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令和元年度 住之江区区政会議 

第１回全体会 

 

１ 日 時 令和元年 7 月 2 日（火）１9 時～20 時 30 分まで 

２ 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、池田 順子 委員、一二 健夫 委員 

矢部 賢太 委員、山本 勉 委員、廣畑 利治 委員、松浦平八郎 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  

（出席 19 人／定数 24 人）  

〔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、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  

     栗谷 直利 総務課長、山中 和彦 企画担当課長、平田 紀子 事業推進担当課長 

     渡邊 芳枝 協働まちづくり課長、長船 設哉 地域支援担当課長  

上野 恭枝  窓口サービス課長  

藤井 幸太郎 保健福祉課長、坂田 祐子 子育て・地域福祉担当課長 

黒木久仁子 生活支援課長 
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４ 発言内容 

○山中企画担当課長 

 皆さん、こんばんは。まだ若干来られてない方もいらっしゃるのですけども、定刻

でございますので、これより始めさせていただきたいと思います。 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 令和元年度住之江区区政会議第１回全体会をこれより開催させていただきます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、住之江区役所企画担当課長の山中で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは初めに開会に当たりまして、住之江区長の西原よりご挨拶させていただき

ます。 

○西原区長 

 皆さん、こんばんは。区長の西原でございます。 

 今日はお忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございます。 

 まず週末に行われましたＧ２０大阪サミットで、皆さんにいろんなご不便をかけま

して、皆さんの生活に支障が出たかと思いますけども、無事、成功裏に終了しました

ことをご報告させていただきます。 

 本当にこの間、皆さんにご迷惑かけたのですけども、大阪というところ、それから

地元住之江で開催したことで、我々アピールもできましたし、実は本日、子どもたち

が会場に行きまして、それから会場を見て、記念のボードとかで写真を撮ったり、我々

としましては、彼ら子どもたちが、また、世界で何か活躍できる子どもが、１人でも

生まれてくれればいいかなと思っております。 

 会場で使われた椅子は捨てるということなので、我々が３つぐらいもらおうかなと

思っていますので、ここで使うかもしれませんので、よろしくお願いします。 

 さて、この間、忙しい中、部会でご議論いただきましてありがとうございます。貴

重な意見をたくさんいただきまして、今日は全体会でございますので、各部会で出た
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意見、部会を越えてご意見をいただければと思っております。我々は区の運営としま

して、この区政会議の意見をきっちり反映して、住みよいまちづくりのために進めて

いきたいと思っています。 

 今日のご議論も、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○山中企画担当課長 

 ありがとうございました。 

 それでは恐れ入りますが、ご出席の委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと存じ

ます。福永議長から、時計回りでよろしくお願いいたします。 

○福永議長 

 皆さん、こんばんは。議長の福永です。よろしくお願いします。 

○山中企画担当課長 

 それでは、子ども・教育部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○岡本委員 

 皆さん、こんばんは。敷津浦のほうからきております岡本です。よろしくお願いし

ます。 

○仁平委員 

 こんばんは。南港から来ました仁平です。よろしくお願いします。 

○藤本委員 

 こんばんは。さざんか加賀屋東協議会、藤本です。よろしくお願いいたします。 

○船越委員 

 皆さんこんばんは。加賀屋東から来ております船越です。よろしくお願いいたしま

す。 

○山中企画担当課長 

 次に、福祉・健康部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○池田委員 
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 こんばんは。安立地域から来ました池田です。よろしくお願いします。 

○一二委員 

 西住之江で、水道・空調設備の工事をさせていただいています一二です。よろしく

お願いします。 

○矢部委員 

 矢部と申します。よろしくお願いいたします。 

○山本委員 

 住吉川地活協の山本です。よろしくお願いします。 

○山中企画担当課長 

 次に、魅力・ブランド部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○廣畑委員 

 皆さんこんばんは。南港から参りました廣畑です。よろしくお願いします。 

○松浦委員 

 こんばんは。安立連合から来ました松浦です。よろしくお願いします。 

○山崎委員 

 こんばんは。さざんか加賀屋協議会の山崎です。よろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 次に、安全・安心部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○田林委員 

 こんばんは。粉浜活動協議会から参りました田林です。よろしくお願いいたします。 

○西委員 

 南港から来ました安全・安心部会の西といいます。よろしくお願いします。 

○深井委員 

 皆さんこんばんは。新北島協議会から参りました深井でございます。よろしくお願

いします。 
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○古川委員 

 こんばんは。安立連合から参りました古川です。どうぞよろしくお願いします。 

○三木委員 

 住之江から来ました三木です。よろしくお願いします。 

○山中企画担当課長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、本日の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。 

 府議会議員の永井様でございます。 

○永井府議会議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。 

○山中企画担当課長 

 市会議員の片山様でございます。 

○片山市会議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。 

○山中企画担当課長 

 同じく、市会議員の岸本様でございます。 

○岸本市会議員 

 こんばんは。よろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 同じく、市会議員の佐々木様でございます。 

○佐々木市会議員 

 こんばんは、よろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 ありがとうございます。 
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 なお、本日、松崎議員におかれましては、所用によりご欠席でございます。  

本日、こちらのほうに、私より後ろに、西原区長以下、住之江区役所の職員も出席

させていただいております。なお、本年４月の大阪市人事異動によりまして、前回よ

り１名かわっておりますのでご紹介いたします。事業推進担当課長の平田でございま

す。 

○平田事業推進担当課長 

 平田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 本日の区政会議は午後７時５分現在で、全委員２４名中、１７名のご出席をいただ

いておりますので、定足数であります委員定数の２分の１以上を満たしておりますこ

とをご報告いたします。 

 また、本日の会議には、個人情報などの非公開情報はございませんので、公開とさ

せていただきます。 

 本日の資料とあわせて後日、議事録を公表させていただくこととなりますが、この

議事録につきましては、ご発言者と発言内容を掲載させていただきますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、会議でご発言いただく際には、係の者がマイクをお持ちいたしますので、マ

イクがお手元に届いてからご発言いただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 また、区政会議でご議論いただいている状況をホームページ等に掲載させていただ

くため、会議中に何枚かお写真を撮影させていただきますのでご了承ください。 

 それでは、改めて議事に移りたいと思いますので、議事進行につきましては、福永

議長にお願いしたいと存じます。福永議長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○福永議長 

 皆さん、改めましてこんばんは。議長の指名をいただいています福永でございます。
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どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 本日の区政会議は、「平成３０年度運営方針振返り（案）」について、各部会でご議

論をいただきました中で出た意見の報告や、区役所がそれらの意見を踏まえて、「運営

方針の振返り」にどのように反映したかといった説明をいただき、皆様で確認すると

ともに、今年度、来年度に向けたご意見などをいただくものでございます。よろしく

お願いします。 

 それでは、まず初めに、子ども・教育部会の仁平部会長さん、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。 

 子ども・教育部会は、６月６日に令和元年度の第１回部会を開催し、全７名の委員

のうち４名の委員が参加し、「平成３０年度区運営方針振返り（案）」について、意見

交換を行いました。 

 それでは第１回子ども・教育部会において、各委員から出たご意見を中心にご報告

いたします。 

 資料１の１ページをごらんください。 

 まず、経営課題１「子どもたちが輝くまちづくり」のめざす成果及び戦略のうち具

体的取組「１－２保護者、地域、区全体で支える学校教育」としては、学校協議会開

催の支援や教育行政連絡会などを開催しました。また、支援が必要な児童・生徒など

に対して、スクールカウンセラーや、発達障がいサポーターを派遣するなど、計画ど

おりに取り組みを実施し、学校長及び保護者へのアンケート結果も目標を上回るなど、

取り組み実績としてはおおむね順調であったとの報告を受けました。 

 次に、具体的取組「１－３先進的教育にチャレンジ」としては、漢検・英検の受験

支援や、学習指導員の派遣、さらには平成３０年度からの新しい取り組みである中学
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生の海外派遣等を実施、またキャリア教育として、ＮＧＯなどと連携した出前授業等

を計画どおり実施しました。事業実施後のアンケートも肯定的な回答が多く、こちら

も取り組み実績としてはおおむね順調でしたが、目標である全国学力・学習状況調査

アンケートにおいて「将来の夢や目標を持っている」と回答した児童・生徒の割合は、

児童・生徒とも、全国平均よりおおよそ５％満たない結果となっており、より一層取

り組みの工夫が必要であると考えているとの説明がありました。 

 部会では、キャリア教育に関しては、実際学校で行われている複数の事例の様子を

スライドで、また中学生海外派遣事業については、派遣された生徒たちの現地での様

子を動画で紹介いただき、私たちも取り組みの様子がとてもよくわかりました。 

 次に、子ども・教育部会の委員からの主な意見ですが、資料１の１ページの「１－

２保護者、地域、区全体で支える学校教育」の具体的取組の１つ目、「１－２－１地域

と一体になった学校運営」に関しては、「保護者以外の地域の者は、学校の取組みや子

どもたちの様子を十分に分かっていないこともある。学校の様子など、地域の者にも

よく分かるよう情報発信してほしい。」、その下の具体的取組の２つ目、「１－２－２児

童・生徒、保護者へのさまざまな支援」に関しては、「スクールソーシャルワーカーが

どんな活動をしているかなど、各施策の取組み内容について情報発信してほしい。」と

いう意見がありました。 

 次に、具体的取組「１－３先進的教育にチャレンジ」に関しては、「キャリア教育は

大変意義があると思う。性教育にも取り組むなど内容をより充実してはどうか。」とい

った意見がありました。 

 以上が、子ども・教育部会で寄せられた意見です。 

 これで、子ども・教育部会からの報告は終わります。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、区役所のほうからご説明をお願いします。 
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○平田事業推進担当課長 

 事業推進担当課長の平田でございます。私のほうから、委員の皆様からいただいた

ご意見への対応についてご説明をいたします。座って失礼いたします。 

 まず、資料１の１ページ具体的取組、「１－２－１地域と一体になった学校運営」に

関しての、「保護者以外の地域の者は、学校の取組みや子どもたちの様子を十分に分か

っていないこともある。学校の様子など、地域の者にもよく分かるよう情報発信して

ほしい。」、その下の具体的取組１－２－２、「スクールソーシャルワーカーがどんな活

動をしているかなど、各施策の取組み内容について情報発信してほしい。」についてで

ございます。 

 この間、学校協議会や教育行政連絡会において、さまざまなご意見をお伺いし、そ

うしたご意見を反映しながら、よりよい教育環境づくりに取り組んでいるところでご

ざいます。 

 部会では、実際在学している児童・生徒の保護者以外は、なかなかこうした区役所

や学校の取り組みについて知る機会も少ないのではないか、それではなかなか意見も

言えないのではないかというお話がございまして、私どもとしましては、そうした今

の学校現場の取り組みを知る機会の少ない方々にも、理解を深めていただく必要があ

ると考えております。そこで、平成３０年度運営方針振返り（案）につきましては、

次に、資料２の３ページの一番上、「１－２－１地域と一体になった学校運営」の右側

の欄に記載のとおり、学校の様子や区が実施する取り組みなどについて、広報紙やホ

ームページなどにより、積極的に情報発信を行っていくと反映をさせていただきまし

た。 

 次に、資料１に戻ります。資料１の１ページ、めざす成果及び戦略の「１－３先進

的教育にチャレンジ」に関しての、「キャリア教育は大変意義があると思う。性教育に

も取り組むなど内容をより充実してはどうか。」についてでございます。 

 先ほど、部会長よりご報告いただきましたように、部会では、キャリア教育として
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実施したオペラ歌手の方に来ていただいた学校での様子でありますとか、スタントマ

ンに来ていただいた交通安全教室など、さまざまな出前授業の様子をスライドでご紹

介しましたところ、なかなか接する機会のないこうした方々の話を子どもたちが聞く

機会があるというのは非常によいとのご意見を頂戴しました。そこから活発にご意見

をいただく中で、性教育も必要とのご意見を頂戴したところでございます。 

 区としては、性教育はもとより、命を育むこと、自分以外の他者とお互いを尊重し

合い心を育むなどの人権意識の向上にも十分、出前授業等を活用していきたいと考え

ております。 

 そこで、平成３０年度運営方針振返り（案）につきましては、資料２の３ページの

上から２番目、「１－３－２キャリア形成に通じる教育の推進」の右側の欄に記載のと

おり、「子どもたちのキャリア形成や体力向上、人権意識の向上に向けより企画内容を

充実し、様々な職業従事者や体験者、プロスポーツ選手などによる出前授業を実施す

る。」と反映させていただいております。 

 以上、子ども・教育部会でいただいた主なご意見について、区の取り組みに係る説

明を終わります。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した。 

 次に、福祉・健康部会の矢部部会長、お願いします。 

○矢部委員 

 では、福祉・健康部会の矢部です。よろしくお願いいたします。 

 福祉・健康部会は、６月４日に第１回の部会を開催し、委員６名全員と、オブザー

バーとして、専門分野別会議代表者４名及び住之江区社会福祉協議会より２名の方々

にご参加いただき、「平成３０年度運営方針振返り（案）」と「ふだんのくらししあわ

せプランの改訂及び高齢者支援についての課題」について、意見交換を行いました。 

 それでは、第１回福祉・健康部会において、各委員からいただいたご意見を中心に
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ご報告いたします。 

 資料１の１ページをごらんください。まず、「１－１地域ぐるみで子育てする環境整

備」について、「１－１－２子育て情報の発信」では、子育て世帯により効果的に情報

を届けるため、子育てマップや子育て情報紙、ＳＮＳ等を活用した情報発信を行って

いること、また、「１－１－３気軽に子育ての相談ができる居場所づくり」では、子育

てサロンや子ども・子育てプラザへの専門職の派遣など、気軽に子育て相談ができる

場所づくりに取り組んでいることが説明されました。 

 委員からは、子育てサロン等のチラシを小児科等の病院にも配架できないか、妊婦

のときから区役所等の相談窓口を活用してほしい。母子手帳をとりに来ない家庭を把

握できるようにしてほしい。子育てサロンに子育てプラザや区役所職員もさらに参加

してほしいなどの意見がありました。 

 次に「２－１支援を必要とする人々を支える体制づくり」について、「２－１－１身

近な地域のひとびとによる見守り活動」及び「２－１－３次世代の担い手の育成」で

は、将来の地域の担い手となる次世代も含めた区民に効果的に情報発信をし、地域福

祉推進の機運を高めることが重要であるとの説明がありました。 

 委員からは、ＳＡｌｉｖｅ実行委員会と区が作成した地域防災に関する動画を広く

一般の方に見てもらうため、ＤＶＤを貸し出ししてほしい。南港地域で行われている

中学生に向けた認知症に関する取り組みを他の地域でも進めてほしいなどの意見があ

りました。 

 なお、ＳＡｌｉｖｅ実行委員会とは、「住之江で安心して暮らす」ことを目的に、在

住・在勤・在学の次世代層を中心として自主的に立ち上がった、住之江区の身近な地

域福祉について考える会のことでございます。 

 次に、「２－２地域で取り組む健康づくり」について、「２－２－１運動の習慣化に

よる健康づくり」では、区民の方に、運動の習慣化あるいは食生活について関心を持

っていただき、生活習慣病の予防や健康づくりに資するための情報提供や周知・啓発
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を実施しているとの説明がありました。 

 委員からは、森ノ宮医療大学などから先生が来ていただいている健康体操の参加者

が多いことから、健康への関心が高いと考えられる。生活に不安がある独居者が多い

中で対策が必要ではないかという意見がありました。 

 次に、「２－３暮らしを支えるセーフティネット」について「２－３－１就労による

自立支援」では、意欲ある生活保護受給者等に対して、住之江区に多数あり、人手不

足に悩んでいる介護事業所等への就労意欲を将来の介護人材として育成し、行く行く

は就労による自立を目指してもらいたいという説明がありました。 

 委員からは、生活保護受給者等に対して、介護事業所に就労することへの苦手意識、

嫌悪感を解きほぐすことや、研修等の充実が必要、清掃等の周辺業務からでも就労に

つなげる必要性がある。介護関係以外の福祉職場でも、人材不足を抱えているなどの

意見がありました。 

 以上、福祉・健康部会から出された主な意見を報告いたしました。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、区役所のほうからご説明をお願いします。 

○藤井保健福祉課長 

 保健福祉課長の藤井でございます。座ってご説明させていただきたいと思います。  

 ただいま矢部部会長からございました福祉・健康部会でいただきましたご意見を踏

まえまして、「平成３０年度運営方針振返り（案）」に反映いたしますので、変更点を

中心にご報告させていただきます。  

 お手元資料２の３ページをごらんください。資料の中ほどでございますけれども、

「１－１－２子育て情報の発信」につきましては、子育てサロン等のチラシを小児科

等の病院に配架できるかという意見がございました。子育て情報につきましては、子

育て世代がより目に触れやすいようにする必要があると認識している次第でございま
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す。 

 ご意見を踏まえまして、「紙媒体について、子育て世代がよく利用する場所に配架す

る。」といたします。なお、部会の意見にもございました小児科等の病院への配架につ

きましては、医師会様のご協力も得ながら検討してまいりたいと考えております。  

 また、子育て相談の居場所づくりに関連しまして、妊娠期から切れ目のない子育て

支援、大阪市版ネウボラの取り組み、子育て世帯と区の保健師との顔の見える関係づ

くりも進めてまいります。 

 次に、「２－１－１身近な地域のひとびとによる見守り活動」につきましては、ＳＡ

ｌｉｖｅ実行委員会と区が作成した動画を広く一般の方に見てもらうため、ＤＶＤを

貸し出ししてほしいという意見がございました。  

 ＳＡｌｉｖｅなど地域の防災や福祉に関する意見交換会等では、福祉・防災の関係

者が中心であり、一般の区民の広がりがまだまだ十分でないと認識しておるところで

ございます。 

 ご意見を踏まえまして、「区ホームページに引き続き掲載するほかＤＶＤを貸し出し

する」と追記させていただきます。  

 次に、「２－１－３次世代の担い手の育成」でございます。南港地域で行われている

中学生に向けた認知症に関する取り組みを他の地域でも進めてほしいという意見がご

ざいました。中学生等、若い世代を含めた新たな担い手をふやしていく方策の検討は

必要であると認識しております。 

 ご意見を踏まえまして、「見守り活動を身近に感じていただくとともに、一部の地域

で実施している中学生等の若い世代等を対象とした取組みを他地域でも進める。」と追

記させていただきます。 

 次に、「２－２－１運動の習慣化による健康づくり」につきましては、「森ノ宮医療

大学などから先生が来ていただいている健康体操の参加者が多いことから、健康への

関心が高いと考えられる。」という意見がございました。  
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 健康づくりのためには、実行しやすい運動習慣について情報提供や指導・啓発を行

うなど、区民の方々が自身の体や健康への関心を高め、行動へとつなげることが必要

であると認識しております。 

 ご意見を踏まえまして、「地域のイベント等に出向き簡単な健康チェックとまる得健

診のＰＲを行う。」と追記させていただきます。 

 なお、まる得健診とは、年２回の特定健診実施の機会に合わせまして、結核健診、

骨粗しょう症健診の同時開催や、さらに体力チェック、血管年齢測定、体験型の食育

ブースなどを盛り込んだまる得コーナーを併設したもので、来場された区民の方々に

とってもお得な健診というイメージで実施をしておるところでございます。  

 また、「地域において、住民主体による百歳体操等を実施することにより、運動の習

慣化を図る。」とも追記をさせていただきます。 

 市全体では、百歳体操の取り組みを進めておりますが、住之江区では、森ノ宮医療

大学との連携によるもりもり体操なども地域で実施しており、より運動の習慣化を図

っていく次第でございます。 

 なお、部会ではご意見をいただきましたが、運営方針振返り（案）の追記としては

特に変更がありませんでした「２－３－１就労による自立支援」につきましては、資

料２には記載しておりませんが、引き続き、生活保護受給者等に対しまして、介護事

業所等への就労意欲を高めるよう働きかけるとともに、就労範囲の拡大につきまして

も、市全体で取り組んでいる総合就職サポート事業と調整を行ってまいるところでご

ざいます。 

 以上、福祉・健康部会の議論からいただきましたご意見を踏まえた、「平成３０年度

運営方針振返り（案）」への反映についてご報告させていただきました。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 次に、魅力・ブランド部会の山崎委員のほうで、ご説明お願いします。  
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○山崎委員 

 どうもこんばんは。魅力・ブランド部会の部会長の小川さんの代理で発表をさせて

いただきます。座ったままで失礼いたします。 

 魅力・ブランド部会は、５月３０日に令和元年度の第１回部会を開催いたしまして、

５名の委員全員が参加して、「平成３０年度運営方針の振返り（案）」について意見を

交換いたしました。 

 それでは、第１回魅力・ブランド部会において、各委員から出た意見を中心にご報

告をいたします。 

 資料１の２ページをごらんください。まず、めざす成果及び戦略、「３－１住之江な

らではのブランド力の向上」についてですが、具体的取組の「３－１－１歴史と文化

を生かした魅力の創造、発信」としましては、咲州で「すみのえ・南港・光のワンダ

ーランド」、加賀屋新田会所跡で「会所会」を開催、「３－１－２アートを活用したま

ちづくり」としましては、名村造船所大阪工場跡地で「すみのえアート・ビート」を

開催しました。いずれのイベントも多数の方に参加をいただき、参加者アンケートの

満足度も高く、取り組み実績としてはおおむね順調とのことでしたが、区民モニター

アンケートで「現在住んでいる地域に愛着や親しみを持っている」と回答する割合が

目標にはまだ至っていないとの報告がありました。  

 これに対し、委員からは、区民に愛着を持ってもらうためには、加賀屋新田会所跡

については「会所会」などの年１回のイベントだけではなく、ふだんから会所跡にな

じめるような仕掛けが必要なのではないか、またアート・ビートについては、より区

民に愛着を持ってイベントに参加してもらえるような工夫をするとよいのではないか、

また地域の口コミなどを活用するためには早目の情報発信が必要ではないかなどのご

意見がありました。 

 次に、「５－１情報発信の充実」のうち、具体的な取り組みである「分かりやすい広

報」については、情報をできる限り平易に表現した、紙媒体とウエブを連動し広報紙
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の機能向上を図った、地域情報の収集を積極的に行い地域に根ざした記事を掲載など

の取り組みを行いましたが、区民モニターアンケートでは、区の取り組みに関する情

報が届いていると回答した割合は目標にはわずかに届かなかったとの報告がありまし

た。 

 これに対し、委員からは、区民に情報が届くよう、そのタイミングやツールなど、

さらに工夫が必要なのではないかとの意見がありました。  

 次に、「５－３区の組織力の強化」の具体的取組である「②広聴機能の充実」につい

てですが、区政に対する区民ニーズを把握し、区政運営に反映させるため、区民モニ

ターアンケートを３回実施するとともに、広報紙の懸賞方法を活用したアンケートを

１１回実施し、区民モニターアンケートについては回答率について、目標を達成した

との報告がありました。また、次回からは区民モニターを募集するのではなく、無作

為に抽出した区民の方に対してアンケートを実施していくとの説明がありました。  

 委員からの主な意見ですが、区民アンケートの回答率を上げるために、回答者の中

から抽せんでプレゼントを行ってはどうかとの意見がございました。  

 以上で、魅力・ブランド部会で寄せられた意見について、報告を終わらせていただ

きます。ありがとうございます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、区役所のほうから説明をお願いします。 

○平田事業推進担当課長 

 事業推進担当の平田でございます。座って失礼いたします。 

 私のほうから、「住之江区ならではのブランド力の向上」及び「情報発信の充実」に

ついて、いただいたご意見への対応についてご説明いたします。 

 まず、資料１の経営課題３、めざす成果及び戦略の「３－１住之江区ならではのブ

ランド力の向上」についてご説明をいたします。 
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 部会でもご報告させていただきましたが、いずれの取り組みも区外から多くの方に

来ていただき、満足度も高いのですが、住之江区民の方々により多く来場いただき、

親しんでいただけるようにしていく必要があると考えております。いただいたご意見

への「平成３０年度運営方針振返り（案）」への反映につきまして、資料２の４ページ

をごらんください。 

 １つ目、「３－１－１歴史と文化を生かした魅力の創造、発信」につきましては、右

側の欄に記載させていただいておりますとおり、「区民がより関心を寄せるイベント内

容となるよう充実を図る」とともに、「イベント当日だけでなく、日常的な来訪に繋が

る仕組みづくりを検討する」よう、平成３０年度運営方針の振り返りに反映させてい

ただきました。 

 次に、同じ「３－１－２アートを活用したまちづくり」につきましても、「区民がよ

り関心を寄せるイベント内容となるよう充実を図る」とともに、より地域の方に来場

していただきやすいよう、開催日程の早期公表など、効果的な情報発信を行うという

ように反映しております。 

 次に、「情報発信の充実」についてご説明いたします。これまで「分かりやすい広報」、

「多様な手法を活用した情報発信」として、広報紙の内容を充実し、より魅力的な紙

面づくりに取り組み、また、イベントなどに参加しやすいよう、ＳＮＳを活用したタ

イムリーな情報発信を行ってきたところです。部会でいただいたご意見を踏まえ、区

民にとって必要な情報は何か、本当にわかりやすい表現になっているのかなどをちゃ

んと分析していくことが必要であると思っております。 

 いただいたご意見の「平成３０年度運営方針振返り（案）」への反映につきまして、

資料２の４ページをごらんください。「５－１－１分かりやすい広報」につきましては、

「区民アンケートを情報発信の機会と捉え、区の取組みを分かりやすく発信する設問

内容とする。」といたしました。 

 「５－１－２多様な手法を活用した情報発信」につきましては、「区民アンケートを
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情報発信の場と捉え、区の取り組みをわかりやすく発信することで関心を持ってもら

い、ＳＮＳなどの次の広報媒体への閲覧へつなげる。」といたしました。 

○栗谷総務課長 

 続きまして、広聴担当をいたしております総務課長の栗谷でございます。私のほう

から、「広聴機能の充実」について、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。 

 同じく、いただいたご意見の「平成３０年度運営方針振返り（案）」への反映につき

ましては、資料２の４ページ、下から３つ目のほうをごらんいただきたいと思います。 

 これまでは、モニターとしてご登録いただいた方、約４００人の方に対しましてア

ンケートのご協力をいただいておりましたが、次回から、無作為で抽出した区民の方

２０００人の方にアンケートを送付し、ご協力をお願いする予定といたしております。

他区の実績でも、同様のアンケート方法により、３割程度の方から回答をいただいて

おりますことから、従来よりも多くの方からご意見をいただけることが期待できるも

のと考えております。 

 これまでの区民モニターアンケートでも、３回のアンケート全てにご回答いただい

た方に、謝礼として図書券を差し上げていたこともありましたので、委員からのご意

見を踏まえ、今回のアンケートでも、ご協力いただいた方に抽せんで何か記念品を差

し上げることができるよう、検討してまいりたいと考えております。 

 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、平成３０年度運営

方針の振り返りへの反映、今後の区の取り組みについてのご説明を終わらせていただ

きます。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。 

 最後に、安全・安心部会の古川部会長、よろしくお願いいたします。 

○古川委員 
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 安全・安心部会の古川です。 

 安全・安心部会は、６月３日に第１回部会を開催し、全６名中５名の委員の参加の

もと、平成３０年度区運営方針の振返り（案）について、意見交換を行いました。第

１回安全・安心部会において委員からいただいた意見を中心に報告いたします。 

 資料１の２ページをごらんください。１点目は、「４－１災害に強いまちづくり」を

目指した取り組みについて、区民の防災意識の向上に向けた啓発が重要であるとの話

の中で、防災訓練などの周知は、主に回覧板を使用しているが、回覧板に情報が多く

埋もれてしまっているため、周知に工夫が必要であるとの意見があり、回覧板は重要

な情報源と認識している一方で、情報が余りにも多く、周知に対する工夫が必要との

意見がありました。また、改善に対する工夫として、回覧前に目次を作成し添え書き

している事例も発表され、委員からよいアイデアであるとの一致した意見となってい

ました。 

 さらに、地域の自主防災組織力の向上において欠かすことのできない地域防災リー

ダーの育成の取り組みについて質疑がありました。 

 また、「４－３防犯活動の充実」については、特殊詐欺被害の防止における区役所の

発信についてや子どもが巻き込まれる事件や事故が多発しており、見守り隊に防刃チ

ョッキを導入してはとの意見がありました。 

 最後になりましたが、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は終わります。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、区役所のほうから説明をお願いします。 

○渡邊協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課長の渡邊です。私から、いただいたご意見の区運営方針への反映
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状況についてご説明させていただきます。資料の２の４ページをごらんください。 

 「４－１－２防災意識の向上に向けた啓発」についてですが、防災講座の開催など

を通じて防災意識の高い人材を発掘・育成しますとともに、区広報紙やホームページ

はもとより、区民まつりなど、防災以外のイベントにおいても備えることの啓発を進

めていくとしていたところでございます。 

 部会におきましては、古川部会長からご報告がありましたとおり、地域では、回覧

板の回し方を工夫することで大切な情報を伝えるようにしているといったご議論もい

ただき、回覧板や掲示板などが、区民の皆様にとっての有効な情報伝達手段であるこ

とを実感させていただきました。今後は、ご意見を踏まえさせていただき、地域から

の情報発信のご協力もいただきながら、防災意識の向上に努めていくこととし、振り

返りの中で、地域との連携を強化し、地域住民にわかりやすい周知を工夫すると整理

をさせていただきました。 

 次に、「４－３－２防犯意識の向上に向けた啓発」については、さまざまな手口で頻

発する特殊詐欺の被害防止に向けて、効果的な出前講座を実施しますとともに、発生

事案を踏まえたタイムリーな情報発信にも努めているところでございます。 

 また、ひったくり防止や子どもの見守り活動などを地域・警察・企業など、さまざ

まな機関と連携して取り組みを進めることとしておりますが、部会においては、部会

長からご報告がありましたように、多発する事件・事故の中でご尽力をいただいてい

る見守り隊に防刃チョッキを導入してはとのご意見もいただくなど、地域で見守り活

動を担っていただいている方自身の安全・安心も視野に入れた支援の必要性をご指摘

いただきました。 

 これを踏まえまして、地域の皆様のご意見をお聞かせいただきますとともに、警察

等の関係機関にも相談させていただくなど、「見守り活動のサポートについて検討す

る。」ことを追記させていただきました。 

 以上で、安全・安心部会でいただきましたご意見とその反映状況についてのご説明
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は終わります。 

 以上で、私からのご報告とさせていただきます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 各部会の報告につきましては、部会を越えて、各委員さんから意見等がありました

ら、よろしくお願いします。 

○三木委員 

 どうも、住之江の三木です。 

 今日、渡邊課長が、うちの安立町の近くで、ごみ屋敷とは言わないですけど、かな

りいろんなものをためこまれている家のとこで説得されている横を、私は自転車で通

って、頑張っていらっしゃるなと思って。 

 何をしに行ったかというと、大和川のほうに行きました。あれだけ奈良の南側で降

ったにもかかわらず大和川は３０％弱ぐらいで、中洲が歩けない状況になっていまし

た。 

 今、九州のほうで線状降水帯が出て、もう非常にすごい状況になっています。あれ

がちょっとずれると大阪にも来る話なので、もう本当に、大和川上流でああいうのが

起こらないことを祈るのみなのですけれど、去年お願いしたので、大阪市の危機管理

室のほうから国土交通省のほうに言っていただいているという話ですけれど、この大

和川の話だけはずっと忘れずにやり続けないと、切れたらもう本当に終わりなのです。

ものすごく大切な人的財産が失われる話になると思います。よろしくお願いします。 

 それとあと、防刃チョッキの件なのですけど、実は川崎の分で８０５０問題、８０

歳の老夫婦が５０歳の人をサポートして、なおかつ５０歳がひきこもりになっている

というような８０５０問題、要するに、ああいうひ弱な男性がナイフ１本で、短時間

で、あれだけの子どもたちに対して危害を与えられるというのは、外務省の方がミャ

ンマーであれだけ頑張っていたということは、相当腕っぷしも強いはずなので、それ
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が一撃でやられて、無力化というのですけど、無力化されているという状況だと思い

ます。彼がちょっとでも助かるというか、対抗できる力があったら、あの５０歳のひ

きこもりの人は、結果的にバスの運転手に何をしているのだと言われて、やめて、自

殺した話なので。 

 それで、どうしても日本人は防刃チョッキというと、自衛隊のＯＢの人が警察官を

襲撃した話がありますけど、あれも僕は、防刃チョッキの下に薄い縦と横のケブラー

繊維のアンダーウエアさえつけていれば彼も助かったと思う。今は助かっていますけ

れど、そうならなかったと思うのですけど。 

 本当に、ボランティアでお願いしている見守り隊の皆さんが、全く丸裸の状況で、

日本は性善説であって、それは極めて日本人にとっていいことだとは思うのですけれ

ど、大阪、できれば市か府でもいいのですけれど、そういう皆さんの温かい心で支え

られている見守り隊を丸裸で置いておくというのはおかしいと思わないと。これは私

が昔役人をやっていたので、全然どこにも予算要求に引っかからないのですよ。なお

かつ現場の話、区の話ですから、国とか府とかはもうほとんど関係ないのです。住之

江区だけの話なので、そこについては、区の皆さんの予算項目に入らない、大変な話

なのですけど、ものすごい大切だと僕は思っているので、安全・安心部会の皆さんの

ご了承を得て、議論させていただいたというところであります。 

 以上であります。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 これに対して、区役所も何か説明等をお願いします。 

○渡邊協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課、渡邊でございます。 

 三木委員、どうもご指摘ありがとうございます。 

 防刃チョッキの件につきましては、私もご紹介いただきました企業さんにもちょっ
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と確認させていただき、今どういったものがあるのかといったことも研究中でござい

ます。また、地域の皆様のご意見もお伺いしながら検討を進めていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

○矢部委員 

 福祉・健康部会の矢部です。今の三木委員の追加になるのですけれども、福祉・健

康部会でもお話をさせていただいたのですけれども、校区は見守り隊の方とか、いろ

いろ地域のお母さん、お父さんが見守っていただいていると思うのですけれども、こ

れは、いきいきの会議に出たときに、ちょっと先生がおっしゃっていたのですが、学

校選択制で、ほかの区域から来られているようなお子さんたちは、一応学校の決まり

では、校区の一番端のところまでは父兄が送り迎えをするという決まりになっている

そうなのですが、そうなっていないのが多分現状だと思うのですね。  

 校区から自分の家まで帰る間に、誰も確認をしていないというのが現状のようなこ

とをお聞きしていますので、そういう子どもたちをどういうふうにサポートしたらい

いのだろうとか、そういうのをすごく不安に思ったのが、特に、いろんな事件が起き

ていますので、そういうことも不安に思いましたので、ちょっと追加でご質問をさせ

ていただきました。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの意見について、区役所のほう、何か。  

○平田事業推進担当課長 

 教育担当の平田でございます。ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、

学校選択制につきまして、校区外から通学する子どもについては、原則、校区までは
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保護者が送っていくという、一応約束事になっております。  

 原則はそうなっているというふうに、我々、認識しているのですが、学校とも確認

しながら、そうではない場合があるのであれば、保護者の方にそこは徹底していただ

くとともに、さらに何か安全のために我々にできることがないかというふうなところ

につきましては、検討させていただきたいと思っております。 

 ご意見ありがとうございます。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 そのほかの意見ございますでしょうか。どうぞ。  

○西委員 

 私は、安全・安心部会なのですが、魅力・ブランド部会のレジュメについてちょっ

とご質問というか。 

 今回の「平成３０年度運営方針振返り（案）」というのを見ていますと、どちらかと

いうと、やはり区民が関心を寄せる、そういう内容にはどうしたらいいかというよう

なことが結論づけられて書かれているように思うのですが、ここに書いているような、

例えば具体的な施設としては、北加賀屋にあるアート施設とか、それとか、敷津浦に

あるかと思うのですけどやはり、新田跡というのは、そういう施設に対して区民が果

たしてどこまで関心を寄せるかというのは、ある程度限定的なような気がするのです

ね。 

 むしろ、そういうのというのは、今、海外からどんどん人が来るような、そういう

人たちに関心を持って足を運んでもらえるかどうかとか、ほかの区からでも人が足を

運んでくるような、そういうふうな発信のほうが有効なのではないかなというのを、

私がこれを見ていて思いました。 

例えば、文化とか芸術というのが、住之江区の人に関心を持ってもらおうという努

力よりも、むしろ外に発信していくほうが有効ではないかなという気がしたというこ
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とと、特に芸術に関して言いますと、住之江の高校がありますよね。平林の向こうの

南港口に、港南造形高校ですね。あそこなんかは、やはりいろんなものを学んでいる

学生もたくさんおりますので、むしろそういうのは、先ほど学校関連の話が出ていま

したけれど、やはりそういうところの施設、住之江にある施設を、小学校、中学生、

もしくはそういう高校生なんかに、やはりどんどん積極的に足を運んでもらうという

ようなことの取り組みを考えたほうが、地元にこういう施設があるのだなというよう

な、もしくはそういうものがあるのだというふうな、そこからさらに発展していくよ

うな気がします。 

 一生懸命昼に働いている人たちに、こんなものがありますよとアピールしても微妙

かなという、ちょっと個人的な意見ですけど、そういう気はしました。  

 以上です。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 この意見について。 

○平田事業推進担当課長 

 魅力・ブランド部会の平田でございます。ご意見ありがとうございます。  

 まず、区民がより関心をという部会での議論になりました背景が、やはり区民の方

に、住んでいる区により愛着を持っていただくためには、それが、目標に少し届いて

いないというところから議論が始まりましたので、こうした、より関心を寄せていた

だけるイベントにもっとしていかないといけないのではないかというご意見を頂戴し

たところです。 

 私ども、おっしゃるように外への発信そのものをしないというわけではなくて、区

民にも関心を持っていただけて、一方で、まさに今おっしゃっていただきましたとお

り、ちょっとした写真１枚をＳＮＳに上げたら、思わぬところ、全国であったり、世

界であったりというところから関心を持っていただくことで、「え？自分のところでこ
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んなところがあるの」というような動きにつながったという事例が、もちろん全国だ

けではなくて、世界中にあるわけでございますので、そうしたＳＮＳを使った、外向

けの情報発信というのも、あわせて充実してまいりたいというふうに考えております。 

 港南造形高校につきましては、実はこれまでもいろいろ区のほうが生徒さんにご協

力をお願いいたしまして、去年のアート・ビートにも、実はご参加をいただいており

ます。そして、高校の生徒さんと、例えば地元の小学生がコラボして何かできないか

といったようなところも、スケジュールの都合がございますので少し時間がかかる、

今回とか、来年とか、実現ができるかどうかはちょっとわからないのですけれども、

そうした連携をしていくことで、より子どもたちにも高校生に関心を持っていただく

とともに、高校生たちのキャリア教育にも寄与していけるような取り組みができない

かというようなところは、これから検討してまいりたいと思っております。  

 ご意見ありがとうございます。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 私、よろしいですか。今の魅力・ブランド部会のやつで、今さっきの加賀屋新田の

会所会ですけど、あれはイベント当日ではなくて、日常的な会合とか行事とか、今さ

っき健康志向で歩いて、要は歩こう会とか、いろんなものもあると思うのです。  

 例えば、これをハイキングコースにして、もう日常的にやるような、そういうコー

スとか、何かそういうことで、常にここを通りにするとか、そういう方法はどうかな

ということと、それと、アート・ビートですけど、何か若い子がいっぱいで、ぞろぞ

ろ行くみたいで、若い子は結構集まっているなと。でも、結構年配の人が、地元の方

は別だけど、地元以外の方が、果たして見にいっているかなといったときに、どうも

行っていないのではないかなという気がして。 

 それと、結構この日というのは、ほかのイベントと重なったりしているのですね。

だから、ほかのイベントと重ならないような調整とかして、区役所が音頭をとるのだ



27 

 

ったら、区役所でちゃんと音頭をとって、ほかの行事と重ならないようにするとか、

そういうような何か配慮も要るのかなと。それによって、もっと来ていただく人をふ

やすとかいうことによって、ちょっと関心を持ってもらおうと、どうかなと思います。  

 以上です。 

○平田事業推進担当課長 

 ご意見をありがとうございます。おっしゃったように、少し高齢者の方は、どうし

ても地元の毎年来てるという方にとどまっているような傾向は、アンケート結果とか

からも出ております。もう少し幅広い年齢の方にも来ていただけるような工夫はして

いかないといけないかなと思っております。 

 また、日程なのですけれども、それもおっしゃるとおりで、今、住之江区、すごく

熱心にいろいろなことをやっていただいていて日程が重なるということもございます。 

 ただ、そうしたことも結構早い段階から情報発信していけば、どうしてもやむなし

のところはあるのですけれども、少しは皆さんに来ていただきやすいのではないかと

いうところで、今年度からは、去年よりはよりもっと前に日程等の発表をしていって、

口コミとかでお越しいただくような仕掛けにしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○福永議長 

 会所の散歩コースとか。 

○平田事業推進担当課長 

 すみません。会所会につきましても、おっしゃるとおり、普段、イベントのときだ

けではもったいないということで、あそこを使って、本当に。 

○藤井保健福祉課長 

 健康につきましては、ウォーキングマップというのを作成しております。住之江区

内、確かに議長がおっしゃったように、会所会とか、安立の霰松原とか、歴史的な資

源がたくさん多くございますので、そういったことを区民の方に知ってもらう。また、
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健康を維持するために歩く習慣は大事でございますので、工夫してまいりたいと考え

ております。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 その他、どなたかご意見ございませんでしょうか。  

○三木委員 

 ２回目ですけどいいですか。 

○福永議長 

 どうぞ。 

○三木委員 

 ちょっと言い忘れていたので。前回もちょっと言ったときに、区長はわかっていた

だいていたのですけど、今、ＳＤＧｓ、持続可能性の話があって、各企業に、いろい

ろＳＤＧｓの話をやって、今、私もちょっと学会の中に入っているので、やっている

のですけど、結果的に、各企業にＳＤＧｓ１７項目のうちの、どの項目に当たるのだ

ということを割に明言せずに、ＳＤＧｓの話でご協力願いたいというような話が、や

はり私がヒアリングしていたらあるのです。  

 今のアート・ビートの話とか、そういう話も含めて、公費、市とか区とかのお金で

サポートしていくのは、やはり限界があるでしょうから、こういうことで、例えばＳ

ＤＧｓの１７項目の、住み続けられるまちづくりというような項目の中に、こういう、

要するに、まちが衰退していくのをとめていくという話を、具体的に各企業、ここに

本社を置いている、大手の企業もおられるので、そういうところに区のほうで行かれ

るときに、そういうＳＤＧｓの中身の１７項目に少なくとも当たる話でサポートして

もらえないかというような話を具体的にしたほうが、企業もやりやすいだろうと思い

ます。私の言っている防刃チョッキについても、パーフェクトな物はすごく高いでし

ょうけれど、ケプラー繊維を縦横にしただけのぺらぺらの分であれば非常に安くでき
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るはずでしょうし、例えば、その背中に企業のマークを入れておいてあげるとか、そ

れはもう彼らにとったらＳＤＧｓの中の一環でやっているのだという整理がつけば、

多分企業としてはサポートできる話だと思います。  

 そのあたりが、やはり私が今、イノベーション学会というのをやっているのですけ

ど、学会のメンバーなのですけど、なかなか企業と、学者と、行政との間の差かなと

いうふうに思っていますので、区役所の皆さんへのシェアリングの１つで頑張ってく

ださい。 

 以上です。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 ほかにご意見ございませんでしょうか。  

 ちょっと区役所のほうへ確認だけでよろしいですが、今の気象情報の伝達方法が少

し変わったということで、今、チラシを配っていただいているのですけど、あれは全

戸配布という形になっているのか、それとも回覧なのか、どっちかなと思って。  

○渡邊協働まちづくり課長 

 防災担当をさせていただいております渡邊でございます。  

 前回の地域活動協議会の会長会なり、連合町会長会さんのほうでご説明をさせてい

ただきまして、班回覧をしていただくお願いをさせていただきました。  

 また、来月、広報紙のほうにも次の号で掲載して、全戸配布を進めていきたいと思

っているところです。 

○福永議長 

 あれ、班回覧にしたって、今さっき言ったみたいに、回覧がなかなか回ってこない

よという話があって、実は私のところは今日増刷してもらっていますけど、各戸に配

ろうと考えていますけど。 

○渡邊協働まちづくり課長 
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 区広報紙に載せさせていただくので、もう少し周知を徹底したいなと思っておりま

す。 

 また、掲示板の活用等も考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○田林委員 

 今の件で、いいですか。座って失礼します。粉浜連合町会の田林なのですが、今の

件なのですが、班回覧とおっしゃっていたのですが、そういう指導を受けまして、我々

は一応各班長にお配りをして、その備考欄にコメントをつけまして、各自で欲しい方

はおっしゃってくださいと、印刷してお渡ししますと。そういうふうに言って結構配

っております。 

 たまたま熊本の大雨がございましたので、非常に反響はあります。今日時点で。も

しよければ参考にされたらいいのではないかと思います。  

○福永議長 

 ほかにご意見ございますでしょうか。  

 ないようですので、それでは安藤副区長のほうから、本日の議論の取りまとめをお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。  

○安藤副区長 

 どうもありがとうございます。長時間にわたるご議論、活発にいただきまして、本

当にありがとうございます。私のほうから総括といいますか、ちょっと感想めいたお

話をさせていただきたいと思います。 

 この区政会議をやらせていただくたびにいつも思いますのは、昨年もそうだったの

ですけれども、やはり地域の皆さんの思いと言いますか、そういったものが熱く伝わ

ってくるというふうに思っております。やはり地域の力とか、地域のネットワーク、

そういったものを活用して、区政の運営というものをうまくできないだろうかという

ふうな意見を、全体を通じていただいているのかなというふうに思っております。  
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 部会ごとに言いますと、子ども・教育部会ですと、やはり学校が、わかりやすく言

うと、学校として学校の先生が仕事に集中できるようにやっていけるような環境づく

りというのが大切なのかなと常々思っております。昨年のときには、登校支援のサジ

ェスチョンなんかもいただいたところですし、今回部会では、学校協議会について、

これがもう少し機能するように、メンバーなんかも選んではどうかというふうなご意

見もいただいているところでございます。このあたりは、また学校と調整して、より

よいものにしていければなというふうに思っております。  

 それから、同じく子ども・教育部会ですけど、キャリア教育については、随分関心

を持っていただいているのかなというふうに思っております。今回子どもの命とか、

人権とかいった点にもご意見いただいたところでございますけれども、やはり住之江

区の独自の思いといいますか、取り組みとして、今回たまたま冒頭区長が申し上げま

したように、Ｇ２０というものがございました。それから、この４月には水都国際中

高一貫校が開校しているようなことで、やはりこういったこともきっかけにしながら、

子どもたちには世界を視野に入れて育っていただけるような、そういった教育を今後

とも取り組んでいけたらなというふうに思っているところです。  

 それから、福祉・健康部会です。これもやはり防災と、それから地域福祉の関係を

テーマにしたビデオに関するご意見ですとか、それから徘徊訓練。実際に私もこれに

参加しまして、訓練とはいえ、やはり実際に参加してみると非常にリアルな体験がで

きます。 

 この前も、たまたま私が家の近所を歩いていると、懐中電灯を持ったおばあさんが、

家への帰り方がわからないということがありました。あれを経験していると、わから

ないというのは、これは徘徊だなということが、すぐにピンときまして、最寄りの警

察にお連れしたというふうなこともございました。  

 やはりこういう訓練というのは、実際にこういう取り組みを模擬体験していくとい

うのは非常に大事だと思いますので、こういった取り組みをいろいろと広げていけれ
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ばなというふうに思っているところでです。  

 それから、魅力・ブランド部会です。これもやはり地域とイベントの関連性という

ようなところで、ご意見をいただきました。その一方、今日は、地域にこだわらずも

う少し広域的な視点でというふうなご意見もいただいたところでございます。  

 まず、区役所の建前として、区のお金を使う以上は、まずは区民の皆さんに幸せに

なっていただく、区民の皆さんに楽しい思いを持っていただくということが、まず第

一かなというふうに思っております。この視点を持ちながら、住之江での取り組みが

広域的な魅力を備えるということは、より区民の皆さんへの愛着を高めていくという

ことにもつながっていくと思いますので、先ほど担当課長が申しましたように、両輪

で、２つの視点を持ちながら、ただ最終的には区民の皆さんに幸せになっていただく、

楽しい思いをしていただくということを目的に、このイベントといったものをやって

いければなというふうに思っております。  

 それから、イベントも含めた情報発信なのですけれども、今までの反省点としては、

少し大阪市の報道発表のルールを律儀に守り過ぎて、ちょっとタイミングがおくれる

ということがありました。もうこれは無視というとちょっと言い過ぎですけども、私

も市の職員ですので余り大胆なことは言えませんけれども、それでも少々フライング

してもいいじゃないかと。それよりも皆様方に情報が早く伝わることが大事だという

ふうに思っておりまして、少し今までの掟を破って、一歩踏み出していこうかなとい

うふうに思っております。 

 それからあと、広聴という部分では、モニターアンケートのやり方を、今年度大き

く変えようと思っております。ちょっとやり方を変えますので、少しデータに連続性

というのがなくなってしまうのですけれども、やはり区民の皆さんの意見を反映した

区政の運営という視点では、まずこの区政会議というのがございます。これは非常に

大事ですし、本日のような突っ込んだ議論をさせていただくという部分で、非常に有

効だと思っております。その一方、やはり広く、浅くと言うと怒られるかもわかりま
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せんけれども、やはり住之江区には十二、三万人の人が住んでおられるわけですから、

そういった人たちの意見も幅広く吸収するという意味では、区政モニターアンケート

というのは非常に大事な手法だと思っておりますので、そういった観点も含めまして、

今年度ちょっとやり方を変えていくというふうなところでございます。  

 それから、安全・安心部会でございますけれども、先ほど来議論が出ております防

刃チョッキの件です。やはりピストルを持って逃げた吹田の事件がありました。私も

あの晩は出てきたりもしていたのですけれども。それから川崎の事件ですね。結構身

近なところでああいうことがいつ起こってもおかしくないというのが、今の世の中で

ございます。 

 実際に見守りをやっていただいている人のご意見もお聞きしながら、それから先ほ

ど課長も申しましたように、警察の方にもちょっとサジェスチョンをいただきながら、

地域の方とどう連携していけばいいかなということを研究していければなというふう

に思っております。 

 それからあと本日出たご意見として、校区外の通学のお話がございました。まずは

原則論というのはございますので、これはしっかり保護者の方に守っていただくとい

うことがやはり大事かなと思っておりますので、これは学校を通じてもう一度そのあ

たりの徹底をできるだけされるように、学校のほうにも働きかけていければなという

ふうに思っております。 

 それから、話がいろいろ前後しますけれども、港南造形高校です。アート・ビート

でもいろいろ協力いただいていますし、それから各地域のポスター、１４地域つくっ

ていただきましたけれども、これは本当に港南造形高校の皆さんのお力ででき上がっ

て、地域の方にも非常に喜んでいただいていますけども、そういった取り組みもやっ

ています。 

 校長先生とも非常に良好な関係を、今、私ども持っておりますので、これからもい

ろいろご協力いただきながら、住之江区の魅力づくりに取り組んでいければなという
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ふうに思っているところでございます。  

 私からは以上でございます。よろしくお願いします。  

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 それではここで、アドバイザーの議員の方々から一言ずつご意見をいただきたいと

思いますので、永井府議会議員のほうから順番によろしくお願いします。  

○永井府議会議員 

 お疲れさまでした。ありがとうございました。  

 ちょっと区役所の方々に確認したいことがあるのですけど、ＳＮＳ等を用いて情報

発信というポイントが何個か出てきたと思うのですけど、今、そもそも区役所が使え

るＳＮＳは何があって、それがどのぐらいの発信力があるのか、フォロワーとか、い

いね数とかあると思うのですけど、すぐ出るのでしたら教えてほしいのと、考え方と

してはそもそもそれがあまり数がなかったら、どれだけ何回も発信しようが大した人

が見ることはないと思うので、そこを底上げする必要があるのかなと思います。  

 すごい時代になってきて、トランプさんもツイッターでぽっとやったら、北朝鮮に

行く時代になっていますから、区役所としても、ちょっとでも総数を上げるような努

力がやはり必要なのかなと思うのと、あともう一つ、魅力・ブランドの話で、アンケ

ートの協力者に記念品というか、懸賞をやったほうが利用者がふえるのではないかと

いうことなのですが、そのとおりだと思うのですが、さっき何とおっしゃっていまし

たか、別のやつで図書券をお渡ししたのでしたっけ。図書券もいいのですけど、せっ

かくだから、住之江の特産物というか、あまり知られていないけど、こんな物がある

よみたいなやつを、企業とかお店の協力を取りつけて、せっかくだから図書券よりも

何かそんな物を渡したほうが、より魅力・ブランドを高めることにつながるのかなと

思いますので、それをもうちょっと含めてご検討いただけたらなと思います。  

 以上です。 



35 

 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 それでは片山議員、お願いします。  

○片山市会議員 

 片山です。お疲れさまでした。今日の本会議以外にも、これまで各部会でもたくさ

ん討議していただきましてありがとうございました。お仕事もお忙しい中いただいて

ありがとうございます。 

 地域密着的なとか、あるいはそれぞれのお仕事の中からでも、たくさんのご意見を

いただいて、大阪市とか、住之江区とか、大きく変化してきておりますので、この中

で、皆様のご意見をいただきながら区政運営をこれからもやっていくということでご

ざいまして、斬新な発想で、あるいは柔軟な考え方で、これからもやっていきたいと

いうふうに思っております。 

 私のほうも、皆さんの本日のご意見を参考にさせていただきながら、市政にも反映

していきたいと思いますので、本日はお礼だけの言葉とさせていただきます。ありが

とうございます。 

○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。 

○岸本市会議員 

 本日はお疲れさまでした。私のほうからも何点か区役所のほうにも聞きたいことが

あるのですけど。 

 まず最初に、先ほど、西委員のほうから、魅力・ブランドの件でお話がありました。

私も全く同じ意見です。そういった意味では、本当に住之江に住んでいてもなかなか

わからないという部分で、住之江区民にまずは周知をしていくという部分も大事なの

かもしれませんけれども、逆にいろんなところから、いろんな人が何か来ているねと
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かいう部分があって、初めて、こんなに住之江にもいいところがあったのかというの

を逆に気づかせてもらえるというのが、いわゆる逆輸入みたいな形で、そういったこ

とができれば、もっと住之江区民の皆様にもいろんな住之江区内の魅力をどんどんア

ピールしていくことができるのかなというふうに思いますので、これはどんどん進め

ていっていただきたいというふうに思います。 

 それとあと、これも若いお母さん方からご要望があったのですけれども、いわゆる

保育所の情報というのは区役所ではすごくつかむことはできるのですけれども、逆に

幼稚園の情報というのはなかなかつかみづらいというお声がありまして、例えば子育

てプラザですとか、子育てサロンのほうに、それぞれの幼稚園の情報、チラシですと

か、そういったものがあれば、いろいろ比較検討できていいのではないかという、そ

ういうご意見がありましたので、ぜひともそこのところを検討していただければなと

いうふうに思います。 

 また、住之江区にも住之江図書館があるのですけれども、やはりこれもそろそろ考

えていかなければいけない時代になってきているのではないかなというふうに思いま

す。実際、図書館となっていますけれども、言ってみれば図書室みたいな感じですよ

ね、あの場所自体が。あと、私も直近はちょっとわからないですけども、数カ月前に

住之江図書館に行かせてもらったときに、エレベーターで上がりますよね。皆さんも

お使いになったと思うのですけれども。そのエレベーターのところに張り紙がしてあ

るのです。皆様、見られた方もいらっしゃると思うのですけれども、この場所は人目

につきにくいところなので身辺にご注意くださいというふうに書いてある。そもそも

こういった場所に図書館があるというのはどういうことなのだというのを、そういう

のもありますので、しっかりとそういう部分も踏まえていただいて、住之江区民の皆

様が安心して、また、楽しみにしてもらえるような図書館づくりというものもやって

いっていただければなと。 

 それが、やはり子育て世帯の方々や、児童虐待の防止にもつながっていくのかなと
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いうふうに思いますので、私のほうからちょっと提案させていただきたいと思います。 

 本日はお疲れさまでした。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 それでは佐々木議員、お願いします。  

○佐々木市会議員 

 今日は皆さん、ありがとうございました。たくさん貴重な意見を聞かせていただき

まして、私も勉強になりました。 

 子ども・教育部会で、性教育にも取り組むなどの内容を充実してはどうか。私も同

意見で、住之江区でも子どもの貧困は本当にすごく多いと思っています。子どもの貧

困の根源は、やはり若年層出産であると思っているからこそ、性教育が非常に重要に

なってくると思います。 

 子どもは、やはり２４時間にこにこしているものではないです。でも子どもという

のは、若年層、１６歳、１５歳の子どもは、やはりそういうこともわからず子どもを

出産してしまいますし、ライフプランニング事業もすごく重要で、将来、今、自分の

家のローンがどれぐらいあるかとか、子ども１人育てるのにお金が幾らかかるかとか、

自分のお小遣いだけではなくて、親が幾ら稼いでいるとか、そういうのも全く無知な

状態で子どもを産んでしまうというのが、この子どもの貧困にすごく直結して、つな

がっていると思います。 

 先ほども副区長のほうからお話がありましたが、私もすごく教育ママをしています

が、英検、漢検ももちろん重要ですし、世界を視野に入れることも重要ですけど、こ

の子どもの貧困を置いてけぼりにすることなく、やはり両輪でしっかりと進めていた

だきたいと思っています。 

 あと、今日も仙台で２歳の子が放置死をしたという悲しい事件がありました。これ

も健診を受けていなかったというのが上がっていますので、ぜひ健診を受けていない
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お子さんは、必ず、今、このネウボラもしっかりと活用していただいて、自宅に行っ

て子どもの顔をチェックするぐらいのきめ細かい対応をお願いしたいと思っています。 

 あと、防刃チョッキの件なのですけど、私も先ほどのご意見がありましたけど、企

業としっかりと連携を結んで、マークもすごくいいと思うので、市議会でもこういっ

たことを委員会で言って、実現できるように頑張っていきたいと思います。  

 今日は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。 

 以上で、全体会の議事を終わります。 

 皆様方には議事進行につきましてご協力いただいて、ありがとうございました。  

 それでは事務局へお返しします。よろしくお願いします。  

○山中企画担当課長 

 福永議長、どうもありがとうございました。 

 それでは最後に、西原区長のほうからご挨拶、一言お願いします。  

○西原区長 

 皆さん、ありがとうございました。部会での議論、そして本会でのさまざまな議論、

我々としまして、住之江区、これからも住みよいまちづくりのために、日ごろから各

区役所の担当が、区民の方々、それから世の中の情勢も考えながら、いろいろ考えて

いるところでございますが、皆様には、特に各地域での活動に近い方々が非常に多く、

そういう部分で、実際にやられている方もいらっしゃいますし、そういった部分での

課題を認識されていると思っております。  

 我々、たくさんの課題がありまして、今も意見がいろいろありましたけれども、区

役所だけで解決できることというのは限られていると思っておりまして、いろんな

方々と一緒になってこれを解決していきたいと思っていますので、今後ともよろしく

お願いしたいと思っております。 
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 特に、先ほどからあります人、いわゆる子どもさんから高齢者の方々まで、どうい

うふうにこの住之江で育てていただくかという部分、これは、幅広い、部会での議論

となると思いますけども、そういう部分にはしっかりと実をつけていきたいと思って

います。 

 それから、先ほどから言っています自然災害、これから時期的にもそうですけども、

南海トラフはいつあるかという部分、それから大雨も来ます。去年台風も来ましたし、

そういう部分での我々の対応の仕方というのも、これからしっかり考えていかないと

いけないと思っています。 

 先ほど三木さんからありましたとおり、我々、Ｇ２０もあります。これから万博に

向けて、大きな意味で、自分たちがやっていること、これが全て、この地球というか、

このまちの成長につながっているのだという、これがＳＤＧｓというものの一番の基

本であると思っております。自分たちがそれぞれにかかわること、これがどの分野に

沿って進んでいるか。我々区役所のメンバーも、その辺を意識しながら、そしてそれ

を企業や地域の方々も一緒に意識をしながら、役割というものをしっかり認識しなが

らやっていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。  

 皆さんからいただいた意見を本当に区政運営に反映しながら、職員一同頑張ってい

きたいと思っていますので、本当にありがとうございました。  

 今日は、区政会議の皆さん、２年間の一応締めくくりでございます。ありがとうご

ざいます。また、２期４年間やられた方々も、本当にありがとうございました。これ

からも我々、真剣にやっていきたいと思っていますので、また皆さんからの今後とも

引き続きご指導いただきたいと思っていますし、４年間された方は、今回で終わりと

いうことでございますけど、またいろんな機会で、区政に対していろいろ意見を言っ

ていただければと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。 

 これから暑い時期が続きますけども、健康に留意されまして、また我々の活動、そ

れから区政の施策に対して、いろいろご助言いただきますようにお願い申し上げて、
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私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。  

○山中企画担当課長 

 ありがとうございました。 

 改めて、今区長からもございましたけれども、福永議長をはじめ、委員の皆様、２

年間にわたりまして部会、全体会を通じまして多くの貴重なご意見を賜りまして、ど

うもありがとうございました。 

 今月発行の「さざんか」を、今、お手元のほうに配らせていただきますけれども、

今月の７月号の７ページのほうに、区政会議の特集を掲載させていただいておりまし

て、その中に、委員の皆様のお顔写真を少し載せさせていただいております。ご参考

にお持ち帰りいただければというふうに思っております。  

 それと、最後に、お手数ではございますけれども、委員の皆様のお手元に、平成３

０年度の区政会議の委員評価シートというのを机上に配布させていただいております。

事前に資料を送付させていただいた際にも同封させていただいているものですけれど

も、最後の最後に大変お手数をおかけいたしますけれども、その評価シートにご記入

いただきまして、机上にそのまま置いていただいてご退席いただければというふうに

思っております。 

 それでは、本日は長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。  

 委員の皆様、議員の皆様、どうもありがとうございました。  

 それでは区政会議を、これで閉会いたします。 

以上 

 


