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平成２９年度 第３回住之江区区政会議全体会 会議録 

 

１ 開催日時 平成３０年３月２２日（木）１９時００分から２０時４３分まで 

 

２ 開催場所 すみのえ舞昆ホール 

 

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、西山 ルミ 委員、仁平亜希子 委員、 

     藤本 麻子 委員、船越 田鶴 委員、粟屋 真里 委員、矢部 賢太 委員、 

     伊藤 早苗 委員、小川 宗治 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、三木 基実 委員 

     〔府議会議員〕 

     永井 公大 議員 

     〔市会議員〕 

     岸本  栄 議員、髙野 伸生 議員 

     〔住之江区住みます芸人〕 

     雷鳴（吉本興業株式会社）  

     〔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 

     栗谷 直利 企画担当課長 

尾田 晃敏 事業推進担当課長 

     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 
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長船 設哉 地域支援担当課長  

上野 恭枝 窓口サービス課長 

阪口 雅之 保健福祉課長 

田島   透 子育て・地域福祉担当課長  

藤井 幸太郎 生活支援課長 

 

４ 議 事 

  （１）開会 

  （２）平成３０年度住之江区運営方針について  

  （３）区政会議委員の意見の反映状況について  

  （４）その他 

 

５ 発言内容  

○尾田事業推進担当課長 

 それでは、ただいまから平成２９年度第３回目の区政会議を開催いたします。  

 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。平素は市政及び住之江区政さまざまな取り組み、

施策にご理解賜りましてありがとうございます。  

 また、本日は年度末忙しいときに、この区政会議全体会にお集まりいただきまして

ありがとうございます。先週ちょっとあったかくなったんで、あったかくなるのかな

と思ったら、また寒さがぶり返してます。今日昼間に実は大阪港にクイーンエリザベ

ス号が来まして、この大阪港１５０周年とそれから我々住之江の住吉大社の神事も含

めまして私行ってきたんですけど、もう寒くて風邪引きそうになっていますけども、

そんな時期に皆さん本当にお集まりくださいましてありがとうございます。  
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 また、皆さんには事前に各部会でいろいろな議論していただいたこと、まことに感

謝いたします。先ほどありましたとおり、本日の会議、平成３０年度住之江区運営方

針、要するに、３０年度、来年度、区の取り組みについて各部会の意見をもとに皆さ

んこの全体会でその議論を共有していただいて、新たな方向性を決めていくというも

のでございます。 

 地域のあり方ということで、この間大阪市は地域の行政運営について、この区政会

議であり、また公募区長制度であるなど、この区のそれぞれの区の特性を生かしなが

ら、どういうふうに区政をしていくかということを考えていくということが課題なっ

ています。 

 そのためには、皆さんの地域に住んでいる方々のいろいろな意見をきちっと取り上

げ、それのニーズを取り上げていって、我々としては形をつくっていかなきゃいけな

いと思っています。 

 社会構造の変化によって、区民それぞれの個人のニーズは非常に多様化しておりま

す。こういった状態の中で、これからの地域のあり方っていうのが、例えば行政だけ

で何かを進めていくということではなくて、行政、また地域、学校、団体、また企業

の皆さん、それぞれの役割を考えて施策をつくっていくこと、これが必要じゃないか

と考えております。 

 そのためにも、この住之江区で生活し、また働いておられるここにいらっしゃる皆

様の貴重な意見を反映していく、また、聞き取っていってどういうふうにこの運営方

針に乗せていくかということが大事だと思っていますので、今日はまた忌憚ないご意

見をいただければと思っております。  

 先ほど紹介ありました住之江区の住みます芸人の雷鳴さんに今日は起こしいただき

ました。年末から住之江区のさまざまな事業、イベントで活動していますけど、雷鳴

さんが今後いろいろなネタをつくる際に、またイベントに参加する際にも、住之江区

としてどういうことが課題になってどういう議論をしているのかというのを今日は聞
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き取っていただくことは、雷鳴さんにとってもプラスになるであろうと思っています

ので、今日はしっかりと聞いていただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお

願いします。 

 それでは、皆さんから忌憚ない意見をいただきまして、今後の未来に向けた、住之

江区がさらに発展していきますように願い込めまして、私から冒頭の挨拶とさせてい

ただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 

○尾田事業推進担当課長 

 それでは続きまして、本日の区政会議の委員の方々をご紹介いたします。申しわけ

ございませんけれども、船越様のほうから順番にこちらまでお名前おっしゃっていた

だいて。部会とお名前おっしゃっていただけますか。  

○船越委員 

 皆さん、こんばんは。子ども・教育部会の船越田鶴です。よろしくお願いいたしま

す。 

○藤本委員 

 こんばんは。同じく子ども・教育部会の藤本麻子です。よろしくお願いします。  

○仁平委員 

 こんばんは。子ども・教育部会の仁平亜希子です。よろしくお願いします。  

○西山委員 

 こんばんは。子ども・教育部会の西山ルミです。よろしくお願いいたします。  

○近藤委員 

 こんばんは。子ども・教育部会の近藤真紀子です。よろしくお願いします。  

○岡本委員 

 こんばんは。同じく子ども・教育部会の岡本栄子です。よろしくお願いします。  

○矢部委員 
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 福祉・健康部会の矢部と申します。よろしくお願いいたします。  

○粟屋委員 

 こんばんは。福祉・健康部会の粟屋真里です。よろしくお願いいたします。  

○山崎委員 

 こんばんは。魅力・ブランド部会の山崎敦です。よろしくお願いいたします。  

○廣畑委員 

 こんばんは。廣畑利治と申します。魅力・ブランド部会担当になっております。よ

ろしくお願いします。 

○小川委員 

 こんばんは。魅力・ブランド部会の小川です。よろしくお願いします。  

○伊藤委員 

 こんばんは。魅力・ブランド部会をさせていただいております、南港緑におります

伊藤早苗と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

○三木委員 

 こんばんは。安全・安心部会の住之江におります三木でございます。よろしくお願

いします。 

○深井委員 

 こんばんは。私も安全・安心部会の新北島地域から参りました深井一巨でございま

す。どうぞよろしくお願いします。  

○西委員 

 安全・安心部会の西といいます。さざんか花の町協議会から来ております。よろし

くお願いします。 

○田林委員 

 安全・安心部会の田林洋一と申します。よろしくお願いします。  

○福永議長 
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 今日、議長やることになりました、私、健康・福祉部会の福永といいます。さざん

か平林協議会から来ています。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 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。府議会議員の永井議員です。 

○永井議員 

 皆さん、こんばんは。府議会議員の永井公大です。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 市会議員の岸本議員です。  

○岸本議員 

 皆様、こんばんは。大阪市会議員の岸本です。よろしくお願いいたします。  

○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。大阪市会議員の髙野伸生です。よろしくお願いいたします。  

○尾田事業推進担当課長 

 本日、市会議員の片山議員と佐々木議員におかれましては、本日公務のためご欠席

となっておりますのでお願いいたします。 

 それでは区役所でございますが、改めまして、区役所では西原区長と安藤副区長が

出席しております。その他、担当課長が出席しておりますので、ご報告申し上げます。  

 それでは、お手元の資料の確認させていただきたいと思います。お手元の資料をご

覧くださいませ。資料番号を振っております。 

 資料１、区政会議部会別委員名簿がございます。  

 その次に、資料２としまして、Ａ３版でございますけれども、平成３０年度区運営
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方針（案）における事業（各部会資料）というものがございます。  

 次に、資料３、各部会で出された意見を踏まえた区運営方針への反映についてとい

うカラー刷りの資料でございます。  

 資料４でございますが、Ａ３版の縦版になっております、外部評価意見への対応方

針についてという１枚ものの資料でございます。 

 次に、Ａ４版のちょっと分厚い資料でございます、委員の皆様方には各部会で先に

お渡しもしていますが、本日参考としまして、平成３０年度住之江区運営方針（案）

を配付しております。 

 最後に、クリップどめの資料につきましては、安全・安心部会の関係の資料となり

ます。 

 それと、最後また参考資料としまして、将来ビジョン、平成３０年度の重点プロジ

ェクト（案）もあわせて配付しておりますので、よろしくお願いいたします。  

 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、会議後でも

お気付きのご意見、ご質問等がございましたら、こちらにお書きいただきまして、郵

送またはファクスなどでお送りしていただきますようお願いいたします。  

 また、メールでもお受けいたしますので、その際には区政会議の意見とお書きいた

だいて、委員名の記名もよろしくお願いいたします。  

 たくさんの資料でございますが、おそろいでございましょうか。  

 なお発言される際には、こちらからワイヤレスマイクをお持ちいたしますので、こ

の机に備え付けのマイクは録音用の音を拾うためのものでございますので、触れない

ようにお願いいたします。  

 次に、本日の区政会議の開催要件についてご説明いたします。  

 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

させていただいております。議事録等につきましても、後日公表させていただくこと

になります。公表する資料には、発言者と発言内容について記載されますので、よろ
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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１７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、ご報告させていただきます。 

 それでは、会議の議事進行につきまして、福永議長にお願いしたいと思います。議

長よろしくお願いいたします。  

○福永議長 

 皆さん、こんばんは。本日は、来年度の区の運営方針や案について、各部会でいた

だいた意見を踏まえて、来年度の取り組みについて全体でご意見をいただいて、それ

確認していただくということで、今日はこの会議開いていますのでよろしくお願いし

ます。 

 それでは、各部会ごとに部会長に部会でいただいたご意見の報告をしていただき、

区役所から意見に対する対応などについて、説明を受けたいと思いますのでよろしく

お願いします。 

 それではまず最初に、子ども・教育部会より、仁平部会長さん、よろしくお願いし

ます。 

○仁平委員 

 子ども・教育部会の部会長の仁平です。座ったままで失礼いたします。  

 前回の区政会議において、子ども・教育部会と福祉・健康部会を合同で開催しては

どうかというご意見をいただきまして、福祉・健康部会の矢部部会長の了解のもと、

２月２７日に子ども・教育部会と福祉・健康部会の合同で開催いたしました。  

 両部会委員出席のもと、初めに平成３０年度区の運営方針案にかかる子ども・教育

部会の議題、次に、福祉・健康部会の議題について意見交換を行い、両部会の課題を

共有した後、最後に両部会での意見交換を行いました。  

 それでは、今年度の子ども・教育部会でいただいた意見を報告します。  

 まず、教育関係の制度周知についてですが、学校において保護者や子どもから悩み
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の相談を受ける専門家であるスクールカウンセラーの派遣制度など、教育関係で保護

者や子どもたちが受けることができる施策を区において講じておられますが、こうし

た制度がより効果を発するためには、保護者や子どもたちがその制度についてまず知

っていただくことが大事である。そのためにも、さまざまな教育的な支援について、

その制度の周知をより積極的に行っていくことが重要であるとの意見がございました。  

 次に、学校において支援が必要な子どもたちへの対応についてですが、支援を必要

としている子どもたちは、家庭環境などさまざまな課題を抱えている。学校だけでの

対応には限界があると考える。その課題解決に向けた的確な対応を進めるためには、

保護者、学校、行政の関係機関のより深い連携が必要であるとのご意見がございまし

た。 

 また、学力面についてですが、学力向上に向けた漢字検定や英語検定の受検の取り

組みは、過去の区政会議で議論され、継続して取り組んでいる施策である。児童、生

徒が検定級を取得することにより、子どもの自信につながるものであるため、今後も

継続した取り組みが必要であるとのご意見がございました。  

 次に、生きる力についてですが、変化の激しいこれからの社会を生きるために、確

かな学力、豊かな心、健やかな体のバランスの取れた力、いわゆる生きる力を育てる

ことが大切である。このため、今年度から実施している子どもたち自身が未来を切り

開いていくキャリア教育の取り組みの一層の充実を図るとともに、新たな取り組みと

して、子どものうちに海外生活を体験し、視野を広げ、夢を持てるようにすることも

重要であるとのご意見がございました。  

 最後になりますが、今回の合同開催を通して、子ども・教育、福祉・健康の両部会

の委員間で少しでも両部会の課題の共有ができたのかなと思っています。今後も必要

に応じて合同での開催も考えていきたいと思っています。以上です。  

○福永議長 

 ありがとうございました。報告を受けて、区役所よりその対応について説明をお願
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いしたいと思いますのでよろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 教育の担当をしております尾田でございます。私の方から子ども・教育部会でいた

だいたご意見に対しまして対応等についてご説明させていただきます。 

 教育関係制度の周知についてのご意見をいただいております。周知方法としまして

は、区のホームページの活用を行う他、広報紙「さざんか」、この４月号におきまし

て３０年度の区の主な取り組みとして、新たな事業の紹介などを予定しているところ

でございます。また、今後、広報紙「さざんか」で教育関係の特集記事を組み、周知

を図っていくことも考えております。  

 次に、支援が必要な生徒、児童について、家庭、学校、行政の関係機関の深い連携

が必要であるとのご意見をいただいております。家庭、学校、行政の関係機関との連

携は、極めて重要であると認識しているとこでございます。学校における児童、生徒、

保護者への区の支援としまして、スクールカウンセラーの学校への配置、発達障がい

サポーターの派遣、家庭児童相談員の区役所の配置、スクールソーシャルワーカーの

学校への派遣など、来年度も引き続き家庭、学校、行政の関係機関が連携して取り組

みを進めていくこととしております。 

 また大阪市における子どもの貧困対策としまして、来年度からの新しい取り組みと

しまして、大阪市こどもサポートネットが構築されます。大阪市では７区で試行的に

実施されることになっておりまして、我が住之江区におきましては、７区のうちの１

つに選ばれております。区役所に新たにこの事業専任のスクールソーシャルワーカー

と課題のあるケースへのアウトリーチを行うコーディネーターを配置しまして、支援

体制の強化を図り、こどもサポートネットの検証もあわせて取り組みを進めていくこ

ととしております。 

 このこどもサポートネットでは、関係者によるスクリーニング会議を定期的に開催

することから、学校、区役所、関係機関などがより深く連携していけるものになると
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考えておるところでございます。  

 また、学力向上の取り組みも継続して取り組むことが必要であるとのご意見をいた

だいております。漢字検定、英語検定は学校長や保護者の方からも学習意欲の向上に

おいて有効に活用できていると評価をいただいているところでございます。引き続き

実施していくこととしております。  

 そのほか、放課後や長期休暇中に学習指導員を派遣するこども学習サポート事業や、

住之江区基礎学力アップ事業として、放課後の中学校校舎で民間の塾事業者と連携し

て塾を開校する加賀屋塾、南港塾も引き続き実施していくこととしております。  

 また一方、子どもたちが自身で未来を切り開いていけるよう、生きる力を養う取り

組みも必要であるとのご意見もいただいております。住之江区の将来ビジョンでは、

未来での担い手である子どもたちが夢と希望を持って学ぶことができる環境を目指し

ております。キャリア形成に通ずる教育の推進としまして、今年度は国際理解への取

り組みとしていましたが、来年度は国際理解のみならず、専門性の高い職業従事者や

体験者などさまざまな方面の方々を講師に招きまして、講話やワークショップなどを

通じて児童、生徒が将来に夢と希望を持って、自身の進路を考え、気付く機会を設け

るものとして、事業を拡充することとしております。  

 加えて、新規事業としまして、中学生の海外の体験授業を計画しています。夏休み

期間に区内の公立中学校の生徒７名を海外へ派遣することを考えています。生徒が実

際に海外の生活を体験することで、グローバルな感覚を身に付け、広い視野を持ち、

帰国後、同級生と海外での体験談を話す機会を設けることで、生徒たちが互いに刺激

し、夢を持てるよう、今後のキャリア形成につながる取り組みとしていく予定でござ

います。 

 以上、子ども・教育部会でいただいたご意見を参考にいたしまして、来年度の取り

組みに反映したところでございます。  

 次に、平成３０年度の運営方針案の追記についてご説明させていただきます。資料
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３のＡ３版の横長の資料をご覧ください。  

 今ご説明させていただきましたが、支援が必要な生徒、児童について、家庭、学校、

行政の関係機関の深い連携が必要であるとのご意見を踏まえまして、来年度に新たに

構築されますこどもサポートネットを有効に活用していくこととしております。この

取り組みを進めていく上で、平成３０年度運営方針への明記も必要であるため、経営

課題１の「子どもたちが輝くまちづくり」の項で具体的取り組みの２項目目「児童、

生徒、保護者へのさまざまな支援」の取り組み内容に、資料の一番上段にございます

区運営方針の反映欄、公開予定のところにございます下線部分です。「こどもサポー

トネットを活用し」という文言を追記いたしまして、運営方針の具体的取り組みの欄

に明確に表現することといたしました。左のところが今現在の運営方針案でございま

すけれども、右のものが今度の区運営方針という形で、「こどもサポートネットを活

用し」というのを追記させていただく形にしております。  

 以上で、子ども・教育部会でいただいたご意見につきまして、区の取り組み、３０

年度の運営方針への反映についてご説明を終わらせていただきます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。それでは次に、福祉・健康部会の矢部部会長さん、報告

お願いします。 

○矢部委員 

 福祉・健康部会の部会長の矢部です。よろしくお願いいたします。  

 先ほど、子ども・教育部会の仁平部会長からもご説明がありましたとおり、子ど

も・教育部会と福祉・健康部会を合同で２月２７日に開催いたしました。両部会委員

出席のもと、初めに平成３０年度区の運営方針案にかかる子ども・教育部会の議題、

次に、福祉・健康部会の議題について意見交換を行い、両部会に課題を共有した後、

最後に両部会で意見交換を行いました。  

 それでは、福祉・健康部会の意見を報告いたします。  
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 まず、地域ぐるみで子育てをする環境整備の項目では、待機児童対策について、住

之江区において待機児童数がもっと多いというふうに思っていましたが、昨年１０月

１日現在の待機児童数がゼロということの報告がありました。もっと多いと思ってい

る方々が多いということで、もっとその待機児童がゼロであるっていうことをアピー

ルしてはいいのではないかというような意見が出ました。  

 次に、支援を必要とする人々を支える体制づくりの項目ですが、地域における要援

護者の見守りネットワーク強化事業の要援護者名簿を預かっているが、見守り活動に

は生かせていない。区として、活用方法を明示すべきではないかという意見。見守り

あったかネット事業の養成講座を新しい方にも受講してもらいたいのであれば、企業

など職場内研修などで実施すればよいのでないかという意見がございました。 

 暮らしを支えるセーフティーネットの項目では、介護人材就労コーディネート事業

について、既に活用している事業者もあり、よい事業だと思うが介護の実際の業務ま

では従事できていない状況であり、補助業務が中心となっている。今後、どのように

介護の業務につなげていくのかがポイントであるというご意見がありました。  

 また、障がい福祉のことが運営方針に入っていないという意見もございました。  

 最後になりますが、今回の合同開催を通して、子ども・教育、福祉・健康の両部会

の委員の間で少しでも両部会の課題が共有できたのではないかと思っております。今

後も必要に応じて、合同での開催を考えていきたいと思っております。以上でござい

ます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。この報告を受けて、区役所よりその対応についてご説明

をいただきたいですが。どなたですか。よろしくお願いします。  

○阪口保健福祉課長 

 保健福祉課長の阪口でございます。私からいただいたご意見に対しての対応等につ

いてご説明いたします。 
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 まず、地域ぐるみで子育てする環境整備では、待機児童対策について待機児童ゼロ

をもっとアピールすべきではないかというご意見をいただきました。これまでの入所

枠拡大の取り組みなどが実を結び、昨年の１０月１日現在の住之江区の待機児童が待

機児童ゼロにつながったと思っております。保留児童がおられますので、課題が全て

解決したわけではありませんが、１つの目標であります待機児童ゼロを達成したこと

についてはアピールしてまいります。  

 また、引き続き待機児童の問題に取り組んでまいりたいと考えております。  

 次に、支援を必要とする人々を支える体制づくりでは、地域での要援護者名簿につ

いて、区が活用方法を明示する必要があるのではないかとご意見をいただきました。

活用につきまして、地域により違いがあるのは理解しております。地域にご負担が掛

かることでもございますので、見守り相談室と連携し、地域と相談しながら活用をお

願いしていきたいと思っております。  

 また、見守りあったかネット事業のサポーター養成講座への新規の受講者を増やす

のに、企業などの職場内研修の活用のご意見をいただきました。現在、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７つの企業と締結しているところでご

ざいます。これは、企業等の日常の業務活動を通じ、区民の異変を察知し、区へ通報

していただく取り組みでございます。この協定に基づきまして、見守りあったかネッ

トサポーター養成講座を企業の従業員の方にも受講していただいております。また、

昨年４月には見守り協定にかかる企業との懇談会と称しまして、企業の方々と地域で

の見守りや福祉について意見交換を行っております。見守りの目を増やすため、今後

も企業等との協定の取り組みを進めていきたいと考えております。 

 次に、暮らしを支えるセーフティーネットでは、介護人材就労コーディネート事業

の次の展開についてご意見をいただきました。本事業は、生活保護受給者等を将来の

介護人材として育成し、また、区内の介護現場の人手不足の解決にも資するというも

のですが、確かにご指摘のとおり、現在就労している方についても介護の専門職とし
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てではなく、洗濯、掃除等の雑務であったり、送迎、あるいは食事配膳などの補助的

な業務ではありますが、まずは介護の業界になれてもらい、この中から次のステップ

として資格を取得し、いずれは自立していただくということにつながればと考えてお

ります。 

 なお３０年度につきましては、就労先として、高齢者の介護事業所だけではなく、

障がい者や児童福祉の事業所にも裾野を広げて、求人、求職のマッチングの幅を広げ

ていきたいと考えております。  

 障がい者福祉につきましては、運営方針に記載がないのではないかというご意見を

いただきました。これにつきまして、障がい者福祉につきましては、法に基づく施策

についての言及はございませんが、支援を必要とする人々を支える体制づくりにあり

ますように、地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業や、見守りあった

かネット事業におきまして、障がい者に対する見守り活動、障がい者虐待防止のため

の取り組みをより効果的に進めていくため、見守り体制のために配置しているサポー

ターやコーディネーターへの研修を実施してまいります。  

 以上、福祉・健康部会でいただいたご意見を参考に、来年度の取り組みに反映して

いきたいと考えております。  

 次に、平成３０年度運営方針案の追記についてご説明いたします。  

 資料の３をご覧ください。資料の３の上から２番目、２－１－１、ページ１０と書

いてあるところでございますけれども、部会では子どもの居場所の取り組みを委員の

方からご説明していただいたところでございますが、区としましても、地域での取り

組みに対して支援を行ってまいりたいと考えております。運営方針２－１－１「身近

な地域の人々による見守り活動」の取り組み内容の最後に、「こどもの居場所づくり

など地域での取り組みに対して支援を行う」と追加させていただきます。 

 また、次に、その下の運営方針２－３－１、ページ１５と書いてあるところでござ

いますけれども「介護人材就労コーディネート事業」の取り組み内容に、「生活保護
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受給者等の適正にあったアドバイスを行い、就労意欲を醸成させること、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がそごのないように密接に連

携し、雇用者側のニーズに沿う求人求職のマッチングに努める」と追記いたしました。 

 以上で福祉・健康部会でいただきましたご意見について、区の取り組み、平成３０

年度の運営方針への反映についてのご説明を終わります。  

○福永議長 

 ありがとうございました。それでは、次、魅力・ブランド部会より、小川部会長さ

ん報告をお願いします。 

○小川委員 

 魅力・ブランド部会の部会長の小川です。魅力・ブランド部会では、２月８日に第

３回部会を開催し、ブランド力の向上、情報発信の充実、広聴機能の充実の３つの運

営について意見交換を行いました。  

 それでは、本年度の部会で寄せられた意見を報告します。 

 まず、ブランド力の向上についてですが、住之江区の魅力を効果的に紹介、発信す

る必要があるとの意見がございました。すみのえアート・ビートや会所会など、住之

江区ではさまざまなイベントが実施されていますが、必ずしも区民に十分に知られて

いるとは言いがたいのが現状です。せっかく区の予算を投じて実施するイベントであ

りますから、区民に広く周知されるよう、情報発信をより効果的に行うべきであると

の声が多く寄せられました。  

 そして、区役所が関与するイベントや大きな祭りなどの情報発信は区広報紙で行わ

れていますが、各地域で行われるイベントに係る詳細情報については扱われていない

ため、そういった情報をいかに区民に届けるかについても考える必要ではあるのでは

ないかという意見がございました。  

 また、区内にはたくさんの地域資源があります。その代表的な１つでもあります加

賀屋新田会所跡についてです。区でも会所跡を活用したイベント、会所会を実施され、
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訪れた方がその魅力に触れてもらえるように取り組まれているところではありますが、

今後はさらに地域と連携して魅力を発信することや、外国人も含めて訪れた人がＳＮ

Ｓで拡散したくなるような工夫があってもいいのではないかという意見もございまし

た。 

 次に、情報発信の充実という点からは、先ほど申し上げた各地域で行われるイベン

ト情報をどのように周知するかといったことにも通じることですが、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による広報が有効であること。このた

め、区としても、まちづくりセンターで行われている広報の存在を広く周知する必要

があるのではないかという意見がございました。  

 最後は、広聴機能の充実です。区では毎年実施している施策や事業の効果を検証す

るため、区民モニターアンケートを実施されていますが、地域別に集計の結果を出し

てはどうかという意見もございました。  

 以上が、本年度、魅力・ブランド部会で寄せられた意見です。魅力やブランドの向

上は情報発信と不可分の関係にあり、引き続き総合的に議論できればと考えておりま

す。これで、魅力・ブランド部会からの報告を終わります。 

○福永議長 

 ありがとうございました。この報告を受けて、区役所よりその対応策について説明

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。  

○高田魅力発信担当課長 

 魅力発信担当の高田でございます。私のほうからいただいたご意見に対しての対応

等についてご説明いたします。  

 まず住之江区の魅力を効果的に紹介、発信する必要があるとのご意見がございまし

た。区内には長い歴史の中で蓄積されてきた有形、無形の地域資源があります。区で

はこうした地域資源を活用し、名村造船所大阪工場跡地でのすみのえアート・ビート

や、加賀屋新田会所跡での会所会など、さまざまなイベントを実施しており、多数の
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ご来場をいただいているところです。一方で、ご指摘のように、区民の方にもっと知

っていただく余地があるのも事実です。そもそも地域資源を生かしてイベントを実施

する目的は、区民の皆様が誇りに思い、区外の人々をも引き付けることのできる魅力

を創出し、発信することにあります。いただきましたご意見を踏まえ、地域の活性化

や住之江区のブランド力の向上につながる事業の実施はもとより、区広報紙やパンフ

レットなどの活用を通じた効果的な発信につきましても協働の輪を広げながら関係先

とも協議し、取り組んでまいります。  

 また、各地域で行われるイベントを初め、さまざまな地域情報、これらをきめ細や

かに区民の皆様に届けることも考える必要があるのではないかとのご意見がございま

した。この点につきましては、まちづくりセンターにおいて行われております広報に

ついて、区民の皆様にもっと知っていただく必要があると考えております。このため、

区ホームページでリンクを張らせていただくなど連携しているほか、広報紙「さざん

か」でも昨年１１月にまちづくりセンターの特集を組ませていただいたところです。

今後もまちづくりセンターとの連携を深めながら、地域イベントを初め、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。  

 情報発信の充実という点では、このほか昨年１１月に、冒頭にもご紹介がありまし

たように、大阪市が吉本興業さんと締結しました包括連携協定に基づきまして、本日

も来ていただいております住之江区住みます芸人「雷鳴」のお二人のご協力を得まし

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。 

 また、広報紙「さざんか」につきまして、よりわかりやすく区民の皆様により関心

を持っていただける内容となるよう、昨年５月に内容を刷新したところです。今後区

民の皆様にとって、より有用で魅力的な紙面づくりを区役所総体で進めてまいりたい

と考えております。 

 最後になりますが、広聴事業の１つであります区民モニターアンケートにつきまし

ては、いただいた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
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などし、区民モニターを施策事業の効果の向上につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、魅力・ブランド部会でいただいたご意見を参考に、来年度の取り組みに反映

いたします。 

 次に、平成３０年度運営方針案の追記についてご説明します。資料の３をご覧くだ

さい。先ほどご説明しましたとおり、住之江区の魅力を効果的に紹介、発信する必要

があるとのご意見を踏まえ、地域の活性化や住之江区のブランド力の向上につながる

ような事業を実施いたしますとともに、効果的な発信につきましても取り組んでまい

ります。 

 この取り組みを進めていく上で、平成３０年度の運営方針への明記も必要であるた

め、経営課題３の「区民が誇りに思い、個性と楽しみに満ちたまちづくり」のところ

で、目指すべき成果及び戦略の３－１でございますが、住之江区ならではのブランド

力の向上につきましては、まず、めざす状態の欄の「住之江区ならではの文化の創造、

発信」という記述を、「住之江区ならではの文化を創造し、効果的に発信すること」

と修正いたしました。これにあわせて戦略の欄につきましても、趣旨がより明確にな

るよう、「区内各所に個性豊かな歴史的・文化的資源が存在する強みを生かしながら、

区民が誇りに思い、区外の人々をも引き付けることのできる魅力づくりを進める。ま

た、こうして創出される地域の魅力を効果的に発信する。」と修正いたしました。 

 以上で、魅力・ブランド部会でいただいたご意見につきまして、区の取り組み、平

成３０年度運営方針への反映についてのご説明を終わります。  

○福永議長 

 ありがとうございました。それでは、最後になりますけども、安全・安心部会の古

川部会長さんお願いします。  

○深井委員 

 安全・安心部会の深井です。今日、部会長の古川委員が所用で欠席のため、代わり
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に報告をさせていただきます。  

 安全・安心部会では、昨年、平成２９年１２月１９日に住之江区地域防災計画案に

ついて意見を交換し、本年の３月７日に住之江区地域防災計画案の考え方の報告と、

平成３０年度の区運営方針案について意見交換を行いました。  

 それでは、今年度の安全・安心部会でいただいた意見を報告させてもらいます。 

 先に住之江区地域防災計画案について報告いたします。１つ目は、区域の他の地域

と異なる南港地域の災害特性の関係ですが、南港地域は橋とトンネルでのみ結ばれた

洲でありますので、災害によりそれらが通行不能になった場合は孤島になるというこ

とで、物資の供給や行政の支援等が得られない恐れがある。また、住宅は集合住宅の

みといった特性もある。それらの対応につきまして、住之江区地域防災計画に反映す

べきではないかという意見がありました。  

 ２つ目は、国等への働きかけ関係ですが、大和川の治水対策は国が行うものである

ことから、国の対策が得られない限り、住之江区地域防災計画の推進が困難となる恐

れもある。住之江区地域防災計画の推進を確実なものとしていくことができるように、

国等への積極的な働きかけについて住之江区地域防災計画に盛り込むべきではないか

という意見もありました。  

 ３つ目は、災害に遭われました遺体の対応の関係ですが、区役所で対応するとのこ

とであるが、区役所職員が対応するのは困難な部分あり、安易に区役所がすべき、全

てを対応することは控えたほうがよいと。また、対応者のメンタル的な対策も考慮す

べきではないかという、この３つの意見がありました。  

 次に、平成３０年度区の運営方針案について報告いたします。  

 １つ目は、防災関係の知識や情報の提供関係です。各避難所には食料等の備蓄があ

りますが、十分な量ではありません。区役所では各家庭での備えの必要性をもっと啓

発してほしいとの意見がありました。  

 ２つ目は、学校の統廃合に伴いまして、避難所の指定の変更や地域に避難所が１カ
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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

はないかという意見がありました。  

 ３つ目は、大和川の避難勧告が出たとき、避難場所の学校の教室に入ることができ

ずに廊下で過ごす事例がありました。教室の鍵の保管等について検討してほしいとの

意見がありました。 

 ４つ目は、防犯カメラは犯罪抑止に貢献しております。昨年度は自動販売機の防犯

カメラを含め、公園等に新たに設置されたが、今後も増やしてほしいという意見がい

ただきました。 

 最後になりますが、安全・安心の取り組みは地域、警察、区役所などが連携を密に

しながら途切れることなく継続的に実施することが大切だと思っております。  

 これで安全・安心部会からの報告を終わらせていただきます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。それではこの報告受けて、区役所より対応策についてご

説明お願いします。 

○折原協働まちづくり課長  

 協働まちづくり課長の折原でございます。私からいただいたご意見に対しましてご

説明させていただきます。  

 まず、住之江区地域防災計画案の改定内容につきまして、簡単にご説明をさせてい

ただいてからご意見についての考え方を述べさせていただきます。 

 Ａ３の住之江区地域防災計画（案）の概要と書かれたクリップどめの資料をご覧く

ださい。この資料の左側に、平成２５年３月に策定いたしました住之江区防災プラン

っていうのがございまして、この防災プランからまず自助プランにつきましては、市

民防災マニュアル、それと住之江区防災マップに。それから共助プランにつきまして

は、まだ未策定ではございますが、わがまち防災プランに分けさせていただきました。

その上で、公助プランの部分につきまして、大阪市地域防災計画の修正であるとか、
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大阪市防災・減災条例、避難場所・避難所の安全性の検証、大阪市地域防災計画の修

正などを加味いたしまして、右側に章立てが記載しておりますけども、その章立ての

行に住之江区地域防災計画改定案を作成いたしております。防災計画の全体、本体に

つきましては、本日お配りしておりますが、詳細は割愛させていただきます。 

 先ほど深井委員からご指摘のありました部会でいただいた意見に対する考え方ござ

いますが、まず１点目の南港地域の災害特性につきましては、この住之江区地域防災

計画では、住之江区全体の計画を示しているというものでございまして、各地域の特

性にかかる対策につきましては、今後南港地域を含め、区内全１４地域で作成いただ

きます地区防災計画（わがまち防災プラン）、こちらのほうに反映していただくとい

うふうな予定をしております。  

 次に、２点目の国等への働きかけについてのご意見でございますが、大和川につき

ましては、流域の４区、それから港湾、海の方につきましては、湾岸５区及び港湾局

と連携いたしまして、住之江区の防災性の向上を図るために危機管理室を通じて国等

に必要な働きを行ってまいります。  

 したがいまして、具体的に住之江区地域防災計画案の震災対策編の９ページと、風

水害等対策編の５ページの区役所の責務、役割のところに、「住之江区の防災性の向

上を図るため、危機管理室を通じ、国等に必要な働きかけを行う」という文言を追記

させていただきました。 

 最後に、３点目の遺体対応についての意見でございますが、住之江区地域防災計画

では、遺体対応に関する全体の流れを記載しておりまして、このうち区役所が担う業

務といたしましては、大阪府警や葬儀業者等と緊密な連携を図りながら、遺体収容、

遺体安置所の開設を初め、納棺用品等の必要機材の確保、遺留品の管理、遺族の対応

といった遺体仮収容所の運営管理のみとなっております。また、上記の業務に従事す

る職員等のメンタル対策につきましては、大阪市の防災計画の方で、市本部の役割と

して、職員等への精神的なケアを目的としたカウンセラーの派遣について行うという
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ふうに記載されているところでございます。 

 なお１２月２７日から１月２６日、 1ヵ月かけましてパブリックコメントを実施い

たしておりましたが、特にパブリックコメントでの意見はございませんでした。  

 続きまして、平成３０年度の区の運営方針案に関する４点のご意見につきましてご

説明させていただきます。 

 まず、１点目の防災関係の知識や情報の提供に関するご意見がございますが、区役

所といたしましては、地域の防災訓練を初め、防災出前講座などあらゆる機会を捉え

て各家庭での備えの啓発に引き続き取り組んでまいります。  

 次に、２点目の避難所に関しまして、地域の実情を考慮した避難所のあり方につい

てでございますが、今後地域に作成をお願いいたします地区防災計画（わがまち防災

プラン）に反映するよう、我々として支援させていただきたいと考えております。  

 それから３点目、大和川の避難勧告に関する意見でございますが、水害時に避難所

となる学校における初期対応が円滑に進むように、学校や地域と連携いたしまして、

あらかじめ使用する教室を定めてまいります。現在その作業を取り組んでおりまして、

現在の状況といたしましては、今月中に必要な教室等の鍵を保管できるように調整を

進めているところでございます。  

 最後に４点目、防犯カメラの新設に関するご意見でございますが、平成３０年度に

つきましても、市民局や住之江警察署と連携しながら設置をしていきたいと考えてお

ります。 

 以上、安全・安心部会でいただいたご意見を参考に、来年度の取り組みに反映いた

します。 

 次に、３０年度の運営方針の追記についてでございますが、資料３をご覧いただき

たいと思います。 

 資料３の下段、安全・安心部会の欄をご覧ください。先ほどもご説明いたしました

が、地域防災計画案で国等への働きかけにつきまして追記をいたしますということか
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ら、運営方針につきましても、具体的取り組み４－１－１の取り組み内容欄の右側の

区運営方針という欄に記載しておりますけども、アンダーラインの部分を追記させて

いただこうと思っています。追記部分ですが、「住之江区の防災性の向上を図るため、

必要に応じて危機管理室を通じて国等に働きかけを行う」というふうに追記いたすよ

うにしております。 

 また、大和川の避難勧告に関しまして、鍵の保管等についてのご意見がありました

ことから、同じく具体的取り組み４－１－３の取り組み内容に、右側にあります区運

営方針欄の下線部分、「災害時に避難所となる学校における初期対応が円滑に進むよ

う、学校や地域と連携を図る」を追記することといたしました。  

 以上で、安全・安心部会にいただいた意見につきましてご説明を終わります。  

○福永議長 

 ありがとうございました。各部会からの報告と、それと区役所からの説明を聞きま

して、この１年を通じていろいろと出された意見を参考に、来年度の取り組みですが、

平成３０年度運営方針に反映されていることと思います。  

 全体を通じて、また来年度の取り組みの確認など、ご意見がございましたらどうぞ

発言をしていただきたいと思います。挙手してお名前を言っていただけたらありがた

いと思うので、よろしくお願いします。 

○三木委員 

 安全・安心部会の三木でございます。先ほどのご説明にありました、大和川の話、  

昨年２回も氾濫ぎりぎりまでなって、私も、古い方は、小さいころは住之江区は結構、

水浸しによくなったんですよね。その経験があるもので、やっぱり低い土地なんで、

東南海・南海地震の津波もそれはそれで非常に恐ろしい、対応せないかんと思います

けれど、非常に迫っている、異常気象が多発する状況になってきて、平均気温も上が

ってるという状況で、大和川の昨年の２回も氾濫に近いような状況というのは非常に

危惧しておるところです。  
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 私は昔海上保安庁におりまして、阪神・淡路大震災でも現場に行きましたけれど、

結果的に神戸市役所、各区役所がもう本当に戦場のような状況になっています。市と

かここであれば大阪市のところに文句に言いに行く人ってそんなにいないと思います。

やはり区役所のところにかなりの方が来ると思うので、区役所の皆さんは、表現とし

てはこういう表現にならざるを得ないというのはよく理解できますけれど、せっかく

この前区長もＵＳＪから来ましたということ言われていたので、市長さんとか区長さ

んとかを含めて、あと近畿地方整備局の局長とも、誰でもいいですから、何だったら

私紹介してあげますから、そういう人たちにきっちりと大和川を守れという話をして

いただくのと、区役所の優秀な職員の皆さん方がおられるので、日々危機管理室を通

じても構いませんけれど、大和川が本当に決壊して水浸しになったらもう全ての仕事

がなくなってしまうという危機感を持ってやっていただきたいなというふうに思って

おるところであります。 

 あとそれから最後に、私は防災の観点に、お母さんを取り込んだママカフェという

防災集会をやっておられるみたいで、あれは、私も国の役人でしたけれど、全くそう

いう視点がどこにもなかった。それに比べて、住之江区は非常におもしろい取り組み

をやっているなと思います。ただ、集まってくれる人が多分５人もいないと思います

けれど、大変だと思いますけれど、ずっと絶やすことなく続けていっていただければ、

防災の意識が区民に浸透するというのが一番大切なことだと思うので、非常にいいこ

ともやっておられると思っています。以上です。 

○福永議長 

 ありがとうございました。ただいま三木委員からご意見が出たのですが、それに対

して何か、もしご意見あるのでしたら。区長、お答えください。  

○西原区長 

 三木さん、貴重なご意見ありがとうございます。大和川の件がありまして、その後

大阪市全体でも吉村市長を筆頭に防災会議がありまして、私からもこういう事情があ
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ったということは市長に届けていますし、先ほど言われたように、私が先頭に立って

また言う機会がありましたら、これぜひ言っていきたいと思ってますので、ぜひまた

そのときにはお力をいただきたいと思ってます。これ大事なことですし、今言われた

ように、大和川、住之江に関しては本当にあふれた、もしあふれたら大変なことなる

っていうのはもう十分承知しておりますので、今後もそれは進めていきたいと思って

います。 

 それから、この、自然災害ですので、我々防災、防災って言うんですけども、やる

ことは、まず起こったときにどれだけそれを減らせるかという減災するということが

大事だと思っています。この辺は地域の方々との訓練の充実、それから訓練も参加者

が限られておりますので、この辺の増をすることによって、意識啓発を高めていきた

いと思っております。 

 ママカフェにつきましては、実際私が東日本の震災が起こった一月後には現地に行

かせていただいたときに、やっぱりその今まで防災の避難所っていうのがやっぱり男

性目線でつくられてきたと。これは非常にやっぱり避難した方の負担が非常に大きい。

特にお子さんなんかの対応っていうのはほとんどできていない。これは実際、住之江

区でもできていないので、私実は此花区時代にこのママカフェという、ママさん対応

の防災訓練を私させていただきまして、今回またご縁があってその辺が進みました。

これ実は、前回は区全体でやらせていただいたんですけども、参加しました地域の

方々、各地域でこれをまた進めていきたいということで、実は、あさっても加賀屋地

域でこれが行われるということでございまして、私がよく言うんですけども、避難所

になってから準備しても遅いので、その避難所をつくる、どういうふうな形でつくっ

ていくかという考えから地域の方が入っていただくことが避難所をよりよく運営する

形じゃないかと思ってますので、先ほど三木委員からおっしゃったところは、これか

らも進めてまいりたいと思ってますのでよろしくお願いしたいと思っています。 

○福永議長 
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 ありがとうございました。この意見でもいいし、またほかに意見ございましたら、

全体を見て、こういうものを例えば来年度の方針ですね、知恵あるんやったら、それ

はできるかどうかわかりませんけども、審議していただいてというのもあるんで、も

し意見がありましたらよろしくお願いします。  

○矢部委員 

 矢部です。まず、子ども・教育部会のところからですけれども、運営方針案の中で、

発達障がいサポート事業のところで、小中学校への発達障がいのサポーターを派遣す

るっていうところであると思うですけれども、小学校とか中学校においてはすごくこ

ういうサポートさんが活躍されていて学級が穏やかになっているということだと思う

のですけれども、一方、ちょっと地域で意見をいろいろ聞いていますと、いきいき事

業がありますね、放課後のいきいきというところで、そこにはこういうサポーターの

方っていうのはなかなか入っておられないということ聞いていまして、そこでのいろ

いろなトラブルっていうのも実際あると。そうすると、もういきいきに行きたくない

っていうようなお子さんもたくさんいてるというふうに聞いていまして、そうすると、

子どもの居場所というところにまたつながってきて、居場所がなくなると。お母さん

方が働くにもやっぱ働けなくなる環境にあるんじゃないかなというふうに思っていま

して、できればこういうサポーターをいきいきとかその放課後のところにも活用、す

ぐには難しいと思いますけれども、活用いただけたらいいんではないかなという意見

と、私がちょっと勉強不足なので教えていただきたいんですが、災害が発生した場合

に、小学校であるとかそういう避難所の鍵の問題ってあったと思うんですが、その鍵

は誰が実際開けに来るのかというところをお聞かせいただけたらありがたいかなと思

います。 

 あと、津波避難ビルになっているマンションなんかがあると思うんですけれども、

そのマンション、結構オートロックになっているマンションも多いかなと思うので、

そういうロックの解除っていうのは誰がするのかというところで教えていただけたら
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なと思います。 

○尾田事業推進担当課長 

 教育担当の尾田でございます。いきいき活動の部分ですけども、特別支援の方に通

学されているお子様もいきいき活動には参加はされております。その辺の支援のとこ

ろの不十分性ということのご指摘でございます。またいきいき活動につきましては、

委託をしておりまして、委託先もその辺の活動につきまして、できる限り今子どもた

ちも通えるような形の体制づくりというのは認識しているところでございます。今の

ご意見を踏まえまして、どういうふうな形で今後ちょっと検討できていくのか。委託

事業の内容でございますので、その辺につきましては教育委員会ともこういう意見が

出たということにつきましては共有させていただいて、区のほうから意見があったと

いうことで挙げさせていただきたいと思っております。  

○折原協働まちづくり課長  

 私のほうから、今災害時の避難所の鍵の保管の件ですけども、鍵自身は学校のほう

から２セット、２セットじゃないな、数で言うともっとあるんですけども、預からせ

ていただいています。預かっているのは我々区役所も預かっていますし、各地域の方

にも預かっていただいています。大体地域３名ほどの方に保管をいただいているとい

うふうな状況になっておりまして、ですから、有事のとき、例えば平日でしたら当然

学校の先生とかいてはるんでそこは大丈夫ですけども、夜間とか休日の場合でありま

したら、我々区役所の職員が行くか、地域の方が来ていただいて開けるか、どちらか

早いほうの対応でっていうふうな形で鍵を開けられるようにしているところです。  

 それと、避難ビルのロックの話ですけども、そもそも避難ビルを指定するときに、

我々もお願いして避難ビルになってくださいっていうふうにやっているんですけど、

その所有者なりの都合に合わせてという形で避難ビルを指定するということになって

おりまして、例えば、企業さんとかでありましたら９時から５時までしか会社が開い

てないので、９時―５時やったら使ってもらってもいいよというふうな企業さんもご
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ざいますので、そういうときも津波避難ビルの看板のところに開設の時間９時から５

時とかみたいな、そういうふうな書き方をしております。ですから、それが書かれて

いないところは２４時間開けられるという形になってまして、それは、マンションの

所有者さんとか管理組合さんが、ちょっとそれはいろいろ事情があるかわからないで

すけども、そういうところは２４時間開けれるよというふうになってるところが２４

時間という形になってますので、各々の場所によって若干そういうとこが異なります

けども、いずれにいたしましても、明示してる時間帯は入れるようにというのを前提

といたしまして、津波避難ビルの協定を結ばせていただいているというところでござ

います。 

○福永議長 

 ありがとうございます。  

○尾田事業推進担当課長 

 先ほど申し訳ございません、いきいき活動、教育委員会ではなく、こども青少年局

でございます。ちょっと訂正させていただきます、すみません。 

○福永議長 

 いきいき活動のやつ、私が実は大阪市の放課後授業部会の一委員やっていまして、

つい最近会議がありまして、いきいき活動も、実は障がいを持っている子はちょっと

少しだけ人数も、先生が何人かということで、一応手厚くなるようになっています。

それと、６時までですけど、６時以降の延長ってなってはって、もともと１０人以上

あれば幾らかお金が要りますけども、延長やれますって言いよったんですけど、なか

なか１０人は集まらないということで、５名以上ということで、ちょっと下げまして、

５名以上でもやるということで、来年度からやるようなこと言うてましたので、そう

いう形になって。 

 それと、あと、今までは勉強したいなと思って、これから少しお勉強もできるとい

うことで、教育などの環境も少しマッチングするみたいで、多分よくなるかなと思い
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ますのでよろしくお願いします。  

 それでは、他にございませんか。もうこの方針案でよろしいですか。  

 そしたら、いろいろ意見いただきましたけども、時間も来ていますので、一応こう

いう課題も共有できたということで、この３０年度の運営方針案について、皆さんで

確認していただいたと。これをまた区役所の方できちっとしていただきたいと思いま

す。 

 それでは最後に、資料４の外部評価意見への対応方針についてということで、区役

所さんから報告をいただきます。よろしくお願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 それでは報告させていただきます。それでは、資料４の縦のＡ３版でございます。

この資料につきましては、外部評価委員会の資料、外部評価意見への対応方針という

ことの資料となっております。この部分につきましては、先ほど来各部会長からご意

見をいただいた報告をいただきまして、区の方からその対応方針を説明させていただ

いたところでございます。それをちょっと一覧表にして整理を、意見をいただいた分

に対しての対応方針、予算措置を整理をさせていただいた資料でございます。内容に

つきましては、ちょっと重複しているところもありますので、この資料ということで

ご確認いただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

 また、本日参考として、住之江区将来ビジョン重点プロジェクト案と、重点プロジ

ェクト案をお配りしているとこでございます。この重点プロジェクトにつきましては、

将来ビジョンを進める上で、重点的に取り組みするものを列記した冊子でございます

けども、これにつきましても、平成３０年度の運営方針に則りまして、時点修正を加

えたものでございます。またご確認いただきましたらありがたいです。  

 以上で報告は終わります。  

○福永議長 

 ありがとうございます。外部評価意見への対応について、これから取り組まれる事
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業にもしっかりと対応していただきたいということでよろしくお願いします。  

 それでは、ここでアドバイザーの議員の先生から感想を頂戴したいと思いますので

よろしくお願いします。そしたら永井議員の方からよろしくお願いします。  

○永井議員 

 ありがとうございました。私からちょっと何点か意見を言わせていただくんですけ

れども、１つが、この子育てとか教育に関するところで、来年、Ｇ２０サミット、大

阪市住之江区インテックス大阪でやるっていうのはもう決まっていると思うんですけ

れども、これ、ものすごく近いので、住之江区にありますので、これぜひ子どもの国

際政治の動きを学ぶ機会に活用していただけたらなと思います。これは府議会でもず

っと私言っているんですけども、住之江区、大変地元の地元で、インテックス大阪で

やるので、距離的な問題は何にもないので、ぜひ活用していただければなと思います。

あと、Ｇ２０サミット、この教育にも使えるんですけれど、ブランド力向上ですね。

「住之江区」という名前がどこまで出るかなんですけれども、少なくとも大阪ってい

う名前は全世界に発信されて、もちろん日本中どこでも発信されるので、それも何ら

か「住之江区」っていう名前をもっともっと知ってもらう機会にできたらなと思いま

す。 

 あと、これちょっと前言ったかもわかんないですけれども、防災のところで、地震

とか火事とか水害とかいうの防災っていうのは、これ日本どこでも結構重点的に取り

組んでると思うんですけれども、このミサイルですね、飛んでくるっていう可能性が

結構近年高まってると思いますので、それも徐々にだと思いますけれども、避難訓練

とか防災プランの中に入れるとか、考えてもらったほうがいいのかなと思います。  

 ちょっとあともうちょっとあるんですけど、細かい話ですが、先ほどの避難所の鍵

が職員さんが持っているっていうふうにおっしゃっていた。これちょっと質問なんで

すけどね、これって職員さん自宅に持っているんですか。それとも区役所にあるので

すかね。区役所にある。だとしたら、この区役所の周辺の学校やったら近いと思うん
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ですけど、これ南港とかどんなふうに行くのかな。これどう考えても遠いと思うんで

すね。橋も渡れなかったら区役所の職員到達できないと。だったら、その地域の人も

鍵持っているってことなんですけど、地域の人任せにならんのかなっていう疑問があ

ります。 

 もう一点あるんで、もう一点全然関係ない話ですね。これもちょっとすみません、

区役所の皆さんに言っていいかわかんないですけど、つい先日、１歳半健診に子ども

を連れてったんですね。ものすごく細かい話ですけど、この１歳半健診の実施時間が

午後の１時過ぎとか２時過ぎぐらいまでかかるやつなんですが、これ普通に考えたら

これ子どもが昼寝する時間なんですね。何とか午前中にやったほうが皆さん出やすい

のかなと。子どもを連れていきやすいのかなと。要は、これやっているとき子ども眠

くなったらこれよう騒ぐわけですよね、これね。結構その場で騒いでいる子どもいま

したけど、そういうのを防ぐためにも、保護者目線で見たら午前中とかそういう時間

帯でやってもええのかなと思いました。  

 よろしくお願いします。質問のところを回答いただけたらありがたいです。 

○折原協働まちづくり課長  

 折原でございます。先ほどの先生のご指摘の避難所の鍵の件ですけど、確かにおっ

しゃるように、我々が、我々自身も多分被災しておりますので、行政でどこまで支援

できるかというのは、被害の大きさなりによって異なると思っております。したがい

まして、そういうこともありますので、地域の方々といろいろ我々訓練を重ねながら、

地域の方々に我々支援できないときには開けていただくような形で対応せざるを得な

いのかなというふうに思っています。鍵自身は私も区役所の中で預かっておりまして、

先生おっしゃるように、休みの日とか、僕も家遠いですけども、ここまですぐぽっと

出てこれないと。大阪市の方では、緊急区本部員とか、直近参集者とかっていうふう

な制度ございまして、近所に住んでいる区役所の職員、それから近所に住んでいるよ

その局の職員を指定しておりまして、彼らに対しても毎年訓練をやってるんですけど
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も、彼らが出てきても鍵のありかがわかって、この鍵で持っていけるっていうふうな

形を取っておりまして、可能な限り早い時間でそういうふうな支援っていうか、鍵を

開けに行くというふうなことを我々もやらしていただこうというふうに努力はしてお

りますけども、いかんせん、やはり地域の方々のほうが先に開けていただくというの

が現実的なところかなというふうに思っているところです。 

○永井議員 

 ありがとうございます。それ、ちょっと意見ですけど、荒っぽいやり方かもしれな

いんですけれども、こういう防災プランとかの中にも、窓ガラスを割ってでも入って

くださいみたいなこと書いてもええかなと思うんですね。これ、鍵が到達するまで待

っていたら遅いときもあると思うんですよね。着いた人から、まだ中、周り、誰も鍵

開けに来る気配がなかったらもう割ってでも中で逃げ込んだほうがええのかなってい

う、それで緊急事案のときにあるかどうかなんです。  

○折原協働まちづくり課長  

 そこのとこはちょっと誤解のないようにしといていただきたいですけども、まず、

津波とか地震とかいろいろ災害の種類にもよるんですけど、例えば、津波が来るとい

うことになれば、学校とかは避難所でして、ここは生活をする場なので、まず一義的

に逃げてくださいっていうのは先ほどお話がありました津波避難ビルとか上階に逃げ

てください。一義的にはまずそちらのほうが優先されます。それで、家で暮らせない

ようになれば、我々自宅で暮らしてくださいっていうのはいろいろ啓発もさせていた

だいているんですけど、自宅で暮らさないとなれば、避難所という生活をする場を用

意するので、それが学校とかっていうふうな形になりますので、緊急性の話でいいま

すと、まずは逃げてください。津波であれば、３階以上に逃げてください。それから、

例えば火災とかみたいなことであれば、広域避難場所、住之江公園とか広い公園に逃

げてくださいとかいうふうな、一義的に逃げる場所と生活をする場所というのは考え

方を区別しておりますので、すみません。 
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○永井議員 

 わかりました。 

○福永議長 

 ありがとうございました。それでは岸本議員、よろしくお願いします。  

○岸本議員 

 改めましてこんばんは。さまざまな意見をお聞かせいただきましてありがとうござ

いました。私のほうから、すごくたまたま、今日名古屋市役所に日帰りで行かせてい

ただいていまして、その中でお話伺いましたのは、子どもの貧困対策についてのこと

でさまざまな意見を聞いてきました。その中で、名古屋市として取り組んでることと

いうことで、いわゆるその貧困の連鎖を断ち切るという観点から、大阪市ではある一

定、中学生に対しての塾代の助成を行っているんですけれども、名古屋市の方が行っ

ているというのは、その学習支援ということで、塾だけではなくて、さまざまな支援

という部分での場所を提供している。いわゆる居場所づくりであったりですとか、中

には動物園とか遠足では行ったことがあるけれども、家族で行ったことがない。また、

もっといえば、電車にも乗ったことがないようなお子さんがいてるということで、そ

ういったお子さんに対して、その来てくれている子たちに学校の勉強も教えるけれど

も、一緒に動物園に行ったりですとか、一緒に電車に乗ったりですとか、いわゆる生

活をする力をつけていってもらうということで取り組んでいるということをお伺いし

てきました。それ、すごいいいことやなと思いますし、中には不登校になっているお

子さんとかも、なかなかその学校には行きづらいけれども、そういったその学習支援

のところには行くことができまして、それも各中学校区に１つ以上、名古屋市では１

１０の中学があるんですけれども、今施設があるのは１５０施設でそういう学習支援

を行ってるということで、それも、近くのところではなくて、名古屋市内でしたらど

こでも自分が行きたいところがあれば行けるということで。なかなかその地域のその

学校区では行きづらいけれども、遠くやったら行けるということで、不登校の子がそ
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こに行って、そこで勉強したりいろいろな人たちとお話しする中で、やっぱりその自

信がついて、そこからまた学校に行けるようになったとか、そういう事例もあったり

ですとか、そういう取り組みをするということで、さまざまなそういう取り組みをし

ていただく中で、これも１つ、大阪市でも取り組めることかなという部分もありまし

たので、また住之江区でも取り組めることありましたらまた参考にしていただければ

なというふうに思いました。  

 もう一つ、魅力・ブランド部会さんの取り組みの中で、私も昨年末、南港 光のワ

ンダーランド、息子を連れて行かせていただきまして、思いのほかよかったです。す

ごく子どもも楽しんでいましたし、本当にこういったことをもっともっと広げていっ

ていただければなと思うんですけれども、私が知らんだけやったら申しわけないんで

すけども、雷鳴さんとかせっかく住之江区で住みます芸人としてやっていただいてる

んで、ユーチューブとかやってはりますの。 

○雷鳴 

 うちですか。はい。 

○岸本議員 

 できましたら、毎日とは言いませんけれども、定期的に雷鳴さんがこの住之江区の

各地域の紹介をしていただいたりですとか、また、イベント紹介してもらったりです

とか、そういうことをやる中で、結構やっぱこのユーチューブって若い人たちよく見

ていますので、逆にその若い人たちからお父さんやお母さんに、住之江区こんなんや

ってるみたいやでとかね、そういうこと広めてもらったら、逆にどんどんどんどんお

父さん世代、お母さん世代にも、「あ、こんなことやってんねんな」というのがわか

って、じゃあ一遍家族で行ってみようかとか、そういう形もなるんじゃないかなとい

うふうに思いますので、一度検討していただければなというふうに思いますので。  

○雷鳴（ハマチ） 

 はい。そうですね。住之江区で活動させてもらっている様子を、ちょっとユーチュ
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ーブで上げられたらいいなと思います。それとあとツイッター、インスタグラム、Ｓ

ＮＳでちょっと二人とも活動してますので、活動というか、報告ですけれども、また

よかったら見てください。雷鳴、何やったっけ、ツイッター雷鳴で調べたら、雷鳴ハ

マチと雷鳴OKI(オキ）でツイッターもやっていますので、またこれも皆さんに知って

いただけるように頑張ります。  

○安藤副区長 

 多分この会議終わったら、明日ぐらいには今日の様子もお二人のツイッターに出て

いると思います。写真も出ますので、すみません、この場で皆さんのお顔が出るかも

わからないという了解だけよろしくお願いします。  

○雷鳴（ハマチ） 

 一応全ての活動今までさせてもらっているのはツイッターに報告というか、告知さ

していただいています。よろしくお願いします。  

○福永議長 

 皆さん、見て応援してください。岸本議員ありがとうございました。いつもフェイ

スブックで常時上げてますので、よう見してもうてます。  

 次に髙野議員、よろしくお願いします。  

○髙野議員 

 こんばんは。皆さん大変ご苦労さんでございます。  

 この会でいろいろな部会をつくっていただいて議論されて、本当にだんだんだんだ

んいろいろなことが勉強もし、いろんな問題点も指摘され、そして、いかにこの区を

グレードアップしていくかで皆さんご苦労されていると思います。 

 今日の各部会さんの報告も聞いて、一番これ基礎的ないうか、根本的な問題を感じ

たのは、例えばこの福祉・健康部会に書いてありますけど、地域ぐるみで子育てする

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

子どもは町会のイベントに参加できず、子どもの居場所がないというようなことでご
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指摘いただいております。確かにそういうとこもあるみたいですね。それで、何を言

いたいか言いますと、やっぱりこのいろいろな団体とか組織がこの区内にもあると思

います。福祉・健康、また教育の関係、あるいは先ほどの魅力・ブランド、文化の関

係とかあると思いますけれども、もちろん安全・安心のそういう防災の関係もそうだ

と思いますが、基本はやっぱり町会組織にやっぱりこれ入ってもらわないと、なかな

か基本的な情報が把握できないということだと思うのです。今子どものことにしても、

子ども会という会にもだんだん入らなくなった。子ども会がなくなってしまっている

ところも出てきている。それから、ＰＴＡもお願いしてお願いしてやっと役員やって

もらっている、そんな状況で。この基本はやっぱりいわゆる先ほど自助共助の組織の

中で、やっぱり共助を確立してしっかりそういうもの、やっぱり町会組織に基本的に

は入っといてもらわないと、いろいろな情報の伝達、また意見の交換っていうのもで

きないところです。それがまたいざ何かのときに、これが中止になるとやっぱりいろ

んな団体、組織に声かけして動いていくものだと思っております。  

 今日は特に私もそれ感じましたので、ぜひまたそういうご検討していただければ。

どうしたらこの町会の加入が促進できるんかいうことをぜひご検討いただければ大変

助かると思います。 

 それから、最後になりますけど、この安全・安心部会、前回のこの会でも、私も指

摘させていただきました。会議の問題とか防災の避難の問題とか。大和川っていうの

は、本当に１級河川ですごい大きな川なんですね。全国的に見ても。それと、やっぱ

り天井川であるということで、無理矢理人工的に掘った川ですから、浅いです。だか

らもうすぐ水がたまります。それと、奈良盆地から水が流れてきていますから、奈良

でも水はけがあんまりよくなくて、こないだの台風でも王子町か一部氾濫したりして

おります。そんな川ですので、私国土交通省の人たちと先般勉強会をしたんですけど、

大和川氾濫させんようにしよう思って、住之江や住吉のところだけこちょこちょこち

ょこちょ堤防いらうとかやってもこんなもん全然大したことなりませんわけ。おっし
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ゃるように。まさにそのとおりだと思います。やっぱりこれかなりの長い川ですから、

やっぱり上流から下流までいろいろなことをやっていかないとならない。例えば、上

流で下水の排水の整備とかをやっていかなきゃなりませんし、河口部の方では、やっ

ぱり浚渫していかないと、泥がどんどんたまっていったら浅くなってきますから。そ

ういういろいろな課題があるんですね。これはほとんど国の予算をしっかり取っとか

ないとできない。大阪府や大阪市だけでは絶対できないのですよ。そういう情報開示

がまだ我々市民の方にはあんまり届いていない。私らは議会で勉強やるとそういう情

報教えてもらえますけれども、もっとわかりやすく情報が、そういう安全・安心の情

報が市民の皆さんにわかるようなことができないもんかなと今思っております。  

 ぜひ、そういうこともして、これみんなで総がかりでこういう防災の組織を、ある

いは防災の訓練をしっかりやらないと、なかなかこれからのこの地球温暖化によって

いろいろな異常気象がどんどん続く中で、ますますこの災害リスクが高まっていくと

思いますので、それに対処するために、我々も手を打っていかなきゃならない。その

ために、国・府・市、また市民の皆さん、府民の皆さんが協力してどうしていったら

いいかいう、そういうもっと深く突っ込んだいろいろな情報交換、そして議論を積み

重ねて、先ほどの組織の強化も援助を受けながら、やっぱりみんな総がかりでこれを

対応していかないと、災害とか防げないじゃないかなと思います。以上でございます。  

○福永議長 

 ありがとうございました。ほかにご意見等ございませんでしょうか。  

 僕よろしいですか、１つだけ。すみません、議長が言うて。ブランド力の向上で、

よくフェイスブックという、いろいろと宣伝する必要があるよということなんだけど、

年齢の若い子でしたら十分それでもええと思うんですけど、やはり住之江もそうです

けど、３割、４割の人が年配になってきて、そうなると、やっぱり目で訴えんとあか

ん。耳であかんなるので、僕は前のときも何かのときには言うた、区内のスーパーと

か、例えば病院とか駅とか、例えばコンビニとかと区役所で提携してもらって、そこ
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に箱を置いてもらって、もう見れるようにするとか、誰もが行くところにしてもらう

とかいうこともちょっといいのかなと思って。それもうちょっと考えてもうたらいい

のかなと思いますけど。そうせんと、やっぱりフェイスブックを見て、僕らまだ年配

ですけど結構するから、先生のは見ていますけど。やっぱり年配の人ってもう見ない

ですからね。だから、それと、そのほかの新聞だけでも、なかなかあれだけど、全部

情報入らんと思うので、もう少しパブリックとか割合そこ置くようなとこ、そういう

形で、区内のそういう人が集まるとこと協力してもらって、協定結んでやっていただ

いたらどうかなと思いますね。  

 そういうことで、ちょっといろいろと意見ですけど、よろしいでしょうか、すみま

せん。 

 もうほかにないですか。なければ、区長から今日の全体を通したご意見をいただけ

ないでしょうか。 

○西原区長 

 皆さん、ありがとうございました。私がやるよりまず、どうでしたかね。雷鳴のお

二人、感想いただければと。  

○雷鳴（OKI（オキ）） 

 本日は住之江区区政会議に参加させていただきまして、本当にありがとうございま

した。生まれて初めてこういう会議に出させていただきましたけども、大変勉強にな

りました。 

 魅力・ブランド部会の際に僕たちの名前も出していただきまして、ちょっと思った

のが、やっぱり住之江っていうのは魅力の１つで、アートのまちっていうのはもう有

名だとは思うんですけども、それに加えて、お笑いのまちというか、楽しいまちって

言ってもらえるように、僕たち住みます芸人として雷鳴が今年全力で頑張りますので

よろしくお願いします。 

○雷鳴（ハマチ） 
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 左と全く同じです。うそです。本当にちょっと書類でこんな書いていただいてるの

に、魅力・ブランドに僕らの名前を書いてもらっているんで、すごいちょっと副区長

から小さい声で、「めっちゃ責任重大やな」って言われて。本当にね、ぐっとちょっ

と責任を感じて、ほんまに頑張らなあかんなと。せっかく皆さんに、本当に住之江の

皆さんにすごく優しくしていただいて、いろいろなイベントに呼んでいただいている

んで、少しでも盛り上げて、楽しくできたらいいなと。難しいことはちょっとよくわ

からないですけれども、余りね。ただ、僕ができるのは、子どもたちはすごい餅つき

大会とか行かしてもらったりしたときに、子どもたちは本当にものすごく素直やなと

思って、僕が子どものときとかと別に変わらへんやんということで、子どもはやっぱ

子どもやなと思ったんでね。僕ね、挨拶していこうと思うんでね。大きい声で挨拶し

て、僕が挨拶したら多分子どもも挨拶すると思うので。挨拶します。 

○雷鳴（OKI（オキ）） 

 挨拶しましょうか。 

○雷鳴（ハマチ） 

 挨拶していきます。 

○雷鳴（OKI（オキ）） 

 挨拶は大事ですから。 

○雷鳴（ハマチ） 

 やっていきます。変なこと言うてるんかな。区長、僕挨拶に力入れていきます、住

之江で。 

○西原区長 

 ありがとうございました。  

 本日あるいは部会での皆さんのご意見、本当にありがとうございます。感謝いたし

ます。我々区役所の方も、この運営方針をつくる際に、各課と議論した上で、また皆

さんのご意見を１つずつ受けながら我々も議論して、こうやって事業を変更したり、
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方向を決めたりしております。皆さんからの意見というか、皆さんが実際住んでいる

方々のご意見、本当に大切だと思っていますので、今後ともいろいろなところ見てい

ただければと思っていますのでよろしくお願いします。  

 今日は特に、子どもの部分、それから防災の部分等々のご意見がたくさんありまし

た。我々命が一番大切やということがまず１つ。それから、やっぱりこの住之江とし

て、未来にこの住之江から巣立っていく子どもたちをどう育てていくかというのは大

事やなというふうに我々考えておりますので、また、その部分、私どももいろいろな

こと考えて施策を進めていくつもりでございますけども、また、いろいろなことを地

域で築いていただきまして、地域でできることは地域でやっていただくんですけども、

行政と連携してやっていくことがありましたら、またここでもご意見をいただければ

と思っています。 

 ともあれ、本当に部会を含め、今日も含め、長時間ご参加いただいて、またご意見

をたくさんいただきましてありがとうございました。  

 来年度もしっかりと区政運営を進めていきたいと思っていますので、どうぞよろし

くお願いします。本日は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。雷鳴さんも住之江区の発展のために頑張ってくだ

さい。 

○雷鳴 

 頑張ります。 

○福永議長 

 よろしくお願いします。  

 時間ももうちょっと予定の時間を過ぎましたので、これで議事を終わりたいと思い

ます。 

 皆様には、今日の進行、いろいろ協力していただいてありがとうございました。無
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事終わりましたので、私ちょっともう事務局のほうへ返しますので、ありがとうござ

いました。 

○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。  

 ３０年度の住之江区運営方針案につきましては、本日確認いたしました内容を修正

いたしまして、４月当初に案を取りまして、平成３０年度住之江区運営方針として、

ホームページで公開することとしております。  

 委員の皆様方、本日は長時間にわたりまして、まことにありがとうございました。 

 以上で、平成２９年度第３回住之江区区政会議を閉会いたします。どうもありがと

うございました。 

以下余白 


