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令和元年度 住之江区区政会議 

第２回全体会 

 

１ 日 時 令和元年 10 月 28 日（月）午後７時～８時４５分 

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 

相生 里恵 委員、岡本 栄子 委員、楠 好美 委員、近藤 真紀子 委員 

永松 知恵子 委員、船越 田鶴 委員、小林 律子 委員、田中 恵士 委員 

廣畑 利治 委員、藤井 秀雄 委員、伊東 聡子 委員 

松浦 平八郎 委員、八尾 紘治 委員、山崎 敦 委員、山田 史郎 委員 

山本 達人 委員、池田 順子 委員、實 清隆 委員、中林 利之 委員 

西 雅章 委員、森本 誠治 委員 

（出席 22 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 
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黒木久仁子 生活支援課長 

４ 発言内容 

○山中企画担当課長 

 皆さん、こんばんは。本日は何かとお忙しい中、ご出席いただきましてありがとう

ございます。 

 定刻となりましたので、令和元年度住之江区区政会議第２回全体会を開催させてい

ただきます。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。 

 本日の区政会議は、今月の１０月１日からご就任いただきました新たな委員の皆様

による初の区政会議でございます。新たに委員となられた皆様、引き続き２期目にご

就任いただいた委員の皆様、２年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、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。本日はお忙しい中、区政会議にお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。また、平素は住之江区のさまざまな取り組み事業にご協力、ご

理解賜りましてありがとうございます。 

 さて、本日は今年度第２回の区政会議ということでございます。今説明がありまし

たとおり、７月から募集を行いまして改選を行いました。新しく入られた１５名の方

を含めて、２４名の方の新しい構成で開催される第１回目でございます。 

 この間、応募していただきまして、就任いただきました皆さん、本当にありがとう

ございます。１０月１日から２年間ということになりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 委員の皆様方と意見交換をしまして、住之江区のさまざまな施策の改善、見直しに

取り組んでまいりたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 さて、本日は「令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について」とい
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うことでございまして、本日はもう既に各部会でご議論をいただいているということ

でございますけれども、本日は部会を超えて議論、意見をいただきたいと思っており

ます。皆さんの意見を来年度の住之江区運営方針の素案ということで作成したいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いします。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いたします。

今回は初の顔合わせでもございますので、お名前のほか、日ごろ地域などでご活躍な

さっていることなど、簡単なプロフィールなどを聞かせていただけましたらと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。着席のままで結構です。 

○相生委員 

 住吉川地域より参加させていただきました、相生と申します。日ごろは住吉川小学

校のＰＴＡの役員として学校行事、地域の活動に参加させていただいております。こ

のような会は初めてなので何もわかりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○岡本委員 

 皆さん、こんばんは。敷津浦から来ました岡本栄子です。よろしくお願いします。

２期目になります。ふだんは敷津浦小学校で特別支援員として子どもたちと触れ合っ

ています。ほかは、敷津浦地域で各お祭りや運動会などの運営に今当たっているとこ

ろです。今後ともよろしくお願いします。 

○楠委員 

 皆さん、こんばんは。初めまして楠好美と申します。北粉浜小学校のＰＴＡ副会長

をさせていただいております。今期初めてでして、本当に何もわからない状態ですが、

勉強しながら進めていけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○近藤委員 

 こんばんは。敷津浦地域の近藤真紀子です。ふだんは青少年指導員として活動させ
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ていただいています。２期目ですが、よろしくお願いします。 

○永松委員 

 こんばんは。加賀屋東地区の永松知恵子です。地域で民生委員をさせていただいて

おります。私も初めての参加ですので何もわかりませんが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○船越委員 

 皆さん、こんばんは。加賀屋東から来ました船越と申します。地域では特に何もし

ていないのですけども、加賀屋中学校でＰＴＡ会長をさせていただいております。今

回２期目になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 続いて、福祉・健康部会の皆様、よろしくお願いたします。 

○小林委員 

 順番が１つ飛びますが、小林です。よろしくお願いします。 

 粉浜地域から来ました。女性会、女性部副会長をさせてもらっています。住之江区

の女性協議団体のところでも一応副会長という立場で、子ども支援も気にはなったの

ですけれども、全体的なことを考えて、今回こちらの福祉・健康のほうでちょっと気

になるようなことがあれば、勉強させてもらいたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○田中委員 

 皆様、こんばんは。田中恵士と申します。私もここは初めてで、ちょっと緊張して

おりますけれども、地域ではＳＡｌｉｖｅ実行委員会という形で活動をしております。 

 仕事は住之江区ではないのですけれども、住吉区で認知症ケアを中心として、認知

症があっても地域でいきいきと暮らせる支援というところで仕事をしております。 

 また皆さん、いろんな助言をいただいて、私も勉強していきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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○廣畑委員 

 皆様、こんばんは。南港から参りました廣畑利治と申します。２期目になりますが、

ちょっと部会が変更になっております。区内では図書館の朗読会メンバーをいたして

おります。よろしくお願いします。 

○福永委員 

 こんばんは。ちょっと声が悪いですけど、もっと普通はいい声なのですけど、平林

から来ました福永といいます。地域では協議会の会長、連長をさせてもらっています。

あと、主任児童委員をさせてもらっています。よろしくお願いします。 

○藤井委員 

 皆さん、こんばんは。南加賀屋から来ました藤井秀雄と申します。よろしくお願い

いたします。 

 地元でというか企業でずっと勤めておりまして、昨年定年退職になり、せめてお世

話になった住之江区に何か貢献していきたいという思いで今回、応募させていただき

ました。今回、特に万博に私は関心を強く持っておりまして、万博の成功に向けて、

やっぱり地域から盛り上げていかないといけないなという思いで何かお役に立てれば

という思いでさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○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。 

○松浦委員 

 こんばんは。魅力・ブランド部会の、安立連合から来ました松浦です。どうぞよろ

しくお願いします。先ほどの福永さんと同じく声がかれていますけども、ラグビーワ

ールドカップの試合観戦でテレビに向かって思いっきり声を出して、声がかれてしま

いました。 

地域では町会の世話をさせてもらっております。それを含めて、子どもの見守りと

もう一つはお祭り好きで、住吉祭りの神輿会をしております。どうぞよろしくお願い
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いたします。 

○八尾委員 

 皆さん、こんばんは。さざんか南港緑協議会から参りました八尾でございます。私

はいろんな役に携わっておるのですけれども、前回のうちの伊藤からかわりまして、

私も今日初めてこういう場に入りましたので、あんまり把握はできておりませんが、

今までのいろんな経験を生かしまして、現在やっている役職が緑社協の会長と、そし

て町会長とやっておりますので、おおよそは大体見当はつくのですけれども、初めて

ということなので、うちの場合は魅力・ブランドということでお聞きしていますので、

これからいろいろと皆さんと勉強させていただきたいとかように思いますので、ひと

つ今後ともどうそよろしくお願いいたします。 

○山崎委員 

 皆様、こんばんは。さざんか加賀屋協議会から来させていただきました、山崎と申

します。地域では、はぐくみネットの活動をさせてもらっております。魅力・ブラン

ド部会は２期目となります。また皆様の意見を聞かせていただいて勉強させていただ

きながら頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山田委員 

 皆さん、こんばんは。太陽の町協議会から来ました山田といいます。ふだんは青少

年指導員と太陽の町の社会福祉協議会の理事を務めさせてもらっています。よろしく

お願いいたします。 

○山本委員 

 こんばんは。公募で参りました、山本達人と申します。私は生まれて今までずっと

ここ東加賀屋に住んでいます。ただ、大学のときだけ離れましたけども、藤井さんと

一緒で、会社を卒業してこれから皆さんのために、それから住之江区のために何か貢

献できないかなと思って公募させてもらいました。よろしくお願いします。 

○山中企画担当会長 
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 次に安全・安心部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○池田委員 

 こんばんは。安立連合地域活動協議会の見守りコーディネーターをしている池田で

す。１期目は福祉・健康部会に入っていました。私の仕事としてはそちらを主にして

いるのですけども、今回は２期目で部会変更になりましたので、これからまた勉強を

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○實委員 

 初めまして。私は実に珍しい名前で、實と申します。ずっと大学畑で地理学をやっ

ていまして都市計画、都市政策が専門でございます。安全・安心部会ですが、それ以

外に私の関心は、ついこの間まで住之江のまち案内ボランティアの会の会長もやって

いましたので、魅力・ブランド部会さんにも幾つか提言ができるかと思います。それ

から、教育学部にも教えていましたので、教育部会にも幾つか提言できると。このよ

うに、直接提言できるというこの場を与えていただきまして大変喜んでおります。よ

ろしくお願いします。 

○中林委員 

 住之江連合の地活協から参りました中林といいます。地域で地活協の広報で、主に

ネット系のほうのをやっています。それと生涯学習ルームの地区の代表をやらせても

らっています。ということで初めてなのですけど、よろしくお願いいたします。 

○西委員 

 さざんか花の町協議会から来ました西といいます。安全・安心部会では２期目にな

るのですが、地域では今ちょっと現役は退いたのですが、コスモスクエア地区の町会

長を３期やらせていただきました。２期目ということなのですが、少しでもまたお手

伝いの一助になればと思っております。またよろしくお願いします。以上です。 

○森本委員 

 皆さん、こんばんは。私は森本誠治といいます。よろしくお願いします。私は安立
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連合地域から来ました。先ほどの魅力・ブランド部会の松浦さんと同じ連合町会です。

夏の間７月８月、先ほども松浦さんがおっしゃったように祭り一色で頑張らせていた

だいています。地域では、私は災害救助部長ということになっています。防災訓練を

行ったりであるとか、それと私どもの町会内でも防災訓練はたびたび行っております。

この住之江区を災害に強い町、それと住みよい町にしていけるように皆さんと協力し

て、一緒に頑張って住之江区を少しでもよりよい町にしていきたいと思いますので、

皆さん、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 

 市会議員の片山様でございます。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、市会議員の岸本です。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、よろしくお願いします。 
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○山中企画担当課長 

 続きまして、住之江区役所の出席者をご紹介いたします。副区長の安藤でございま

す。 

○安藤副区長 

 よろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 総務課長の栗谷でございます。 

○栗谷総務課長 

 栗谷でございます。区役所の庶務、庁舎管理と広聴などを担当いたしております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 事業推進担当課長兼教育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。部会では子ども・教育部会と魅力・ブランド部会を担当させて

いただいております。よろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 協働まちづくり課長の渡邊でございます。 

○渡邊協働まちづくり課長 

 渡邊でございます。どうぞよろしくお願いします。部会は、安全・安心部会を担当

させていただきます。 

○山中企画担当課長 

 地域支援担当課長の長船でございます。 

○長船地域支援担当課長 

 長船でございます。主な担当は、区役所で地域活動協議会と社会教育団体を担当さ

せていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○山中企画担当課長 

 窓口サービス課長の上野でございます。 

○上野窓口サービス課長 

 窓口サービス課長の上野でございます。住民情報と保険年金の担当をさせていただ

いております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○山中企画担当課長 

 保健福祉課長の藤井でございます。 

○藤井保健福祉課長 

 藤井でございます。部会では福祉・健康部会を担当させていただいております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 子育て地域福祉担当課長の坂田でございます。 

○坂田子育て地域福祉担当課長 

 坂田でございます。名前のとおり子育て支援室の担当と、地域福祉の関係を担当し

ております。部会では、福祉・健康部会と、あと子ども・教育部会にもかかわってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 生活支援課長の黒木でございます。 

○黒木生活支援課長 

 黒木でございます。生活保護制度と生活困窮者自立支援制度を担当しております。

よろしくお願いいたします。 

○山中企画担当課長 

 最後に、私は区政会議と予算等を担当しております、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。 

 本日の区政会議は午後７時現在で全委員２４名中、２１名のご出席をいただいてお
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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、この会議には、個人情報などの非公開情報はございませんので、本日公開と

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になりますけれども、

この議事録につきましては、ご発言者と発言の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に、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、今回は新しい委員体制による初の全体会でございますので、最初に区政

会議について私から簡単にご説明したいと思います。お手元資料の配席図の裏面にご

ざいます、委員名簿をごらんいただきたいと思います。 

 住之江区の区政会議委員は、各地域活動協議会の会長様よりご推薦いただきます地

域委員１４名と区内居住の方などから広く募った公募委員１０名の合計２４名で構成

しております。 

 そして、委員の皆様には名簿の右端に記載しておりますように、４つのいずれかの

部会に所属していただいておりまして、それぞれの部会で担当する区の事業などにつ

いてご意見を頂戴いたしまして、それを本日の全体会で発表いただいて共有するとと

もに、区役所からご意見に対する見解や考えなどをご説明させていただくこととして

おります。 

 なお、区政会議の中で事業名や組織の名称などが多く出てまいります。前回の区政

会議の委員の皆様に実施したアンケートでも、事業名などがよくわからないというよ

うなご意見をいただいておりましたので、このたび、資料の後ろにございますのです
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けれども、「区政会議委員用用語集」という簡単な冊子をつくらせていただきました。 

 まだ初版ですので掲載している用語はまだ少ないですけれども、今後少しずつ充実

させて、少しでも皆様のご議論の参考になればと考えております。 

 次に、地域活動協議会についてご説明したいと思います。お手元に「住之江区の地

域活動協議会」という地図が表紙になった資料を配付してございますので、ごらんい

ただきたいと思います。１枚目が各地域活動協議会の地図でございまして、２枚目に

今月の１０月号の広報紙さざんかに掲載いたしました地域活動協議会に関する記事を

つけております。また、その次のページ以降に各地域活動協議会の活動でありますと

か、行事カレンダーを１４地域分全て添付しております。 

 地域活動協議会は、おおむね小学校区を範囲といたしまして、地域団体やＮＰＯ、

企業など地域のまちづくりに関するさまざまな団体が集まりまして、話し合い、協力

しながら防犯、防災、高齢者、子ども、青少年、環境など地域のさまざまな問題の解

決や地域コミュニティーの活性化に向け、いろいろな活動やイベントを開催するなど

身近なまちづくりを進めている、いわば区役所と両輪の関係にあります。このような

ことから、当区では１４の地域活動協議会の全てから区政会議委員をご推薦いただき

まして会議に参画をいただいております。 

 区政会議の委員の皆様には住之江区の地域活動協議会や活動内容をより知っていた

だきたいということで、今回、地域活動協議会に関する資料をご用意させていただき

ましたので、委員の皆様がお住まいの地域はもちろんですけれども、ほかの地域の活

動などについてもごらんいただきたいなと思っております。 

 冒頭から大変長くなりましたけれども、区政会議や地域活動協議会に関するご説明

については以上でございます。 

 それでは、議事に移りたいと思います。 

 まず初めに、本日は新委員での初の区政会議ということでございますので、まず議

長と副議長を選任いただきたいと思います。区政会議の運営の基本となる事項に関す
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る条例の第７条第１項によりまして、議長、副議長は議員の互選により選任すること

となっております。 

 まず議長の選任についてでございますけれども、事務局といたしましては、今回２

４名の委員中、冒頭の区長のご挨拶にもございましたけれども、１５名の方が新しい

委員ということで大幅な改選でありましたことや、これまでの議論の継続性と円滑な

会議運営などを勘案いたしまして、先月までの２年間、区政会議の議長を務めていた

だきました福永委員が議長として適任ではないかと考えておりますけれども、皆様い

かがでしょうか。 

 

（異議なしの声、拍手） 

 

○山中企画担当課長 

 ありがとうございます。それでは、福永委員、こちらの議長席におつきいただきま

すように、よろしくお願いいたします。 

 伊東委員がただいま来られましたので、よろしくお願いいたします。 

 それではここから福永議長に進行をお願いしたいと思いますので、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。ただいま皆さんの互選によりまして議長になりま

した、平林の協議会から来ました福永といいます。よろしくお願いします。ちょっと

声ががらがらなので聞きづらいかもしれませんけど、よろしくお願いします。 

 それでは副議長の選出をしたいと思いますので、条例の規定では、議長に事故があ

るときなどのために、あらかじめ副議長を選任するとなっているそうです。私は２期

目ですけども、副議長さんは私と違う１期目の方で、新しい委員さんがよいのではな

いかという思いがあります。ということで、私は具体的には、魅力・ブランド部会で
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南港のさざんか太陽の町協議会から推薦されました山田委員にお願いしたいなという

気持ちがありますけど、皆さん、いかがでしょうか。 

 

（拍手） 

 

○福永議長 

 ありがとうございます。そうしたら、山田委員、副議長ということで私に何かあっ

たときには、よろしくお願いします。 

 それでは、次の議事に入ります。来年度の施策の方向性について各部会の部会長さ

んから、部会の中で出た意見の報告をしてもらいまして、区役所からその意見を踏ま

えた見解などについて説明していただきます。そしてその後に、委員の皆様から部会

を超えた意見を聞かせてほしいということになっていますので、よろしくお願いしま

す。 

 まず初めに、子ども・教育部会の岡本部会長さん、よろしくお願いします。 

○岡本部会長 

 失礼いたします。子ども・教育部会です。１０月４日に開催されました第２回子ど

も・教育部会において、互選により部会長に選出いただきました岡本です。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 私から部会で出た意見などを中心にご報告いたします。子ども・教育部会は６名の

委員全員が参加し、「令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について」意

見交換を行いました。 

 資料３の３ページをごらんください。区役所から「保護者、地域、区全体で支える

学校教育」、「先進的教育にチャレンジ」について、それぞれ令和元年度区運営方針の

進捗と課題と令和２年度の方向性（案）について報告がありました。 

 まず、１－２「保護者、地域、区全体で支える学校教育」について１つ目、１－２
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－１「地域一体となった学校運営」として、学校協議会や区教育行政連絡会への参加

を通して、学校や保護者から意見聴取を行っており、引き続きさらに深く意見を聴取

していくとともに、広報紙やホームページを活用するなどにより、学校や区の施策に

ついて、情報発信を行っていくと説明がありました。また、１－２－２「児童・生徒、

保護者への様々な支援」として、こどもサポートネットを活用した学校の福祉的課題

の解決やスクールソーシャルワーカー派遣事業等を実施しており、令和２年度に向け

てはこうした学校や生徒、保護者を支援する事業について、より効果的な運営を検討

の上、継続との報告でした。 

 これに対し委員の皆様からいただいた主な意見ですが、資料２の１ページ、子ども・

教育部会の経営課題１の主なご意見欄に記載がありますように、１－２「保護者、地

域、区全体で支える学校教育」につきましては、学校の取り組みや区役所の教育施策

などについて、学校や区のホームページ、広報紙などで情報発信を行っているが目を

通さない保護者も多い。保護者に直接情報が届くように工夫ができないかなどの意見

がありました。 

次に、資料３の３ページ、１－３「先進的教育にチャレンジ」について、１つ目１

－３－１「学習意欲の向上に向けて」、漢検や英検の受験支援や、平日の放課後及び長

期休暇中等の学校に学習指導員を派遣するなどの取り組みを行っている。また、１－

３－２「キャリア形成に通じる教育の推進」として、さまざまな職業やプロスポーツ

選手等による出前授業や、中学生７名の海外派遣、プロの音楽団と連携した吹奏楽体

験などを実施しており、さらなる内容の充実を検討している。 

また、１－３－３「ＩＣＴの活用」につきましても継続して実施しており、これら

先進的教育につきましても、令和２年度に向けて財源を確保の上、継続していくとの

報告を受けました。 

 これに対し、委員の皆様からいただいた主な意見ですが、資料２の１ページ、子ど

も・教育部会の経営課題１の主なご意見欄に記載がありますように、１－３「先進的
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教育にチャレンジ」について、プロの音楽団と連携した吹奏楽体験は、子どもたちに

とって非常に貴重な体験となっている。財源確保の課題もあるが、今後も継続して実

施してほしいとの意見がありました。 

 以上、簡単ではございますが、子ども・教育部会で寄せられた主な意見です。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの報告について、区役所から説明をいただきます。 

○平田事業推進担当課長 

 事業推進担当課長兼教育担当課長の平田でございます。座って失礼いたします。私

から、委員の皆様よりいただいたご意見に対しての対応などについてご説明いたしま

す。 

 まず、資料３の３ページ、１－２「保護者、地域、区全体で支える学校教育」に関

しまして、学校協議会や区教育行政連絡会の開催が定着してきておりまして、この中

で区役所は学校や保護者との意見交換などを通じまして、支援内容をより充実するよ

うにこれまで取り組んできております。また、学校の福祉的な課題を解決するため、

こどもサポートネットによる支援や、スクールソーシャルワーカー、スクールカウン

セラーなどを派遣する支援などを行っております。こうした区の施策については、広

報紙の特集などを通じ発信しておりますが、ご意見をいただきましたように、保護者

や地域の皆さんには、こうした支援についてなかなか知っていただけていないところ

が課題でございまして、いただいたご意見を踏まえまして、早速ですが学校に広報紙

の特集記事を校内の目立つところにご掲示いただくというのをお願いして張っていっ

ていただいております。また、学校のホームページに区役所の広報紙のリンクを張っ

ていただくように、早速進めておるところでございます。 

続きまして、同じく資料３の３ページ、１－３「先進的教育にチャレンジ」につき

まして、「学習意欲の向上に向けて」、「キャリア形成に通じる教育の推進」、「ＩＣＴの
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活用」の３分野の取り組みを進めておりますが、いずれも児童・生徒には勉強がよく

わかるようになった、プロの話を聞いて楽しかったなど学ぶ意欲の向上につながって

いるところでございます。令和２年度に向けましては、部会でのご意見を踏まえ、吹

奏楽体験を引き続き実施していくとともに、キャリア教育の内容もさらにいろいろ工

夫して充実してまいります。 

 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、

以上で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。 

 次に福祉・健康部会の廣畑部会長さん、よろしくお願いします。 

○廣畑委員 

 それでは、福祉・健康部会からご報告をさせていただきます。 

 １０月１１日に部会が開催されました。福祉・健康部会においての互選により、部

会長に選出いただきました廣畑でございます。どうぞ、これからもよろしくお願いし

ます。 

 それでは早速、私から部会で出た意見などを中心にご報告をいたします。福祉・健

康部会は全６名の委員のほか、住之江区社会福祉協議会にも助言者として参加いただ

きました。「令和２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性について」意見交換を

行いました。資料の２、表紙から２枚目、ページ数では１ページをごらんいただきた

いと思います。 

まず、令和元年度の区運営方針の経営課題１、「子どもたちが輝くまちづくり」に

関する具体的取り組みのうち、１－１－３「気軽に子育ての相談ができる居場所づく

り」につきましては、支援が必要な児童・生徒が学校選択制で校区外の学校に通って

いる場合には、居住地域と通学している学校や地域間での連携がしにくい。学校と地

域の関係者が相互に連携・情報共有する枠組みを考えてほしいという意見がありまし



18 

 

た。 

 次に、経営課題２、「すべての人が自分らしく暮らせるまちづくり」。この具体的取

り組みのうち２－２－１「運動の習慣化による健康づくり」につきましては、区内の

魅力あるスポットをめぐるようなコースを考え、啓発できないかとの意見があり、ま

た、定期的にウオーキングの大会などを実施してみてはどうか。コース現場に行けば、

ルートがわかるようにすることもいいかもしれないというものがありました。また、

魅力・ブランド部会等の、部会同士の連携も必要ではという意見がございました。 

 そのほか、これは区政全般に関するご意見ですが、経営課題５「施策推進のために」

の具体的取り組みのうち、５－３－１「質の高い行政サービスの提供②広聴機能の充

実」に関して、保健福祉に関する困り事について、どこにどのような相談をすればよ

いかがわからない。区役所は敷居が高く感じるが、困ったときにはいつでも相談でき

る。こういうときには、ここに相談といったことを広報することで、入りやすい、利

用しやすい区役所にしてはどうかというご意見もございました。 

 なお、資料には記載いたしておりませんけども、保育所待機児童などの定義や入所

の考え方、介護人材就労コーディネート事業に関する事業の趣旨や目的、実績などに

ついて質疑がございました。 

 福祉・健康部会からの報告は、以上でございます。 

○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。それでは、私から福祉・健康部会で出されまし

たご意見を踏まえました対応などについて、説明させていただきます。 

 まず１つ目のご意見、支援が必要な児童・生徒に係る学校、地域の連携、情報共有

についてですが、転出によるケースの自治体間の情報共有の徹底などの対応を継続す
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るとともに、ご意見にございました学校選択制で校区外の学校へ通学している児童・

生徒への対応として、見守り・支援の目がより届くよう地域を超えた関係者間の連携

の仕組みを検討してまいりたいと考えております。従いまして、お手元資料３、４ペ

ージの右下に赤字で書いておりますけれども、「令和２年度における新たな取組み

（案）」の項目でございます。「学校選択制で校区外の学校へ通学している児童・生徒

などにも見守り・支援の目がより届くよう、関係者間の連携の仕組みを検討する」と

追記させていただきます。 

 次に、２つ目のご意見、区内の魅力あるスポットを回るようなコースの企画、啓発、

ウオーキング等々の取り組みについてですが、ウオーキングマップにつきましては区

内の健康づくりに関連する団体の皆さんと検討を重ね、中学校区ごとに７つのコース

を設定しております。マップにつきましては、庁舎内に張り出しているとともに、昨

年でございますけれども、広報紙さざんか２０１８年７月号に紹介する記事を掲載し

ておるところでございます。健康づくりのため手軽に始めることのできるウオーキン

グは区民の関心も高いところであり、より一層の広報周知に努めていきたいと考えて

おります。従いまして、資料３、６ページの右下、「令和２年度における新たな取組み

（案）」、ここも赤字で追記をしておりますけれども、「ウオーキングマップについて、

区民の関心も高いため、より一層広報周知に努めていく」と追記させていただきます。 

 ３つ目でございます。広報、広聴に関する全般的なご意見についてですが、近日中

に全戸に配布する予定でございます、広報さざんか１１月号で、例えば子ども子育て

に関してよくある相談事とその窓口を対応して案内する記事を掲載する予定でござい

ます。こうしました広報などを通じまして、このようなお困り事はここに相談といっ

た周知に努めるとともに、来庁された方に対しましても、わかりやすく丁寧な説明を

心がけるなど、区民に親しまれる区役所になるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、福祉・健康部会からいただきましたご意見に対する回答とさせていただきま
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す。 

○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部会長さん、よろしくお願いします。 

○山崎委員 

 改めまして、こんばんは。１０月９日に開催されました、第２回魅力・ブランド部

会において、互選により部会長に選出いただきました山崎です。どうぞ、よろしくお

願いいたします。座ったまま失礼いたします。 

 私から部会で出た意見などを中心にご報告いたします。 

 魅力・ブランド部会は全６名の委員のうち５名の委員が参加し、「令和２年度に向け

た施策並びに区運営方針の方向性について」意見交換を行いました。資料３の７ペー

ジをごらんください。区役所から、「住之江ならではのブランド力の向上」、「情報発信

の充実」、「区の組織力の強化」の３つの分野について、それぞれ「令和元年度区運営

方針の進捗と課題」と「令和２年度の方向性」（案）についての報告がございました。 

 まず、３－１「ブランド力の向上について」、１つ目、３－１－１「歴史と文化を生

かした魅力の創造、発信」として、平成２８年度から実施しております、加賀屋新田

会所跡での会所会について、内容の充実に加えて、開催日の早期公表や広報紙の活用

を実施予定であり、区民へのより効果的な情報発信を検討するなど、令和２年度に向

けては、より親しんでもらえる方策を検討の上、継続との報告でした。 

 ２つ目、３－１－２「アートを活用したまちづくり」について、１０月１３日に開

催しましたすみのえアート・ビート２０１９においては、例年より１カ月早い開催日

の公表や広報紙特集ページの活用などを行っており、令和２年度に向けては、アート

を活用した北加賀屋の魅力発信について、地域へのより効果的な波及方法を検討の上、

継続との報告がありました。 

これに対し委員の皆様からいただいた主な意見ですが、資料１ページの魅力・ブラ
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ンド部会の経営課題３の主なご意見欄に記載がありますように、会所会については、

加賀屋新田の歴史的背景を効果的に広報するほか、イベントをきっかけに区民の皆さ

んに普段から加賀屋緑地になじんでいただくという目的を明確に打ち出す必要がある

のではないか。また、すみのえアート・ビートついては、区民にもっと愛着を持って

イベントに参加してもらうために、地域行事日程との調整を密に図ってはどうかとの

意見がございました。 

 次に、資料３の７ページ、５－１「情報発信の充実について」です。１つ目、５－

１－１、「わかりやすい広報」として、区民にきちんと情報が届いていると感じてもら

う必要があるため、区民アンケートを活用して、区民のニーズを把握・分析し、掲載

内容に反映する。また、アンケートを情報発信の機会と捉え、区の情報を盛り込むよ

うを検討している。また、５－１－２、「多様な手法を活用した情報発信」として、区

民が紙媒体以外から行政情報を入手する頻度が少ないため、区民がＷｅｂ等から入手

したい情報が何か、アンケートを活用して把握・分析し、より効果的な情報発信を検

討するなど、令和２年度も継続して広報していくと報告を受けました。 

 これに対し、委員の皆様からいただいた主な意見ですが、資料２の１ページ、魅力・

ブランド部会の経営課題の５、５－１－１、５－１－２の主なご意見欄に記載があり

ますように、区民アンケートを活用する際には、より区民が欲しいと思う情報が何か

をしっかり把握・分析してほしいとの意見がありました。最後に５－３、「区の組織力

の強化」にかかわりまして、５－３－１「質の高い行政サービスの提供②広聴機能の

充実」として、これまで実施していた区民アンケートの実施方法を精査し、より効果

的なアンケートとして実施していく予定であり、令和２年度も継続して広聴の取り組

みを行っていくとの報告がありました。 

 これに対し委員の皆様からいただいた主なご意見ですが、資料２の１ページ、魅力・

ブランド部会の経営課題５、５－３－１の主なご意見欄に記載がありますように、昨

年の台風で避難所を開設した際に、中学生が率先して活動している姿が頼もしかった
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ことから、これからの時代を担う若い世代の意見を聞くのも重要だと思うので、中学

生や高校生にアンケートを実施してみてはどうかという意見がございました。 

 以上、簡単ではございますが、魅力・ブランド部会で寄せられた主な意見でござい

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。 

 ただいまの報告について、区役所からご説明をお願いします。 

○平田事業推進担当課長 

 事業推進担当課長の平田でございます。私から委員の皆様よりいただいたご意見に

対しての対応などについて、まずご説明いたします。 

 まず資料３の７ページ、３－１「住之江ならではのブランド力の向上」に関しまし

て、３－１－１「歴史と文化を生かした魅力の創造、発信」として、平成２８年度か

ら会所会を開催しております。多くの方にご来場いただきながらも、区民の皆様の知

名度をさらに向上し、親しみを感じていただくというところが課題でございますため、

ご意見いただきましたように、このイベントの会所会の目的を明確にした上で、それ

に沿った内容となるよう、より充実してまいりたいと考えております。 

 ３－１－２「アートを活用したまちづくり」のすみのえアート・ビートにつきまし

ても、地域外からも本当にたくさんの方に来ていただいております。その一方で、ご

意見にもありますように、地域行事とかぶったりとかということがありますと、せっ

かくの機会なので、住之江区民の皆様がもっとより参加していただけるように、そう

いう日程調整等に工夫もしてまいりたいと考えております。また、アートを活用した

北加賀屋の魅力発信につきましては、イベント開催以外の有効な手段もあわせて検討

をしてまいりたいと考えております。 

続きまして、資料３の７ページ、５－１「情報発信の充実」につきまして、区民の

皆様に行政情報がきちんと届いていると感じていただけるよう、ＩＣＴ戦略室とも連
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携しながら、区民アンケートの設問を吟味し、区民ニーズの把握・分析をただいま進

めております。いただいたご意見にもございますように、まずはそうしたＩＣＴの手

法もしっかりと使いまして、しっかりと中身を分析の上、令和２年度に向けてはその

結果を踏まえた情報発信に取り組んでまいります。 

○栗谷総務課長 

 最後に、同じく資料３の７ページ、５－３「区の組織力の強化」、５－３－１「質の

高い行政サービスの提供（②広聴機能の充実）」につきまして、総務課長の栗谷から対

応についてご説明させていただきます。 

 令和２年度におきましては、区民の意向がより施策・事業に反映されるよう、区民

アンケートの充実を図ってまいりたいと考えております。また、これまでは１８歳以

上の区民の方を対象に区民アンケートを実施しておりましたので、いただいたご意見

を踏まえ、若い世代を対象にしたアンケートにつきましては、アンケート内容や回答

方法なども含め、実施を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主なご意見について、区の取り組みに係る

ご説明を終わります。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 最後に、安全・安心部会の森本部会長さん、よろしくお願いします。 

○森本委員 

 それでは改めまして、森本です。よろしくお願いします。 

 １０月７日に開催いたしました安全・安心部会におきまして、部会長に選出いただ

きました森本です。これからもどうぞよろしくお願いします。それでは、私から部会

で出た意見などを中心にご報告したいと思っております。 

 安全・安心部会は全員で６名なのですけども、５名の参加で、それとあと住之江警

察署、住之江消防署からオブザーバーとして参加をいただき、「令和２年度に向けた施
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策並びに区運営方針の方向性について」意見交換を行いました。 

 それでは、第２回安全・安心部会において、委員さんからいただいた意見を中心に

報告したいと思います。まず、資料２の２ページをごらんください。 

 まず１点目です。４－１にありますように、「災害に強いまちづくり」というのを目

指した取り組みにおいて、情報の発信の強化が重要ではないかという意見がございま

した。その中で、行政の取り組みや地域の訓練も、例えば掲示板であるとか、回覧と

かで告知というか掲示をするのですけれども、なかなか目にとまらないというか、し

っかり見てもらえないということもありますので、意識を持って見てもらうために、

関心を持ってもらえたり、目にとまるようなものを配れば、例えば掲示板にしてもイ

ラストを入れたり、カラー刷りにしたりとか、挿絵を入れて目にとまるようなことを

する。ただ文字だけではなかなか、ただ見てこんなのかと言って素通りしてしまうよ

うなことが多いので、そういう工夫をすることが大事じゃないかという意見がありま

した。 

 それと、２点目は４－２にあります「自助・共助による災害への備え」の取り組み

について。家庭での備えにおきましても、例えば、ベランダにいろんなものをいっぱ

いごちゃごちゃ置かないようにするであるとか、それらがこの前の台風のように飛び

散って、周りに飛散して大変な災害が起きています。そういう災害防止の取り組みを

広く紹介したほうがいいのじゃないかという意見も出ました。 

 それと、地域の自主防災組織の備えにおいては、各地域の中に町会ごとでもいいの

ですけども、町会の中での班長さんなんかを含めての会議とか、そういう場所には例

えば、区役所から出前講座みたいな啓発をしていただいたりして、そういうことをす

るほうが効果的ではないかというような意見も出ました。最近、テレビで見ていると、

全国的に災害が多いですよね。東北であるとか、関東のほうの水害がかなり広いので、

自助・共助の重要性の啓発に力を入れるべきではないかという意見がございました。 

 それでは、３点目です。４－３の「防犯活動の充実」ということなのですけども、
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街頭犯罪の抑止に向けた継続的な取り組みにおきましても、子どもの見守り活動、私

も毎朝、見守り隊として四つ角に立っています。ですけども、夕方の下校時、皆さん

ばらばらで、それで見守りをしていただく方が朝と違って少ないので、そういう見守

り活動の担い手の確保というのはなかなか難しいような状況が現実です。例えば、書

いていますように、犬の散歩の途中に見守り活動をしながら散歩するであるとか、そ

ういうふうな工夫もあわせてしていかなければいけないのじゃないかという意見が出

ました。 

 それと、防犯カメラですが、防犯カメラがついているということで、例えば、コン

ビニであるとか、公園であるとか、そういうところは以前でしたらカメラがなければ

夜遅くまでたむろするとかそういう形が頻繁にございました。でも、防犯カメラがあ

るということだけで、そういうことの抑止の効果もかなりあって、そういうことを引

き続き活用の方法を工夫していって、これをどんどん進めていくということが大事じ

ゃないかなということで、そういう意見も出ました。 

 部会では、今私が言わせてもらいました意見が、大体そのようなことなのですけど

も、安全・安心部会の取り組みでは、地域と警察と役所、行政などの連携を密にしな

がら、継続的に実施することが大切だと思っておりますので、皆さん、どうぞご協力

のほどよろしくお願いします。 

 それでは、これで安全・安心部会の報告を終わりたいと思います。どうもありがと

うございました。 

○福永議長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、区役所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。 

 資料３の８ページをごらんください。安全・安心部会でご議論いただきました令和
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２年度に向けた施策並びに区運営方針の方向性につきまして、森本部会長からご報告

いただきましたご意見を踏まえ、ご説明をさせていただきます。まず、左側の２つ目

の箱の「令和元年度区運営方針の進捗と課題」の欄でございます。１項目目の４－１、

「災害に強いまちづくり」の「防災計画に関する情報発信の強化」についてですが、

区の防災計画に基づく防災マップは、災害に備える上での有効なツールでありながら、

認知度が低いという課題に対しまして、地域の防災訓練、防災出前講座などを通じた

周知を進めることとしておりますが、部会のご意見も踏まえまして、区の広報紙への

掲載に当たっては、先ほどのご報告にありましたように、工夫をすることということ

で、例えば、漫画的なコラムの作成や効果的な写真の活用など、カラーの活用とかそ

ういったことをより一層、区としても工夫してまいりたいと考えております。 

 その右列に移りまして、中段に関連する取り組みとして「津波避難ビルや福祉避難

所などの確保」、「防災パートナー登録制度による企業との連携」、「ナンコウを考える

防災セミナー」、「区役所と地域との連携による情報発信力の強化」といった取り組み

を進めてきておりまして、令和２年度に向けても継続してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、左の列に戻っていただきまして、４－２「自助・共助による災害への備え」

の項目。進捗状況の１つ目、４－２－１「家庭での災害の備え」としましては、自分

の命は自分で守るという意識の向上に向けた啓発を進めていくこととしており、部会

でのご意見も踏まえまして、昨年度の災害経験に基づく備えの重要性の啓発を進めて

まいります。 

 次に、４－２－２「地域の自主防災組織等による備え」につきましては、今まさに

各地域で防災訓練が開催されておりますが、こういった地域での訓練内容を防災プラ

ンに反映いただけるよう支援しますとともに、部会でのご意見も踏まえまして、より

身近な町会単位への出前講座などにも力を入れていきたいとしております。 

 そうしまして、本文４行目の赤字のところですが、町会単位の意見を地域のプラン
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に反映するというふうに、より身近なところでのご意見がつながっていくような取り

組みを進めたいということで修正をさせていただいております。 

 また、左側の進捗状況につきまして、４－２－２「地域の自主防災組織等による備

え」の２点目、防災訓練への参加割合が低い子育て世代への防災意識の向上としまし

て、右側の上段、令和元年度の２行目、「子育て世代をターゲットにした防災セミナー

による人材育成」として、お手元に資料、チラシを少し配付させていただいておりま

す。カラー刷りの、「もし子どもと離れている時に災害がおきたらどうしよう…？！」

といったようなチラシでございますけれども、こういった「私のぼうさいアクション

プランニング」と題しました取り組みを、市立大学と連携して進めているところでご

ざいます。 

さらに、右下の令和２年度における新たな取り組みの３行目、ＩＣＴを活用し、地

域・区役所が双方向での情報連絡ができる体制の検討を進めることとしており、ＬＩ

ＮＥの活用などを検討しております。 

 続きまして、左側に戻っていただきまして、一番下の４－３、「防犯活動の充実」に

ついてでございます。進捗状況の１つ目、４－３－１「街頭犯罪の抑止に向けた継続

的な取り組み」についてですが、子どもさんが巻き込まれるような事件・事故が多発

する中、青色防犯パトロールカーなどによる巡回を強化しますとともに、部会でもご

意見いただきましたように、防犯カメラがあることを周知することでも抑止効果が高

まることから、防犯カメラの適正な維持・管理に努めますとともに、見守り活動に従

事いただいている地域住民の皆さんのご意見をいただきながら、それに応えられるよ

う警察とも連携しつつ、犯罪抑止に取り組んでまいります。 

 右側上段に移っていただきまして、令和元年度の事業としましては、引き続き子ど

も１１０番の家事業を進めますとともに、関連する取り組みとしましては、詐欺被害

防止に向けた防犯出前講座や見守り活動と連動した防犯パトロールや凶悪犯罪発生時

の情報提供などを状況に応じて進めてまいります。 
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 以上で、安全・安心部会にかかわる取り組み及び部会からのご意見への対応につい

てのご説明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。 

 これで全ての部会からの報告は終わりましたので、部会を超えて委員の皆様からの

ご意見がありましたら、よろしくお願いします。 

○實委員 

 ほかの部会でも構わないですか。 

○福永議長 

 部会を超えて、どうぞ、いいですよ。 

○實委員 

 魅力・ブランド部会の人にちょっと申し上げます。私、ずっとまち案内ボランティ

アの会の会長をやっていたのですが、その間に、実は我々は住之江のどういうところ

に魅力があるのか、それを発信するのが我々ボランティアの役割でした。それで、実

は３０分の音声入りのＤＶＤをつくりました。それを活用していただければ、住之江

はこんなにすばらしいところだ、加賀屋新田の会所はすばらしい庭があって茶室があ

ってとこういうのも発信できると思うのですね。南港もそうですし。そういうのが１

点と。 

 我々の部会でも、一体住之江区のどういうコースを案内すれば魅力的かということ

でモデルコースを幾つか提案しました。なので、１回、魅力・ブランド部会の皆さん、

我々の住之江のまち案内ボランティアの会とちょっとコンタクトをとっていただいて、

我々の成果というのですか、日夜いろいろ案内活動を頑張っているのですけども、そ

ういうことで連携させていただければ、さらにいい提案ができるのじゃないかと考え

ております。よろしくお願いします。 

○福永議長 
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 ありがとうございます。 

 そういう参考になるビデオとかあるのでしたら、ちょっと情報提供していただいて、

見てもらったらどうかと思いますので、よろしくお願いします。 

 区役所から何かご意見ありますか。 

○平田事業推進担当課長 

 實委員、貴重なご意見をありがとうございます。いただいたご意見を踏まえまして、

早速ＤＶＤもどういうふうに活用させていただくかとか、モデルコースとか、区のホ

ームページとか、広報紙もございますので、そうしたところでご紹介しながら広く活

用していただけるよう工夫してまいりたいと思います。どうも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、ございませんでしょうか。部会を超えてでいいので、何でも結構

です。よろしくお願いします。せっかくのいい機会ですので、まだ１年目の方もおり

ますので、ここがよくわからないけど教えてとかということでもいいと思うので、ご

意見いただけたらいいなと思いますね。ほかにないですか。 

 藤井委員、どうぞ。 

○藤井委員 

 安全・安心部会の方に質問なのですけど、先ほどの報告を聞かせていただきまして、

いろんな取り組みをされているなと思っております。その中で、やっぱり高齢化が進

んでいる中で、そういういろんなアクションプランニングのセミナーとかイベントと

かあるのですけども、要は、高齢者の方がなかなかそこへ行けなかったら、そういう

災害に対応する情報とか、それ自体の情報が入ってこないような感じになってしまい

ますので、そういう高齢者に対する対応というのをもう少し何かご検討いただけない

かなと思いました。 

○福永議長 
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 これは、区役所のほうでいいですね。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、安全・安心部会の渡邊でございます。貴重なご意見をどうも

ありがとうございます。 

 ご高齢の方を災害時にどういうふうに支援するのかというのは非常に重要な問題で

ございまして、地域における防災訓練などにおきましても、やはり地域で支え合うと

いうことに熱心に取り組んでいただいているところでございます。特に、議論の中で

もやはり町会単位、もう少し身近な単位で話し合う場というのがすごく大事だという

ご意見もいただいておりました。やはり、そのぐらいの距離感でないと、なかなかお

年寄りを誰がどのように支えるかということが伝わりにくいのじゃないかということ

で、より身近なところでの私たちの啓発なども進めていきたいと思っているところで

す。 

 子育て世代向けの事業につきましては、地域での訓練などになかなか参加する機会

のない若い世代の子ども連れの方々にも参加していただけるようにということで、新

たに取り組みを進めているものでございまして、これだけを進めているのではなくて、

むしろここが今初めてやり始めているところとご理解いただけたらなと思っておりま

す。高齢者のご支援につきましては、また安全・安心部会でも議論していきたいと思

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した。 

 そのほかに、ご意見ございませんでしょうか。ございませんか。 

 私は１つだけちょっと気になっているといいますか、魅力・ブランド部会のとこで

アート・ビートをやられていまして、我々の地区もいろんな行事も重なったりする、

今回行事が重ならないようにということで考えてはいただけるのですけれども、区外

とかいっぱい若い子が来るみたいですけど、どうもそこの地域の何か祭りというので
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すか行事みたいなイメージがあって、私は平林ですけど、例えば平林の中の人がそこ

に興味があって行こうかというのがないので、区民まつりみたいなものと例えば少し

がっちゃんこするとか、区とジョイントするとか。要は、区でみんなでやっているよ

というようなイメージでなければ、なかなか浸透しないのかなと思うのだけども、そ

の辺はどうでしょう。 

○平田事業推進担当課長 

 ありがとうございます。アート・ビートにつきましては、本当に回を重ねるごとに

どんどん盛況になっていっておりまして、それこそ全国から１万人近くの方が来られ

る地域のイベントになっておりまして、ちょっと今多めに言いましたけれども、非常

に盛況に行っております。ただおっしゃるように、住之江区の中でせっかくああいう

楽しい盛況なイベントをしておりますのにもかかわらず、区内でもっとたくさんの方

に参加していただける、他の地域の方に参加していただけるような工夫というのはや

っていけたらなと思っておりますので、引き続きそういったことを考えていってまい

りたいと思っております。 

 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。 

○西委員 

 いいですか。 

○福永議長 

 どうぞ。 

○西委員 

 今日の部会と関係あるかどうかちょっとわからないのですけど、区の運営というこ

とに対して幾つか聞きたいことがあります。 

 まず１つは、部会の中に子ども・教育部会とかももちろんありますし、福祉とかい
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ろいろあるのですが、まず今少子高齢化じゃないですか。子どもの数というのは今住

之江区の世帯としてふえているのか、減っているのか、どうなのかということ。それ

と、住之江区はやっぱり西から東まで非常に広範囲でして、私が住まいしているコス

モスクエア地区というのはどちらかというと、まさに生活圏は港区のほうが近いので

はないかというような、そういう場所なのですね。だから、住之江区の中でも一番、

北の西の端という場所。片や、やっぱり、安立とか住之江とかは旧市街に当たる部分

で、比較的古い町ですよね。そういうところの人口動態が大分違うのじゃないかとい

うこと。住之江区ひとくくりで、こうやって部会があるわけですけど、やっぱり地域

差は当然あるだろうし、一律に同じような、ここでいうくくりで語っていいのかなと

いうことが１つ。 

 それと、今日も私、自分の印鑑証明をとるために区役所に来たら、黒人の方がおら

れました。住之江は結構工場とか物流基地があったり、そういういろんなものがたく

さんある地域です。そういう場所柄なので、やっぱりどんどん海外からの働き手や、

海外でもしくは日本で就職するために、森ノ宮医療大学などが外国の方たちに語学研

修、日本語研修なんかをやっているために、南港ポートタウンの中に結構社宅で、住

宅を借り上げていると。そういう海外の方がお住まいされていること、もしくはそう

いう人たちに対しての対応とかそういうことも現実的には発生しているのじゃないか

と思うのです。じゃ、今日のこの資料を見ている中では、そういうことがいろんな意

味で今日のテーマに上がっていません。全体的な話で申しわけないのですが、やっぱ

りそういうものも今後、区としては考えていく必要があるのじゃないかということを

ちょっと感じた次第です。とりあえず、こう思いましたという話で別に何を教えてく

ださいということじゃないのですけれど、ちょっと一応意見として感じたことをお伝

えさせていただきました。 

 以上です。 

○福永議長 
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 ありがとうございます。 

 今のご意見はごもっともで、防災についても大和川に近いところでは、今、雨を心

配しなければと、海だったら津波とか、それぞれの地域によっていろいろとまた違う

と思います。子どももしかり。非常にふえているところと減っているところとあると。

そういうものがあるので、こういう中でそれを含めて、これからちょっとずつ検討を

していったらいいかなと思うので、よろしくお願いします。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 子育て・地域福祉担当課長、坂田です。ちょっと参考までに人口ですけれども、子

どもゼロ歳から１１歳までの各学年の人口でいいますと、おおむね８００人から９０

０人程度ということで、トータルでは若干減になってきている傾向なのかなという状

況に今なっています。あと、先ほどあった外国の方の関係なのですけれども、住之江

区はかなり外国から来られた方というのがふえてきているような状況がございまして、

資料３の５ページの中にも若干書いておりますが、あくまで地域福祉の取り組みの中

でということなのですけれども、「身近な地域なひとびとによる見守り活動」というこ

とで、大学等と連携しながら、今まで地域福祉と防災のかかわりという形でいろいろ

取り組みをさせていただいているのですけれども、今年度、留学生の方にも参加して

いただきながら、多文化共生などの新たな視点を入れながら取り組みを進めていくよ

うなことを今やっているところです。 

 また、今後来年度以降も含めてですけれども、日本語を母語としない方も含めた、

地域福祉活動の促進ということを支援していくような取り組みを考えていきたいと思

っております。 

 補足説明させていただきますと、大体各学年ゼロ歳、１歳、２歳とそれぞれの年齢

層なのですけど、８００人から多い年で９００人ちょっと、９歳、１０歳、１１歳ぐ

らいになると、各学年の実績でいいますと、１０００人に近いのですけれども、９０

０人の後半という形にありまして、トータルで大体ゼロ歳から１１歳までで１万人強
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というようなのが今の状況です。 

○安藤副区長 

 ですから、現在ですと毎年、住之江区役所内で１年間に大体８００人強生まれてき

ているのです。ですから、１歳階級ごとに１０歳以下の前半は大体８００人強ですね。

１０歳前後で９００人台、１０００人弱という数字になっています。全体としてはど

うしてもやっぱり少子化ということですので、子どもは減ってきておりまして、その

ために高齢化率も、たしか大阪市全体の平均で２５％だったと思いますけども、今住

之江区全体で２８％ぐらいで、やっぱりやや高齢化が高いという現状です。 

○藤井保健福祉課長 

 保健福祉課長の藤井でございます。今、副区長からもございましたけれども、数字

を補足させていただきます。 

 国勢調査レベルでございますけれども、平成２２年度の国勢調査で住之江区は６５

歳以上の高齢者が、２万８９１１人でございます。比率でいきますと、人口比の２２．

７％。そして今、副区長からご説明がありましたけれども、平成２７年度の国勢調査

では、６５歳以上が３万４４８７人。比率で申し上げましたら、２８．２％でござい

ます。今後、２０年、３０年後になりましたら、推計でございますけれども、恐らく

高齢化率は４割を超えるのではないかなと、やはり高齢化率がかなり進展するという

ことでございます。補足させていただきました。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 住之江に住みたいなという若い子がたくさん来たらいいなということで、皆さん、

もうちょっと頑張っていただいて、いい意見を区に上げていただいたらどうかなと思

うので、よろしくお願いします。 

 ほかに意見ございませんか。ないようでしたら、もうこの辺で質疑を以上とさせて

いただきますけど、よろしいでしょうか。 
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 それでは質疑はこれで終わりということで、それでは副区長のコメントをいただき

たいと思うので、よろしくお願いします。 

○安藤副区長 

 長時間のご議論、どうもありがとうございます。今日のご意見も踏まえまして、現

在予算編成作業を進めているところでございます。また確定しましたら、こういった

区政会議の場でご報告させていただければと思っております。 

 私も今日の全体会議に至る４つの部会に、全て出席をさせていただきました。全体

を通して申し上げますと、事業に対する注文とかご意見というのは意外とちょっと少

なかったというところではあります。あったのは、子ども・教育部会で Shion と連携

している事業、今まで吹奏楽未体験の子に Shion（シオン）のプロの演奏家にご指導

いただいて、その場で当日ステージに上がって演奏をしてしまうという、ある意味と

んでもない無謀なプログラムをやっているのですけども、実は、この事業が大阪市全

体の重点事業ということで、本来は今年度で予算が終わってしまうのですけれども、

部会の中でこの事業については是非とも継続というご意見もございましたので、何と

かやりくりをして来年度以降も続けられるように頑張っていこうということで、今、

予算組をしているところでございます。 

 それから、今日出たご意見ですけど、アート・ビートは以前からもある種、悩みの

種でございます。といいますのは、年々人は非常にたくさん集まっていると。今年は

去年とほぼ一緒ぐらいだったのですけども、総じて言えば、年々増加傾向にある状況

でございます。ただ、非常に盛況なのですけども、地域との関係性といいますか、住

之江区との関係性というものをどういうふうに理解していくのかなというのが、ちょ

っと私どもの悩みの種といったところでございます。 

 区として取り組んでいくわけですから、まず区民の皆さんに幸せに感じてもらうと

いうことが第一だと思いますので、そういった意味での広域的な集客力のあるイベン

トに育てていくということになると思いますので、これにつきましても、引き続きご
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意見をいただきながら検討を進めていければなと思っております。 

 それから、あとは各部会で共通していましたのは、大きくくくりますと、やっぱり

災害とか防犯に関する安全・安心ということだったのかなと思います。例えば、福祉・

健康部会だったでしょうか。校区外から通っている子の見守りをどうするのかとか、

それから、安全・安心部会で登校時は見守りをやっているのだけど、下校時は見守り

をやっていないよねということですね。それから、そういった昨今、子どもが登校時

襲われるというようなことがありますので、それに対するご意見を随分いただいてお

るところでございます。 

 それから、防犯カメラというのはやっぱり犯罪の、特に検挙に効果を上げていると

いうことは随分ニュースでも知れ渡っておりますので、防犯カメラに対する肯定的な

理解というのは随分進んできたのかなというふうに思っております。また、防犯カメ

ラがありますよということで、それが犯罪の抑止にもつながるということだと思いま

すので、このあたりも我々としては取り組んでいければなと思います。 

 それから、やはり災害ですね。毎年のように大きな災害が起こるということが残念

ながら当たり前な時代になってきてしまいました。その一方で、やっぱり知識とか意

識の浸透というものがまだまだ十分ではないというご意見もいただいているところで

ございます。先ほど渡邊課長が申し上げましたように、よりきめ細やかな取り組みと

いうことで、町会単位で防災計画をつくっていくというようなことも現在もやってお

りますし、これからより力を入れてやっていきたいと思っております。藤井委員から

もいただいたように、高齢者に対する支援というものも、そういった中での取り組み

になるのかなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、安全・安心と、もう一個は情報の発信とか、情報の共有についても、随

分ご意見をいただいております。子ども・教育部会では、学校の教育の中で、区は随

分いろいろ頑張っているのだけども、そのことが保護者にあんまり伝わっていないよ

と。例えば、去年の議論でもあったのですけども、漢検・英検を無料で受けてもらっ
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ているのです、無料というか、区がお金を出して受けてもらっているのですけども、

そのことを保護者は知らないのではないかというご意見もいただきました。やっぱり、

区がこういう取り組みをしているのだということを、保護者にも知っていただくとい

うことが、また子どもの教育にもつながってくると思いますので、このあたりのご意

見をしっかりと踏まえながら、学校とも連携して、より一層取り組みを図っていきた

いな思っております。 

 それから、お恥ずかしい話で、これは福祉・健康部会で出たのですけれども、歩く

ことはいいことだと。区役所として歩くモデルコースみたいなものをつくったらどう

だというふうなご提案をいただきました。実は、これはもうつくっておりまして、先

ほど説明も申し上げました、７コースでき上がっております。ただ、それが知られて

いないというところは大いなる反省点でございます。こういう地図がございまして、

担当者が一生懸命つくってきれいな地図にしているのですけども、役所によくありが

ちな、つくったのだけどあんまり知られていないというところがありますので、これ

はよくないと。今せっかくコースができ上がってあるわけですから、それをしっかり

と皆さんに周知できるように、地域の皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。 

 それからアンケートですね。これはやっぱり、区民の皆さんの意見を反映した区政

の推進ということで非常に大切なことだと思っています。もちろん、この区政会議で

ご意見をいただくということは非常に大切です。こうやって実際に直接会話をしてご

意見をいただくというのは非常に貴重なことなわけですけれども、人数でいいますと

２４名の方と直接対話ということになるわけです。それと、こういったことプラス、

区民の大勢の皆さんの意見をやっぱり把握していくという意味では、区民アンケート

というのは非常に大切な取り組みかなと思っております。先ほど、平田課長が申し上

げましたように、ＩＣＴ戦略室とも連携していきながら、より効果的なアンケートの

あり方というのを研究していきたいと思っております。 

 それから、やっぱり中高生のアンケートをとったらどうかというご意見をこれも魅
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力・ブランド部会からいただいております。正直申し上げますと、中高生というのは

我々は盲点でございました。ただ、言われてみますとなるほど、やっぱり未来を担う

子どもたちが、どんな意識を持っているのかということを把握することは大変大事で

すし、またそういった人々にアンケートをするということは、まちづくりへの関心を

高めていくということでも非常に有効かなと思いますので、このあたりも学校としっ

かり連携していきながら取り組んでいけたらなと思います。 

 それから、あとは加賀屋緑地ですね。せっかくのいい財産が住之江区はあります。

實委員もここを拠点に随分活動していただいたところでございます。加賀屋緑地の意

味とか意義を、しっかりと区民の皆さんに知っていただけるように取り組んでいけれ

ばなと。おっしゃっていただいたようなＤＶＤの活用なんかも含めて、今後、検討し

ていければなと思います。 

 今回いただいたご意見をもとに、我々は予算編成作業を進めていきまして、また年

度末にその内容につきまして、改めてご報告をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。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。 

 それでは、今日はアドバイザーの議員の方々がお見えになっていますので、一言ず

つご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 永井議員から。 

○永井府議会議員 

 ありがとうございました。時間も結構遅いので、簡単に申し上げます。 

 私も１点だけなのですけど、外国人が大分ふえていると思います。住之江区は大阪

市の中心ではないですけれど、特に住之江公園駅の近くとか、スパスミノエとか多い

と思うのです。福祉のほうでは資料にありましたけど、日本語を母語としない方とか

いろいろ書いていますけど、これだけ外国人がふえてくると、やっぱり防災で、日本
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語があんまり上手じゃない外国人の住民の人もいますし、あと観光客が大勢大阪に来

ていると思うので、大きい災害、地震とかあった場合、多分被災されると思うのです

ね。防災の何も知らないわけですから、そういうとき、日本人で昔から住んでいる人

たちと、恐らく違う動きとなってしまうと思うのですよ。どこに逃げていいとか全く

知らないと。そういう人が結構な数、町の中にいると、いろんな問題が引き起こされ

ると思うので、区役所だけでどうにかなる問題ではないかもわからないのですけれど

も、これをちょっと踏まえていろいろ進めていただけたらなと思います。 

 以上です。 

○福永議長 

 片山議員、お願います。 

○片山市会議員 

 市会議員の片山一歩でございます。新年度２年間、皆様にお世話になるということ

で、任期２年ということでございますので、またよろしくお願いいたします。 

 この区政会議というのをちょっと調べてみますと、平成２５年から行われ、もう６

年ということでございますけれども、区長が自由に使える予算というものがございま

す。本来は、大阪市長が全ての予算権限を持っているわけなのですけれども、区長の

自由裁量になっている予算がございまして、それを皆様にご意見をいただいて使って

いこうと、来年の４月からの予算に向けてやっていこうということになっております。 

 大阪市がやっている仕事は大きく分けると、広域行政と呼ばれている仕事と基礎行

政と呼ばれている仕事がございます。広域というのが港とか交通政策、道路、経済政

策など。また、基礎行政と言われているのがここに書いてあります、子ども・教育と

か福祉とか地元の安全・安心みたいな、そういう分の２つに分かれておりまして、皆

様に担っていただいているのは、基礎行政と呼ばれている部分を特に皆様のアイデア

等をいただいて、区長が裁量の予算の中で住之江区で実現していこうということにな

っているわけでございます。 
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 もう少し言いますと、例えば、よく言うのですけど、門真市というのは住之江区と

同じように１２万人の人口がございます。住之江区も１２万人のわけでございますが、

同じく府議会議員が１人いて、門真市の場合は市長が選挙で選ばれる。住之江区の場

合、区長は市長が任命した形になっております。市会議員ですけれども、住之江区は

４名の市会議員と。これに対しまして、門真市の場合は、２０名の市会議員がおりま

す。２０名が基礎行政と呼ばれている仕事を検討して話し合っていると。大阪市会議

員は４名で、本日は３名しか来ておりませんけれども、やっぱり広域と呼ばれている

仕事と基礎と呼ばれている仕事、両方を担わなければならない。住之江区選出の議員

でありますが、努力が足らない部分がございますけれども、なかなか僕らでも行き届

かない、アイデアが出てこない部分もあります。 

 そういうことを皆様に是非来年の４月に向けてアイデアを出していただいて、それ

を区長が、ああ、そうだなと思う部分を裁量されて、予算化されていくと、その作業

になるわけでございます。我々も区長に対して同じように予算を審議する権限を持っ

ており、そういう意味でいうと我々も頑張りますが、区政会議の場合は、ご意見をい

ただくだけという形になりますが、区長も納得されて区役所でそういう意見で採用さ

れていくこともこれからも十分ございますので、是非活発なご意見をいただいて、ま

ずは来年の４月、さらに２年でございますから、さらにその次の予算に向けて、皆様

のご意見賜りますようお願いいたします。 

 本日はまことに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。 

 次に岸本議員、お願いします。 

○岸本市会議員 

 本日はどうもありがとうございました。もう時間も遅いので私のほうから端的に。

先ほどもお話もありましたけれども、昨今、災害という部分で風水害、この９月、１
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０月では本当に想像を絶するような風が吹いて、川が氾濫するようなことがありまし

た。 

 例えば、この住之江区でも大和川が氾濫した場合どうなるのかということでハザー

ドマップや防災マップがありまして、大和川が氾濫した場合にはどういうところが、

どれぐらいの浸水被害があるのかということもあるのですけれども、じゃ、どれぐら

いの人がそれを把握できているのかなというふうに考えたときに、そのマップを見て

色づけでこうなっているのですけれども、なかなかわかりにくい部分があるのですね。

それを考えたときに、これは私個人の考えですけれども、できたら、まだまだ無電柱

化もそんな進んでいませんので、町なかには結構電柱もいっぱいありますので、その

電柱、電柱にこの地域だったら、例えば、ここまでは水が来ますよとかというのが、

常にいろんなところで見ることができれば、ああ、ここの場所はここまで来るのだな

とか、ここだったらもうちょっと低いのだなとか、そういうのが町なかを、住之江区

内を歩いている中でも、ここは近くにいたら危ないなとか、そういう場合はあちらの

ほうに逃げたらいいのだなとか、そういうとこも気づけるきっかけになるのじゃない

かなと思いますので、是非ともそういうのもちょっと取り組んでいただければなとい

うふうに思います。 

 それと、あと１個だけちょっと聞かせてもらいたいのですけれども、子ども・教育

部会と福祉・健康部会にまたがっているのですけれども、こどもサポートネット事業、

これは住之江区で２年にわたりモデル実施されていて、来年度から全市展開になるの

ですけれども、こどもサポートネットをこの住之江区で行ってきた中で、何か具体的

にこういうサポートにつながったとか、支援につながったとか、そういう何かいい事

例がありましたら、教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 子育て・地域福祉担当課長、坂田です。ケースはいろいろあるのと、なかなか何と

いうか、主訴をどういうことなのかというところから支援につなげていくということ
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になるので、なかなか成功しましたという事例は数少ないところではございます。昨

年度の例で言いますと、いろいろお話をしている中で、福祉のほうで手帳をとったほ

うがいいのではないかという話になりまして、その支援を行った。その上で特別児童

扶養手当の申請につなげたというようなことで、経済的なお悩みにも対応したという

ような事例がございます。 

 そのほか、まだ今継続していっているところですけれども、いろいろな手続につい

て、なかなか保護者の方がどうしていいかわからないといいますか、区役所の窓口へ

手続に来られるのにハードルが高いといいますか、なかなか来られないというような

場合に、推進員が一緒にお話をさせていただいて、申請のときに一緒についていった

りだとかというような事例もございます。ちょっと個人のところもかかわりますので、

一般的なお話で恐縮ですけれども、それぞれちょっと幾つか成功しつつあるといいま

すか、やっているうちにちょっと好転したのかなというような事例はございますけれ

ども、一般的なところでちょっとお話しできそうなところで言うと、そんな感じかな

と思います。 

 抽象的な言い方で申しわけないですけども、そんな感じです。 

○福永議長 

 よろしいですか。また詳細は。ありがとうございます。 

 それじゃ、次、佐々木議員よろしくお願いします。 

○佐々木市会議員 

 今日は遅くまでご貴重な意見ありがとうございます。先ほどもありましたけど、片

山議員からもお話がありましたけど、南港と安立では全く違いますし、やはり区の細

かい、そういったお話をここで聞かせていただくのは、私にとって大変貴重な勉強の

時間になっております。 

 話したいことがたくさんあるのですけど、先ほど副区長からもありましたけど、行

政サービスのアンケート、中高生ももちろんなのですけど、私は是非小学生からとっ
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ていただきたいなと思います。小学校、中学校、高校で、そうやって行政のことを少

しずつ知っていただき、それがまた子どもたちが選挙に行ったりとかそういったこと

につながっていくと思うので、是非拡大も考えていただきたいと思います。 

 あと、安全・安心部会で、私ちょっと知らなかったのですけど、「もし子どもと離れ

ている時に災害がおきたらどうしよう…？！」、このビラを見せていただいたときに今

まさに、今回の災害でご高齢者の方、お父さんお母さんがお子さんを迎えに行って水

害に遭われて亡くなられているという被害もありますので、もう一回私たちも含めて、

行政がしっかり危機管理室にも言っていかないといけないと思うのですけど、ルール

づくり、周知が重要だと思っております。 

 あと、日本語母語なのですけど、今学校でも大変で、日本語母語について問題が起

きています。先生が二重授業を学校でやっているような事態になっていまして、日本

語で授業をやって、海外から来ている子どもたちに個別で教えるというか、同時に二

重で授業が行われているような状況が起きています。これで、私たちも、岸本議員も

含めて、教育委員会に先生のサポートをしていただく人員をふやしていただくよう要

望をさせていただいております。 

 あと、もう一つなのですけど、教育部会で「先進的教育にチャレンジ」という項目

があったのですけど、今日藤井委員が恐らくＳＤＧｓのバッジをつけられていると思

うのですけど、皆さん、ＳＤＧｓを御存じでしょうか。これ、万博のサブテーマにも

なっているのですけど、国連が１９３カ国、２０３０年までに国際目標として示して

いるものがありまして、１７の目標なのですけど、貧困をなくそうとか、餓死をゼロ

とか、環境とかエネルギー問題についてとかいろいろあるのですけど、これは高校入

試にも使われていますし、ちょっと極端なのですけど、東大の推薦入試にも今回使わ

れていたりしています。インターナショナルスクールとか、今できている水都国際な

んかはすごくＳＤＧｓ教育を行っているのですけど、やはり公立の小学校、中学校は

まだできていない状況なのですね。区長が海外に強い思い入れを持っていらっしゃい
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まして、住之江区から中学生を海外に派遣されたりしていることも行われております

ので、子どもが世界のことを考えてディスカッションするというのは非常に重要な役

割になってくれると思うので、是非また、考えていただきたいなと思います。 

 まだ話したいことがあったのですけど、これぐらいにしておきます。 

○福永議長 

 ありがとうございます。 

 以上で議事を終わりたいと思います。皆さんには議事進行につきまして協力いただ

きまして、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のでよろしく

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、最後に西原区長から一言ご挨拶いたします。お願いいたします。 

○西原区長 

 皆さん、長時間本当にありがとうございました。さまざまなご意見、本当に感謝い

たします。ありがとうございます。皆さんからいただいたご意見を参考に、令和２年

度運営方針を作成してまいりたいと思っております。 

 区役所としましては、区民の全ての方の住みよいまちづくりのために、日々いろん

な施策を進めていくのでございますけども、今いろんな意見がありましたとおり、や

はり近年課題が多様化し、複雑化しているのも現実でございます。我々行政だけの施

策だけでは、なかなか限界を感じるところでございます。我々は、例えば防災訓練、

地域の地活協の皆さん、それから町会の皆さんのご協力を得ながら進めていってまい

りまして、先ほどチラシもありましたとおり、大阪市大と連携しながら、いわゆるそ

ういった企業も巻き込みながら住之江区のために何が一番いいのかということを考え

ながら進めています。 

 福祉の部分では、今日も参加いただいているＳＡｌｉｖｅの皆さんとかと連携しな
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がらやっていますし、今日も実は朝から学校回りをしています。校長先生とこの２カ

月の間、全校長と面談をして学校の問題点を洗い出すのですけども、これも学校だけ

の力では無理で、区役所だけの力では無理で、これはもう保護者の皆さん、ＰＴＡの

皆さん、社会教育団体の皆さんと協力しながら子どもの環境をどうつくっていったら

いいかということも進めているところでございます。 

 また、ここにいる委員の皆さんも含めまして、皆さんが活動の場に戻られたときに、

そういった視点でいろいろ考えていただいて、皆さんの思いと一緒にこの住之江区の

住みよいまちづくりをつくっ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。 

 最後に、佐々木先生からありましたＳＤＧｓの話ですけども、期待してください。

来年度、運営方針全てに、この項目はこのＳＤＧｓだという、ＳＤＧｓのマークをつ

けさせていただきますので、ご期待いただければと思っています。よろしくお願いし

ます。 

 それでは、皆さん、長い時間ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお

願いします。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、改めて福永議長、長時間、本当にありがとうございました。また引き続

き２期目ということで、よろしくお願いいたします。 

 また、委員の皆様方におかれましても、長時間にわたりどうもありがとうございま

した。２年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後に、私から事務連絡をさせていただきます。まず、今後の予定なのですけれど

も、これまでの区政会議でいただいたご意見を参考にいたしまして、来年度令和２年

度の住之江区運営方針の素案を来週１１月の初旬にホームページで公開させていただ

く予定をしております。 
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 また、次回の区政会議につきましては、令和２年度の運営方針の案というものをま

た我々のほうで作成いたしますので、その案につきましてご議論いただきまして、そ

れを成案といいますか、来年度の運営方針というふうにしていきたいと考えておりま

す。日程につきましては、各部会を来年の２月ごろ、そして全体会を３月ごろに開催

させていただきたいと考えております。年度末で皆様ご多用のこととは存じますけれ

ども、ご協力方よろしくお願いいたします。 

 最後になりますけれども、本日の会議終了後、もし何かお気づきになったこととか

ございましたら、お手元に意見質問票というのをお配りしておりますので、また後日

でも結構ですので郵送やファクスなどでお寄せいただきましたら、また参考にさせて

いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は長時間にわたり、まことにありがとうございました。以上で令和

元年度住之江区区政会議第２回全体会を閉会いたします。どうもありがとうございま

した。 

以 上 


