を通じて、区政や地域情

報の発信力を高めてまいりたいと考えております。さらに委員の皆様から地域イベン

トはじめ、地域の情報をきめ細やかに届けるため、詳細な地域情報を発信している、

まちづくりセンターの広報について、区民の皆様に広く周知する必要があるのではな

いか、とのご意見をいただいており、昨年１１月にも広報紙でまちづくりセンターを

大きく取り上げたところですが、今後もまちづくりセンターとの連携を深めながら、

地域情報の発信を強化してまいりたいと考えております。  

 ４つ目が「区の広聴事業」です。区民の皆様からのご意見を区政に反映する手段と

いたしまして、区政会議のほか区民モニターや街頭アンケートなどの取り組みを行っ

ております。委員の皆様からの地域別に集計の結果を出してはどうかというご意見を

踏まえまして、必要に応じて地域別の集計結果を活用するなどし、区民モニターを今

後の施策・事業の効果のさらなる向上に努めてまいりたいと考えております。  

 以上、「平成３０年度住之江区運営方針案について」ご説明しました。ご意見、ご

質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

○安藤副区長 

 すいません、特に今回初めてご出席いただいた委員の皆様方、わかりましたか、大

体。ざくっといいますと、この上の２つはどちらかというとイベントの内容のことを

言われてるんですね、一番上が名村造船所跡地でやっていますアート・ビートという
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イベントがございます。それまた来年度も継続してやっていきたいと思ってますんで、

継続するに当たっての考え方をここで述べさせていただいていると。  

 それからもう一つは、加賀屋新田で会所会、緑地を使って年に１回区役所が主催と

いう形でイベントを開催しています。せっかく加賀屋緑地という魅力的なところがあ

るんですけど、実は住之江区でもあんなとこがあるとは知らんかったとか、さらに言

うと区外の人に余り知られてないというところがありますので、あの場所を使ってま

ちの魅力づくりをどうしていくかということを今我々悩んでいます。数年前からやり

まして、この会所会と名前にしたのは、去年から。 

○髙田魅力発信担当課長 

 去年から。 

○安藤副区長 

 去年からですね。その前は、コスプレとかやりましてあまり地域の皆さんから歓迎

されなかったという反省もございまして、会所会ということでお茶会やったり落語や

ったりそういうことをやっています。来年度はもう少しあそこで我々はまちボラさん

というふうに呼んでいるんですけど、ボランティアの皆さんが活動していただいてい

ますので、その皆さんと連携してよりイベントを活性化して、イベントすること自身

が目的ではないんですけど、魅力の発信につなげていければなというふうに思ってお

るところです。 

 それから、特に今の区長は広報というのを非常に重視してます。広報紙、去年と今

年比較していただいたらわかるかもわかりませんけど、紙面の数を随増やしてます。

たまたま総合区の話になっているんですけど、大体、毎月テーマを決めて写真１面に

載せて、記事も全部職員が直営で書いてるんです。毎回、毎回特集をつくってこの裏

にも、第２特集、地域をめぐる記事とお知らせも含めた第２特集みたいな形で、でき

るだけ区役所からのメッセージをこの広報紙を通じて発信していこうということを今

一生懸命やっているという状況です。今、この広報紙のあり方も含めて今までいろい
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ろ意見をいただいていますので、それも含めて来年度さらに充実させていければなと。

わかりやすくいうと、月によって紙面が４ページ多いときと少ないときがあるんです

けど、来年度は年間を通して４ページ増でずっと通していくと。そうすると、ここに

ある特集と中刷りの特集と最後の特集と、ここでやってる職員が大変ですけど、１０

０％直営でやってますんで、結構な負担になってるんですけど、みんなで頑張ろうか

ということで区長も含めて、毎日紙面どうするかやってるという状況です。  

 広聴は、そんなに大きく変わることないです。これまでどおりモニターも含めてや

っていくという感じなんですけど、そんな取り組みを来年度もやっていくというよう

な。方針とすると、多分そんなに間違ってないんかなというふうに思いますんで、今

私がご説明申し上げたことについてご意見いただければ結構ですし、それ以外でも何

なりと思いつくことあったら、思いつくことや日ごろお感じになっていることを話し

合っていただければと思います。  

○伊藤委員 

 副区長、地域のほうのそれぞれの協議会をテーマに広報紙、住之江区内の協議会全

部紹介しましょうという、もうそろそろ終盤になってきてるんじゃないかと。  

○安藤副区長 

 そうですね。 

○髙田魅力発信担当課長 

 次年度にまたがります。 

○伊藤委員 

 またがるけども、じゃあ、その後何か計画してらっしゃる。 

○髙田魅力発信担当課長 

 地域ベースで、続きの第２弾を検討しています。 

○伊藤委員 

 その地域ベースで検討する、要するにその矛先なんですけどそれも、協議会という
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ところでいかれるのか。次、４月以降。一巡しちゃった。  

○安藤副区長 

 フライングになりますけど、協議会は外れるかな。協議会外すいうたら協議会に怒

られますから、余りそんな言い方はできませんけど、同じようなめぐり方はしないで

す。 

○髙田魅力発信担当課長 

 今と昔みたいな感じでつくっていますけど、ちょっと趣向を変えていくことになり

ます。 

○安藤副区長 

 住みます芸人使うとか。 

○髙田魅力発信担当課長 

 それはまた別です。 

○安藤副区長 

 また別かな。 

○伊藤委員 

 住みます芸人はまた別。  

○安藤副区長 

 住みます芸人にもちょっと活躍してもらおうかなと思って。 

○女性 

 まわってもらえたらいいですよね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 ご存じですか、住みます芸人。  

○小川部会長 

 住みます芸人自体、見たことあります。 

○伊藤委員 
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 この間、区長と一緒にクリスマスのときの企業交流会のときには出てこられてまし

た。皆さんサンタクロースの。小川さん来られてなかったん。 

○小川部会長 

 僕そのときじゃなく、成人の日に見たんです。成人のお祝いで。ビンゴの司会とか

やっていただいて。 

○伊藤委員 

 そうだったんですね。既にご活躍なさってらっしゃる。 

○安藤副区長 

 成人式ぐらいまではまだ慣れてなかった感じなんです。このごろ、ちょっとね、ち

ょっとだけ。 

○小川部会長 

 成人式のときに言われたんが、余りアドリブきかんぞと。やらせて大丈夫なんかな

と。 

○伊藤委員 

 プロでしょ。 

○安藤副区長 

 このごろ、きかせ過ぎて冷や冷やしてるんですよ。地域の人がいじり出すんです。

ちょっと待ってくれという感じで。 

○伊藤委員 

 各地域回っていただいて、あのお二方がこの住之江区の中でどんな活躍してらっし

ゃるかというのも広めてくだされば、その方々を呼んだときに、来てくださったとき

に、このときに載っていた彼らだなというのもわかるかもしれない。  

○男性 

 今、だってもし来てもらってもみんな知らない。 

○伊藤委員 
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 そうなんです。いろんな行事でお見かけする私たちはともかくとして、普通にお住

みになってらっしゃる方々については、多分お越しくださっても余り印象はないかも

しれません。 

○安藤副区長 

 住みます芸人、この中で紹介しながら活躍していただこうかなと。  

○伊藤委員 

 落語家さんもおられた？あのお二方だけでした？ 

○安藤副区長 

 住之江区はあの二人だけですね。 

○伊藤委員 

 お二方だけ。 

○安藤副区長 

 ええ。住みます芸人って売れない芸人ばかりですからあれなんですけど、去年ほと

んど舞台にあがったことないんですよ、彼ら。プロなんだけど舞台の経験がほとんど

ないんです。今年は２４区で住之江区の芸人が一番仕事してるんです。僕らどこでも

呼んでいこういうて、新年会、忘年会みな連れていきましたので。  

○山崎委員 

 この間、加賀屋の新年会でやっていただいて。 

○安藤副区長 

 あの辺は大分失礼になってましたけど。  

○山崎委員 

 そんなことないと思いますけど。昨日も運営会議のときに、５月の地域の運動会の

お昼の休憩のときに、雷鳴さんに来てもらえないかということになりまして。 

○安藤副区長 

 ぜひ、よろしくお願いします。彼ら、どこでも行きますから。僕が勝手に断言しま
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すけど。 

○伊藤委員 

 でも、副区長のお墨つきがあれば、安心してお声がけさせてもらってもよろしいと

いうことで。 

○安藤副区長 

 ただ、今のところは彼らも何をしでかすかわからへんので、一応区長か僕がいてる

場に連れていこうと。余り放し飼いにすると何をするかわからへんので。だから、一

応今のところはある程度コントロールきかせながら、慣れてきたら勝手に行ったらえ

えかというふうな形なんですけど、おっしゃっていただいたらできるだけ対応するよ

うにします。ただですからどんどん使っていただいて。司会とかおもしろい紹介する。  

○山崎委員 

 おもしろかったですよね。やっぱり違いますよね。  

○安藤副区長 

 大分いじり過ぎて。とりあえず彼らもちょこちょこ様子を見ながらいじってるんで

すけどね。いじって大丈夫かどうかというのを。 

○伊藤委員 

 今後楽しみですね。今は鵜飼い状態であるけれど、いつか解き放たれるんですね。  

○安藤副区長 

 そうですね。今度住みます芸人のことは書かせていただきますので、そこで活用し

ていこうかなと思っています。  

○小川部会長 

 アート・ビートとか行かれるんですか。  

○山崎委員 

 これはすばらしいイベントだと思うんです。この名村造船を中心として、たくさん

の人が来てるんです、若者が。コスプレが結構多いんですけど、毎週日曜日になると
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大きなボストンバックをごろごろ引き連れて、どんどん集まってました。記念参加、

イベントも楽しくやってますし、お天気さえよければたくさんの方が来れるように

年々なってきた。住之江区以外の方のほうが多い。  

○髙田魅力発信担当課長 

 東京とかからもお越しで、駅でそういう方に会いまして。  

○山崎委員 

 そこから派生しまして、天満宮の夏まつりが７月２４、２５日にあるんですけど、

そこにコスプレがいっぱい来るんです。それがきれいなんですわ。ものすごいね。 

○伊藤委員 

 そのコスプレと厳かな天満宮の雰囲気が。  

○山崎委員 

 ぴったり合う。 

○伊藤委員 

 そう。 

○山崎委員 

 特に写真を撮るわけです。コスプレはほぼプロというか、何ていうか。  

○伊藤委員 

 キャラクターのいろんなものの。  

○安藤副区長 

 本当に一生懸命撮ってるんです、写真をね。  

○山崎委員 

 それが何かお祭りの雰囲気に合うというか。今までなかったからね。このアー・ビ

ートのほうから派生してきてるよね。今までなかった。  

○小川部会長 

 壁画じゃないですけど落書きみたいなやつもすごいらしいです。  
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○山崎委員 

 そうなんです。あれもアートの方が。小学校生と一緒に描いてます。  

○安藤副区長 

 こういう、目についたやつは表紙に使わせていただいたり、それから造船所の前の

これ。 

○山崎委員 

 その芸術やってる方だけが単独でやってるんではなくて、小学生と一緒にとか結構

地域の方と一緒にやってくださってるから。  

○小川部会長 

 加賀屋がインスタグラムというのに爆発的に出てたからびっくりして。あそこでお

もしろい写真を撮ってみたりとか。インスタ映えするんでしょうね。結構出てるみた

いです。 

○安藤副区長 

 この表紙もなかなか、一応考えて撮ってるでしょ。なかなか絵自身もよくできてま

すから。 

○小川部会長 

 アート・ビートの日もすごいですもんね。  

○伊藤委員 

 そうなってくると、人混みが多いということは、それだけ規制もかけなきゃいけな

いということになってる。事故とかそういうのはどうなんでしょう。  

○山崎委員 

 今のところはないんですけど。スペースも広いこともあるでしょうけど、何ていう

か外にあふれてどうなったかとか。最初、コスプレの人たちが集まってくるというこ

ともあって、地域にどうなるかというのは本当にみんな心配してたんです。ごみがい

っぱいふえるとかいろいろあったり、地域に迷惑をかけたり。そんなことは全くない。 
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○伊藤委員 

 お行儀がよろしくてらっしゃる。  

○山崎委員 

 お行儀がいいんです。すごく。  

○伊藤委員 

 逆に言えば、いろいろなところでコスプレのほうでまわってらっしゃる方々だから

こそ、どこの地域に行ってもきちっと、要するに常識を踏まえた形で出られているの

かな。 

○山崎委員 

 全く迷惑をかけることがない。  

○安藤副区長 

 去年からだったかな。去年だよな、スタンプラリーやったのは。  

○髙田魅力発信担当課長 

 去年から。 

○安藤副区長 

 せっかくあのアート・ビートで人が来るんで、地域に効果をおろされへんかなと、

彼女が実行委員の中でいろんなことを議論してくれて、あのときスタンプラリーを始

めて、去年と今年度も結構みんなまちなか歩いてて、あれを地域の活性化とかに、名

村造船所以外にそこに活性化にもうまいことつなげていけたらなと思ってるんです。

あれだけ人が来ますから。  

○伊藤委員 

 足さえ向けばそこに何かおもしろみがあるところがあって、そこにも行ってみよう

という興味もわくだろうから、そのスタンプラリーで使う場所をもっと華やかに、も

っとＰＲしたら。ごめん、まだ行けてなくてすみません。 

○小川部会長 
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 僕らも何かイベントするんですけど、大きいイベントやればやるほど、来た人たち

って帰ったら疲れたになるらしいんです。一生懸命電車乗っていって、子供連れてい

ってそこですごい楽しんでお金使って体力使って終わって家に帰ったら、あそこは疲

れたねとなるらしいんで、大きくすればするほど人が増えてイベントとしては成功な

んですけど。そういうのもあるから、今回みたいな前回からのスタンプラリーとか魅

力を見てもらえるというのはすごいいいですよね。見てもらうところがあるじゃない

ですか、ここは。 

○山崎委員 

 ポイント、ポイントにキャラクターのあひるちゃんの小っちゃいやつを置いてるん

です。それを探すわけですよね。  

○伊藤委員 

 今回、景品何だったんですか、全部判こ押したら。この間テープだったでしょ、マ

スキングテープ。去年もマスキングテープだったんですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 はい。かなり人気で。 

○小川部会長 

 このラバーダックは大正解です。  

○安藤副区長 

 かわいらしい。 

○小川部会長 

このグッズ買おうと思ったらめっちゃ並ばなあかんのです。  

○安藤副区長 

 すごかったですよね。 

○小川部会長 

 大体みんなちっちゃいミニチュアのやつを買いたいみたいです。  
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○安藤副区長 

 すいません、このスタンプラリーのポイントあるやんか。あれは誰が決めてるのか

な。 

○髙田魅力発信担当課長 

 実行委員会です。基本は千島さん。 

○安藤副区長 

 千島さんの土地でやってるんねんな。何かそういう場所、地域と一緒に決めるとか、

そんなんできへんのかな。余りここで話広げてできへんかったら困るけど。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね、そういう機会はうまく平等にご提供できればいいんですけど、お声か

けてる所とかけてない所とか、なかなか難しいかなと。  

○安藤副区長 

 地活協に聞いてみるとか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 それは、前回のときに松崎会長にお願いは１回したことはあるんですけど。  

○安藤副区長 

 したことあるの。わかりました。余り無理するものでもないし。  

○髙田魅力発信担当課長 

 できたらお店とかにも入っていただけたらと思ってまして。  

○安藤副区長 

 去年度やったときに９月やったんかな。暑かったので、結構お店が閉まってるんで

す。開いてたらもうかるのになと思ったんですけど。  

○小川部会長 

 前のコンビニが一番もうかってるんちゃいますか。  

○山崎委員 
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 北加賀屋の地下鉄上がったところにファミリーマートありますやん。あそこがすご

い。名村造船の前のセブンイレブン。すごいもうかってると思いますね。 

○伊藤委員 

 そこから何か一言ありませんか、地域に。今回のこのイベントで随分集客がありま

したと。これだけ売り上げが何倍かになりましたと。ということは、チェーン店大き

いでしょ、どっちにしても。還元という形の気持ちという。何かイベントするときに、

寄附を募ったりする場合があるんですけど、そういうのはチェーンのお店のほうには

行かれない。 

○山崎委員 

 行ってると思うんだけど。地域の運動会をするときにプログラムに協賛を載せるの

で、大体行くわけですけどね。  

○小川部会長 

 でも、役所がやるイベントだからまずいですよね。これが還元されて収入があった

らまずいです。 

○伊藤委員 

 だめなの。これって。 

○安藤副区長 

 強要したらまずいですね。寄附しなさいと。  

○小川部会長 

 勝手にくれる分にはいいけどじゃあなかなかくれないですね、自発的には。  

○伊藤委員 

 自発的にいただけるよう促さなければいけない。  

○安藤副区長 

 住みます芸人がここに住んでるから。  

○小川部会長 
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 近いですよね。 

○安藤副区長 

 それこそ名村造船の前に住んでるから。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね、何かコラボできれば。 

○安藤副区長 

 そういう地域との、より一層のコラボというのを考えていきたいと思いますので、

またこれは来年度の後半なんですね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 秋ですね。 

○安藤副区長 

 秋やな。そういうご意見なんやったら。  

○小川部会長 

 光のワンダーランドアート・ビートは見たことあります？南港のＡＴＣで花火上が

ってるの。 

○髙田魅力発信担当課長 

 今年で３回目。 

○伊藤委員 

 だんだん人が多くなって、全然見えないの。いつも行くと、背が小っちゃいからス

マホで撮って、後で見るぐらいしかできなくて。年々増えていきますよね、人が。  

○髙田魅力発信担当課長 

 大分認知度が上がってきてると思います。  

○安藤副区長 

 来年度は、今までこの部会でも随分ご意見いただいて、本当にこれに税金投入せな

あかんのですかというご意見を随分いただいていたので、来年度は予算とってないで
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す。一応、交通局のほうにはうち抜けるよという宣言をして、その代わり実行員会の

中には引き続き残って、広報とかそういうところで、広報紙に載せると大きいですか

ら、そういうことは何ぼでもやらせていただくんで。ただ、税金を入れるかと。ある

意味、ＡＴＣの販促みたいな。 

○伊藤委員 

 ちょうどはざまですよね。交通機関があって。  

○小川部会長 

 交通局、実際もうかってるはずなんですよ。でも、これの住之江区何かＰＲできて

るかといったら難しい。 

○安藤副区長 

 ご意見で、すみのえという単語も、名前も入れていただいて、区のイベントという

ふうにしたんですけど、来年度は予算どりやめて、結構２００万円ぐらい使ってたん

で、大きいんで、これをもうちょっと。  

○伊藤委員 

 ほかのところに。 

○安藤副区長 

 こういう区政会議でそういうご意見をいただいているんでという理由で、使わせて

いただきましてお金の面では足抜けしますけど、労力の面では引き続き一緒に盛り上

げていくということでやっていきます。  

○伊藤委員 

 名称もこれから変えるという意見もまだないということでしょうね。  

○安藤副区長 

 名称ですか。 

○伊藤委員 

 要するに、実行委員会だけしか参加しないということは、この中に組み込まれた実
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行委員会のときに、この名称をほかの交通だったり、ＡＴＣだったりかな、この名称

を変えてほしいと言われたときにそれは拒否できて、これこそが魅力ブランドとして

の住之江のブランドだからすみのえも南港も入れてねというのを。 

○小川部会長 

 金出せへんかったら口出せへんでしょ。  

○安藤副区長 

 これぐらいは言いますよ。そんなん言うんだったら広報もせえへんぞという、こっ

ちもそういう話しないと。関係ないというんやったらうちやめるぞと。  

○小川部会長 

 言えてたとしても、向こうも何も別に余りね。  

○安藤副区長 

 そこまでは言うてないですけどね。  

○小川部会長 

 急にＡＴＣに変えろとかないですね。  

○安藤副区長 

 間違いなくＡＴＣはお客さんの集客にはプラスになってますから。  

○小川部会長 

 区民がなかなか花火見れないですもんね。  

○安藤副区長 

 ショーそのものはおもしろいんです。  

○小川部会長 

 普通に花火上げるだけじゃなくて音楽と一緒にね。  

○安藤副区長 

 そのほうがおもしろいんですけど。本当に区民の皆さんに税金の効果もちゃんと還

元されるかというと、どうかなというところがありますので。  
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○小川部会長 

 見にいってるというよりも、撮りにいってる人が結構多いですね。写真撮って動画

撮って上げるんです。そのため必死ですもんね。必死に撮ってはるから。  

○伊藤委員 

 随分早くからあの周りに皆さん座り込んでらっしゃるから。寒いのに。みんなで席

取り、場所取りじゃないけど一番見やすいところというので、サイドのほうの段差が

あるとこに全部座ってらっしゃって、もう座るところないから立ってないとどうしよ

うもないし。 

○安藤副区長 

 あれ、僕個人的には日を前倒しして、あれほど寒くないときにほかのイベントとジ

ョインとでやりたいなと思ってたんですけど、このクリスマスに花火を上げてるのが

ほかにないんです。ＡＴＣと交通局はこの日にいきたいと、２対１で負けてしまいま

した。 

○廣畑委員 

 二、三よろしいか。お聞きしてまして、この花火の件なんですけど、たまたま私見

学することになったんですけど、非常にご苦労されてやっておられるようなことはよ

くわかるんですけど、花火の時間が、予算の関係もあるんか知らんけどわずか１０分

なんですよね。待ってるのが１時間、３０分か１時間いうようなことでね。花火は１

０分でいいんだけど前後をもう少し工夫されたらどうかなと。案内はされてるんです

よ、一生懸命。案内してるんだけどせっかくこの海辺のステージを使って、別に費用

をかけんでもクリスマスの関係で催し物をやってみるという工夫がね。花火終わりま

したいうて、１０分のために。  

○安藤副区長 

 ちょっとあっけないなと。 

○廣畑委員 
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 ちょっとあっけないんですよ、終わりましたいうても何かまだあるのかなと思って

みんな見てはるわけですよ。そやけどもう終わるわけです。だから、始めと終わりと

いうのは前後もう少し何か工夫があったほうが、より効果的じゃないかなというふう

に感じました。より効果的に。そんなお金かけんでもね、前後もう少しね。  

○髙田魅力発信担当課長 

 チラシの右のこの辺にちらっと書いてますが、南港サンタまつりというのが併設し

たイベントになってまして、ほとんど同じエリアなんですけどこことはまた別の場所

でステージを設けて、ゴスペルとかクリスマス関連の郎説とかいろいろとやってはい

てたんですけど、何分時間が、こちらは５時で終わってしまってますので、多分その

辺で花火だけに見えるところがどうしても出てくるのかなと思います。 

○廣畑委員 

 花火の前後でステージを使ったものを入れたほうが、始まるんだな終わったなとい

うのがメリハリがはっきりしていいような。  

○小川部会長 

 住みます芸人さんもせっかくいてますので。  

○廣畑委員 

 せっかくステージあるんですから花火のたびにあれするんだったら、このステージ

使ったら。もう一工夫したらより喜ぶんじゃないかなという感じを受けました。  

○伊藤委員 

 イベント的な要素を用いなくても、せめてあそこのライトアップと音楽。本番のメ

ーンイベントの音楽じゃなくて、座ってても飽きない程度、お尻が冷たいんだけど本

番の１０分間の前にクリスマスらしい音楽とライトアップだったら電気代だけで済む

と思うので、何もしゃぼん玉までしなくてもいいと思うので。それだけでも待ち時間

が、真っ暗な中で待ってるよりもちょっと待てるかも。  

○小川部会長 
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 真っ暗なところから急に始まって急に終わるんですもんね。  

○伊藤委員 

 終わりました。それでも印象的にはぱっとくるのでいいとは思うんですけど、もし

待ち時間が長くてじっとしているんであれば。始まるときに１回真っ暗にして、映画

館じゃないですけど。 

○小川部会長 

 さっきのゴスペルをやっていただくとか。 

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね、せっかくなので皆さんいらっしゃる前のほうが。  

○小川部会長 

 歌うほうもそのほうがいいんちゃいますか、いっぱい観客がいてるほうが。  

○安藤副区長 

 アイドルもここで、ＹｅｓＨａｐｐｙ！やったっけ。  

○髙田魅力発信担当課長 

 ＹｅｓＨａｐｐｙ！ですね。  

○小川部会長 

 アイドルも何かやってるんですか。  

○伊藤委員 

 端っこのほうの、夏場だったら、一番ＡＴＣの入り道のところあるじゃないですか、

あそこで結構踊ってらっしゃって。  

○安藤副区長 

 このとき司会やってたんです。司会やってたのがそのアイドルなんです。司会やっ

てるから歌われへん。 

○伊藤委員 

 かわいい声で。 
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○髙田魅力発信担当課長 

 始まる前でしたらそれこそやっていただけたらと。ありがとうございます。  

○廣畑委員 

 それこそ住みます芸人をつかったり。せっかくですもんね。寒いですけど。  

○安藤副区長 

 提案してみようか。ただで提供しますよ。何でもただ。  

○廣畑委員 

 たくさん、４万６，０００人も来てるんですから、これのデータですと。  

 それと、この会所会なんですけど、このパンフレットは平成２９年度ですか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 これ、まだ去年のなんです。直近のものをお持ちしたんです。  

○安藤副区長 

 まだ公表してないのかな。去年のやつか。 

○髙田魅力発信担当課長 

 会所会もこの間の広報紙で特集を組ませていただいて。  

○小川部会長 

 唯一の新田会所跡。 

○安藤副区長 

 そうなんです、建物が現存してるのがここだけなんです。 

○髙田魅力発信担当課長 

 貴重な。 

○廣畑委員 

 これ、パンフレットっていつぐらいにつくられるんですか。日にち一緒なんでしょ、

予定というのは。ということは、もう日にちあらへんわね。  

○髙田魅力発信担当課長 



 

－25－ 

 今月中には。 

○伊藤委員 

 これには日にち入ってるんじゃ。さざんかの中の配ってしまわれたところには、ま

だ。 

○髙田魅力発信担当課長 

 これ前月号です、お手元のは。 

○廣畑委員 

 もう少しＰＲ期間があるほうが。来られる人もね。  

 これひょっとしたら今年のんかなと思って、割と手回しがいいなと思って見てたん

ですけど。 

○安藤副区長 

 ほぼ絵は決まってるんです。もう刷れる状態にほぼほぼなってますんで。  

○髙田魅力発信担当課長 

 地域の会長会でアナウンスさせていただく予定にしてますので、もう２２日かそれ

ぐらいにできてると思います。  

○安藤副区長 

 イベントの調整とかね、出し物の調整とか。  

○髙田魅力発信担当課長 

 中身の調整で時間がかかっておりまして。 

○伊藤委員 

 協議会の会長会のときには、またそこに議案書というのがある。議案書の中に入っ

てる。 

○髙田魅力発信担当課長 

 はい、入れていただいています。  

○廣畑委員 
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 それと一つ教えていただきたいんですけど、副区長が冒頭でお話された人口減少の

問題で、今住之江区民というのが１２万３，０００ぐらい。この５年間いうたらどん

な感じで。 

○安藤副区長 

 減ってます。 

○廣畑委員 

 どんな感じで推移しているんですか。 

○安藤副区長 

 ピークが平成２年で、１４万人ぐらいになってるんです。国税調査ベースでいうと

１４万人ぐらいでこれがピークです。平成２年がピークで今２７年ですけど、国税調

査直近で１２万強ですので２万人近く、１年で１，０００人弱。平成２年までは住之

江区は人口が増えてたんです。大阪市トータルでは人口が減ってたんです。つまり、

どうなってたかというと環状線の内側ではどんどん人が減ってきて、周辺区で人がふ

えてるという状況。なぜかというと、環状線の内側は人が家を買えなかったんです。

バブルが崩壊して都心の地価がぐっと下がったんで、都心にマンションが買えるよう

になったんです。周辺区がそのあおりで人が減ってしまってるというのが実態です。

大阪市は全体的には増えています。今２７０万人は超えてるのかな。２７０万人ぐら

いですね、２５０万人ぐらいまで下がりましたよね。 

○廣畑委員 

 人が集まるまちというのは安心・安全というか、それと楽しさというんですか、そ

こへ住んで楽しいよというふうな居住性というか、まちのですよ。そういうふうなも

の中でこういうイベントをやっていく中で、せっかくイベントをお金かけてやると。

そういう中で私が一方的に思ってるのかわからんけど、ＰＲが不足、せっかくするの

に。だからＰＲをもう少しうまくやるというか。せっかくお金かけてやるのに、住之

江区民の方が来ずに東京からわざわざ来るというような、それもありがたい話ですけ
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ど、でも住之江区民がお祭り的に集まってくるということが楽しさにつながっていく

し、またコミュニケーションもできるということなんで、もう少しこのＰＲ活動とい

うんですか、それをどういうふうにするのが一番ベターなんかいろいろ研究していか

なあかんと思いますけど、いわゆるそういう広告塔というんですか、そういうものに

少しお金かけたり気をつかったりするか、せっかくやるのにその日のイベントだけの

お金というだけじゃなしに、ＰＲするためのお金というんですかね、そういうのもや

ってみて、それが結局このまちは非常に活気あふれてるねと、行かなくてもその行事

は知ってるよとか、それでも私非常にいいと思うんです。住之江区って物すごく活発

にやってるじゃないのというふうなわくわく感というんか、何かいろいろやってるよ

という住之江区、そういうふうなＰＲをもう少しうまくいろんな面で活用していく、

もちろん広報もそうでしょうし、その中でも区に来た人がこういうパンフレット何か

もうちょっと早目にやるとか、なかなか難しいものがあると思うけど、できるだけ早

くしてみんな一通り、意外と今若い人でもシニアの人でも結構手帳見ると先まである

んです。だから、できるだけ早く、行きたいけどこれダブってしまったなとか、イの

一番にぱっともらったらこれ行こうとかいうふうな工夫では意外と皆さん忙しくして

はるんで、スケジュールが早く立てられるようなものをやってみるというのが、そう

いうふうな工夫も難しいと思うけどそんなことも、せっかくお金かけるのに効果がな

いというふうに感じました。 

○安藤副区長 

 告知のタイミングとかどうしたらいいのかもうちょっと勉強して、前倒ししよう思

ったらできる部分はあると思いますんで、そこはもうちょっと勉強させていただきま

す。 

○小川部会長 

 イベントを継続して同じ日程でさえすれば、みんな空けやすいですね。第３日曜日

です、３月の第３日曜日ですと決まったら。 
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○安藤副区長 

 地域の取り組みとか私らの取り組みとかばらばらにやるんじゃなくて、できるだけ

一緒にして、効果あるようにはしていきたいなというふうには思っていて。南港なん

かでもいろいろ取り組みやってますので、地域でも小川さんなんかも一生懸命やって

いただいてますし、我々今やってるところもありますし一緒にできるだけできへんか

なと思ったりしてますので。それは日々勉強して。どうしても我々役所ですからそう

いうところ甘っちょろいところもあった気がするんで、そこは少ししっかりやってい

きたいなと思っています。 

○小川部会長 

 それを考える部会ですもんね。魅力・ブランド部会。みんなでちょっと考えて。  

○安藤副区長 

 告知の時期はいつがええのか。地域と連携していくとなると地域のご都合もありま

すので、それとあわせて。  

○小川部会長 

 これができなくても頭出しで日付だけでも。  

○伊藤委員 

 あとは、区役所に来られる方だけでも早い目にお知らせできるように、あのでかい

画面とかテレビの画像のところに告知できるように、これを今度しますよという。今

はポスターじゃなくて画面上でいろんなお知らせをする時期にきてらっしゃると思う

ので、去年の画像使ったり。この時期にもうすぐしますよという案内だけでも。  

○小川部会長 

 僕らも入ってきて目的があって行くじゃないですか、なかなかモニターだけ見てな

いんですけど、いつも思うんですけど、大体トイレなんですね。トイレしてるとき暇

やから。 

○伊藤委員 



 

－29－ 

 そこ見てるの。でも。 

○小川部会長 

 結構効果高いですよね。  

○伊藤委員 

 でも見るじゃない。 

○小川部会長 

 トイレでやることないから見てるじゃないですか、貼ってる物。結構効果的やなと、

見てしまうんです。貼ってると  

○伊藤委員 

 その時間待ちのタイミングをしっかりぐっとつかんで。  

○髙田魅力発信担当課長 

 そうですね。 

○安藤副区長 

 あと、住みます芸人をうまいこと使えば、彼らしょっちゅうツイッターとか更新し

てくれてますから、あんなんを使って。  

○小川部会長 

 難しいですね。全部の住戸に配布して町会の掲示板に全部貼っても知らんといわれ

ますもんね。全戸配布なんですけどね。知らんと普通に言われるから。  

○安藤副区長 

 この日は決まってたんやったっけ、会所会の日は。  

○髙田魅力発信担当課長 

 まだです。 

○安藤副区長 

 まだ決まってなかったんやな。こんなときでも、決めちゃうかやな。  

○髙田魅力発信担当課長 
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 地域の行事とかぶらないようにというオーダーをいただいているので、その辺が決

まらないと。 

○安藤副区長 

 別に地域のせいにするわけでも何でもないですけど、地域は地域のご都合がありま

すからそこはなかなか難しいところもあるんですけど、ちょっと頑張れば、気にすれ

ば。 

○髙田魅力発信担当課長 

 気にすれば少しでも早くいけると思います。 

○小川部会長 

 決めとけば地域も空けるじゃないですか。 

○伊藤委員 

 でも、どっちが先か、卵か鶏が先かと同じで。  

○小川部会長 

 １回やったあとに何回かやれば、僕らもずっとマーケットやってますけど、決めて

しまえばみんなよけてくれるんです。 

○伊藤委員 

 サイクルで。この時期にこれがある。  

○安藤副区長 

 それはもうちょっと強く意識するようにします。そのあたりは。  

○小川部会長 

 言われるとおり、早目に僕らも決まってしまうんで。はよわかってたら空けますけ

どね。 

○安藤副区長 

 ありがとうございます。  

○髙田魅力発信担当課長 
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 広報全般、今のイベントについていかがでしょう。 

○安藤副区長 

 イベントについてはここでもいろいろご意見いただいて、かなりイベントも減らし

てきてます。イベントというかその場限りのことなんで、イベントはきっかけやと思

いますんで、イベントをきっかけに何かが起こってくるというのがきっかけなんで、

イベントについては大分撤退したね。撤退というかお金の面とか完全にやめたイベン

トもありますから、今継続的にやってるいうたらこのアート・ビートと会所会。会所

会も予算的には本当にしれてますので。アート・ビートは大がかりなイベントですの

で結構なお金になってますけど。  

○小川部会長 

 広報の話やったら皆さん、さざんかという、こういうの見てはります？区政の広報

紙さざんか。 

○安藤副区長 

 正直な話で結構です。 

○廣畑委員 

 紙面の大きさ、新聞的にやられてるんやと思うんけど、スタートからこの大きさで

すか。 

○安藤副区長 

 これは区によって２つあるんです。この大きさのところと、ほぼほぼＡ４サイズの

雑誌的なこのぐらいの。結局我々もいろんな人にお聞きすると、この大きさのほうが

人気が高かったんでこれにしてるというのが現状です。  

○廣畑委員 

 なるほどね、スタートからこの大きさに、住之江区はやられてるということですか。  

○安藤副区長 

 そうですね。 



 

－32－ 

○廣畑委員 

 配布されて読むんですけど、まずこの大きさやったら１回なんです。大体読むのが。

Ａ４ですと意外とかばんに入るから、これ売ってるかばんに入るんですよ、入るんだ

けど意外とスタイルというんですか、こういう感じのものというのはＡ４のほうがち

ょっと後で見ようかなというときに、これを持ち歩くいう気にはならないです。Ａ４

ですと持ち歩くという気にもなるんです。私の場合ですよ。これを見たら家でぱっと

見てもう終わりですよね、１回。せっかくこれだけ時間をかけておやりなのに、これ

のほうが読みやすいとおっしゃったんで何とも言えないけど。 

○安藤副区長 

 Ａ４サイズは何区ぐらいかな。 

○事務局 

 4区くらいですね。 

○安藤副区長 

 あとはこれ何ですね。おっしゃるように両方の考え方が。僕個人的にはこのほうが

好きなんですけど。 

○伊藤委員 

 個人的にはこの大きいほうが目立っていて。意識がここに向くんです。普通にＡ４、

何もかもＡ４で配布されたときに、これだとこの紙面の大きさで手に取ることが可能

なんですけど、本当にチラシと同じ大きさになってしまったら、合わさってしまうと

そのままチラシと一緒に、もしも新聞回収と同じように捨てられちゃったらどうしよ

う。ですから、サイズ的にはこのほうが目立って間違わずに手に取ることができると

思う。 

○安藤副区長 

 広報紙らしいですよね。 

○小川部会長 
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 置いときにくいですけどね。  

○伊藤委員 

 折っておいて置くけど、結局折るんだけど。  

○廣畑委員 

 何回も読むという感じからいくと若干しんどいかなと。せっかく紙面が。  

○伊藤委員 

 一度目に通してくださるだけでもありがたいと思う。絶対そうだと思う。このまん

ま新聞回収のところにおかれちゃったら悲しい。  

○安藤副区長 

 区長は捨てられないほうをとったんやな。捨てられない広報紙をつくるということ

で、事実上、今年度の５月からが区長テイストの入った広報紙になってるんです。去

年まではその延長で行ってましたから、中身で多少あれでしたけど、区長が予算どり

をして、自分の予算どりをしてやった広報紙は去年の５月からやから、５月で一新さ

れてるはずなんです、この広報紙のつくり方というのは。区長としても多分この大き

さで行きたいというのが区長の意見ですね。  

○小川部会長 

 言ってはりましたもん、写真をどーんと載せたいと。今回載ってないですけど。  

○安藤副区長 

 今回は、特に。 

○廣畑委員 

 意外と１面は読んでみようという気になる。最初の感じはそういう感じします。最

近、こういう委員になったもんですから読んでるんですけどね。  

○伊藤委員 

 でもいいきっかけだと思います。  

○安藤副区長 
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 そうでなくても読んでいただけないのでね。  

ちなみに５月号の写真撮ったの私なんです。 

 表紙は結構彼が悩んでくれて。  

○小川部会長 

 すごい見やすいサイズやと思いますよ。  

○安藤副区長 

 ある程度文字も入れて、ちょっとしんどいかもわからへんけど読み応えのあるやつ。

絵とか写真ばっかりやったら何のこっちゃようわからへんし。  

○小川部会長 

 結構１回読んだあとにもう一回読み直して小っちゃいとこ見ていきますけどね。  

○伊藤委員 

 カラー刷りのほうが多くなって、枚数が多くなって、もし皆さんが見たときに色が

ついてる紙面と、前は赤系統と黒系統の２色みたいな感じの中身が多かったじゃない

ですか。西原区長が来られる前は地味な感じだったんです。地味だったんです。でも、

カラーがとても多くなって色分けしてらっしゃるので、多分目につきやすいと思いま

すけど。 

○安藤副区長 

 広報担当ももちろん頑張ってくれてるんですけど、担当でもないのに参加してくる

やつがいて、やりたいやりたい、なかなか盛り上がってるんです。  

○小川部会長 

 これ、さらに今書いてますけど、区役所総体でやりますとなったら余計大変ですね。  

○安藤副区長 

 各課の責任施行なんです。区役所の全ての課がここにかかわってる感じなんで。  

○小川部会長 

 やる気ないところがあったり。 



 

－35－ 

○安藤副区長 

 おっしゃるとおりで、少ないところあるんですよ。そこへ言いに行くんですよ、少

ないんちゃいまっかいうて。  

○小川部会長 

 裏に載ってるのおもしろいですけどね。  

○安藤副区長 

 それで楽しみに皆待ってると思うんですけどね。  

○小川部会長 

 身近なところが載ってたら、みんなちょっと見て、知ってる人が載ってるわいうて。 

○安藤副区長 

 今までと違うのは、地域の人に必ず写真で出てきていただくというのと、今回載っ

てるのかな、担当者を出そうということで、今回は区長しか出てきてないですけど、

担当者を出せよと。地域の方もこいつ知ってるわというふうに思っていただけるんち

ゃうかなと思って。担当者も載せると担当者もまた頑張ってくれますのでね。 

○髙田魅力発信担当髙田 

 松浦さん何か。 

○松浦委員 

 私も初めてなもんですから、何をどういうふうな形でというので、今日そんなつも

りで来たんです。先ほどの会所の関係が、本当に人が知らんというのが一番のネック

やと思うんです。全体の流れがわからんへんねんけど、地活協もいろんな動きをやっ

てはると思うんけど、それの中で各連合の方で、ここへいつ行ってもらうとかいうの

をぐるっと回ったら自分の委員さんにわかるような。  

○小川部会長 

 小学生の遠足がここでもいいと思うんです。 

○松浦委員 
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 そうなんです。そういうのを何か今日配信したら。これはまた別にして、こちらの

部分にしても、いつでも行けるところなんですよね、どちらも。それをうまいこと合

体できへんのかなと、今そういうのを考えとったんです。  

○安藤副区長 

 それいいね、学校行事に使う。  

○松浦委員 

 リーダーの方がまず行ってもらったら、お誘いできるやろうし。  

○小川部会長 

 勉強できると思うんで、成り立ちが分からないのでね、区の。多分それを知ったら

まち見てて、普通に触ってる石とか石碑とかみんなわからず見てるけど、実はすごい

こんな意味やったんやとか、おもしろいと思いますよ。  

○安藤副区長 

 しかも、僕ら今までこんなんやりますよ、こんなんあるんですよという情報を出す

ことばかり考えて、学校なんかとタイアップすれば子供のときに一旦インプットされ

たらいいと思いますね。 

○事務局 

 実際、敷津浦小学校の子供たちはここで竹垣づくりをしたりとかしてますわ。加賀

屋のアート・ビートの舞台も加賀屋小学校の子が勉強しに行ったりとか、そんなんは

少しずつやってるのはありますね。  

○安藤副区長 

 地元だけやなくて。広めて来ていただいてね。 

○事務局 

 そうですね、広めて。 

○尾田事業推進担当課長 

 北中の子もここ連れて行きますよ。  
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○小川部会長 

 最低でも区内の小中学生が知っておかないと。アート・ビートの日っていっても多

分何もわからないですよ。イベント会場と思ってしまって。その日に行って教えても

らったらすごい意味がわかると思うんですけど、多分、今の小中学生に名村造船所っ

ていっても誰もわかってないですよね、意味も。場所はわかってるかもわからないで

すけど。 

○安藤副区長 

 今年は加賀屋新田の年とか決めてね。全小学校で。  

○伊藤委員 

 一律行きましょう。 

○事務局 

 一律行きましょう。 

○伊藤委員 

 全部行きましょう。 

○安藤副区長 

 すんません、できるかどうか僕、委員の気持ちになって言うてしもてますけど。  

○伊藤委員 

 あとは、さざんか協議会の生徒が集まったときの会議の中で、協議会のほうででき

るだけ空いてたら、せめて上層部の皆さん、見学に行ってくださいというのを日にち

を決めて指定する。 

○小川部会長 

 来たらわかるんですけどね、こんないいのあったよと。口コミで広がりますよね。

ただやしね。ただで見れますよね、勝手にじゃないけど。  

○伊藤委員 

 でもね、強制されないとなかなかそこまで行かないのよね。だから、要するにそれ
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は行事として組んでくださって地活協のほうの生徒たちに、地域の皆さんこの日とこ

の日とこの日見学できますから、動員をかけて行ってくださいとか、半強制。  

○安藤副区長 

 連町会のほうでやって。区役所でもやってるけど。  

○伊藤委員 

 そんなたくさん入ります。  

○事務局 

 入りますよ。 

○伊藤委員 

 そこで連町会議。どうぞ副区長。  

○小川部会長 

 そろそろ時間となりましたので、いろいろなご意見ありがとうございました。  

 次回、全体会議がまた３月２２日に予定されてますので、うまくいくようにお願い

します。もし何か今日ご発言し忘れていたりとか、何か思い出したことがあったらま

た全体会でよろしくお願いします。  

 今日は１時間ありがとうございました。  

○安藤副区長 

 ありがとうございました。 

○髙田魅力発信担当課長 

 そうしたら、部会長からご案内ありましたとおり３月２２日に全体会行っていただ

きますので、また引き続きよろしくお願いいたします。  

 今日はどうもありがとうざいました。  


