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令和元年度住之江区区政会議 

第３回福祉・健康部会 

 

１ 日 時：令和２年２月４日（金）午後７時～午後８時 30 分 

２ 場 所：住之江区役所 ３階３－１、３－２会議室 

３ 出席者 

〔区政会議委員〕 

小林 律子 委員、田中 恵士 委員、廣畑 利治 委員、福永 政治 委員 

藤井 秀雄 委員（出席 5 人／定数 6 人） 

〔住之江区役所〕 

安藤 友昭 副区長 

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、福田 佳代子 保健福祉課長代理 

小川 慶子 保健福祉課長代理、中山 浩司 保健福祉課長代理 

船本 幸男 生活支援課長代理、早川 久美子 保健副主幹 

田口 智也 保健福祉課担当係長、松永 貴美 保健福祉課担当係長 

稲村 英明 生活支援課担当係長 

〔オブザーバー〕 

坂根 住之江区社会福祉協議会事務局長  

巽   住之江区社会福祉協議会副主幹 

４ 発言内容 

○藤井保健福祉課長 

 皆様、こんばんは。 

 ちょっと定刻から５分ほど早いのですけれども、今日、出席を予定されていた委員

の方々、また、事務局においても出席をされておりますので、始めさせていただきた
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いと思います。 

 まず、配付資料の確認をさせていただきたいかと思います。 

 お手元、令和元年度住之江区区政会議第３回福祉・健康部会のレジュメ、そしてＡ

３の横長、「令和２年度住之江区運営方針（案）について」の表紙、カラー刷りが３

枚ございます。そして、参考資料としまして、令和２年度住之江区運営方針案抜粋で

ございます。そして、もう一つあるカラー刷りで、終活超入門講座、これにつきまし

ては、また後ほど区社協さんのほうからご説明のほうをいただきたいと思います。 

 配付資料は大丈夫でしょうか。 

 では、本日の出席者を、自己紹介にてお願いいたします。 

 こちらはまず、廣畑委員から。 

○廣畑部会長 

 南港から参りました廣畑でございます。よろしくお願いします。 

○小林委員 

 粉浜です。小林です。よろしくお願いします。 

○福永委員 

 平林の福永です。 

○田中委員 

 西加賀屋の田中です。よろしくお願いします。 

○藤井委員 

 南加賀屋の藤井と申します。よろしくお願いいたします。 

○藤井保健福祉課長 

 では、区役所側にて紹介させていただきます。 

○安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 
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 子育て・地域福祉担当課長坂田です。どうぞよろしくお願いします。 

○黒木生活支援課長 

 生活支援課長の黒木です。よろしくお願いいたします。 

○小川保健福祉課長代理 

 保健福祉課で課長代理させていただいております小川といいます。よろしくお願い

します。 

○福田保健福祉課長代理 

 同じく保健福祉課長代理の福田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○早川保健福祉課副主幹 

 保健副主幹の早川といいます。よろしくお願いします。 

○船本生活支援課長代理 

 生活支援課長代理の船本です。どうぞよろしくお願いします。 

○稲村生活支援係長 

 生活支援課担当係長稲村でございます。よろしくお願いします。 

○中山保健福祉課長代理 

 保健福祉課課長代理の中山といいます。よろしくお願いします。 

○区社協（坂根） 

 住之江区社会福祉協議会の坂根と申します。巽が少しおくれてまいります。よろし

くお願いします。 

○藤井保健福祉課長 

 申しおくれました。本日の司会をさせていただきます保健福祉課長の藤井でござい

ます。よろしくお願いします。 

 さて、本日の会議でございますけれども、委員６名中５名、奥濃委員につきまして

はご都合で欠席と承っておりますけど、ご出席がありますので、５０％以上の定足数

を満たしており、会議は有効に成立していることをご報告させていただきます。ま
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た、部会長は前回第１回目に引き続きまして、廣畑委員にお願いします。 

 本日の会議では個人情報など、特に非公開情報がございませんので、会議を公開さ

せていただきます。議事録等につきましても、後日公表となります。その際には、発

言者と発言内容についても公表させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 本日の会議の趣旨及び予定でございますけれども、昨年１０月１１日に開催しまし

た第２回福祉・健康部会では、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、皆様方からご意見をいただきました。本日の会議では、レジュメの議題にあ

りますように、前回いただきましたご意見を踏まえまして、「令和２年度区運営方針

（案）について」、ご議論また、ご意見をいただきたいかと思っております。 

 では、今後の議事の進行は、廣畑部会長にお願いいたします。 

○廣畑部会長 

 わかりました。それでは、議事を進行させていただきます。 

 本日は３回目でして、議事１「令和２年度住之江区運営方針（案）について」、事

務局様のほうからご説明をお願いします。 

○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。 

 お手元に、資料１というカラー刷りがあるのですけれども、なかなか字ばかりでわ

かりにくいところがあるかなと思いまして作成してみましたので、こちらを参考にし

ながら、運営方針の資料１も見ながらということで進めさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、福祉・健康部会の担当の中身として、１つが、経営課題１「子どもたちが輝

くまちづくり」というところがございます。こちらなのですけれども、地域ぐるみで

子育てができる環境をつくっていくというようなことを、区役所としてはやっており

ます。 

 具体にどんなことをやっているかというのがここにあるのですけれども、各地域
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で、地域の方で、子育てサロンを開催していただいたりだとか、こちらはつどいの広

場となっておりますけれども、子ども・子育てプラザであるとか、幾つかの保育園等

でやっていただいているのですけど、そういう場を、特に、未就園の子どもさんがい

らっしゃるようなおうちの方について、親子で楽しんでいただいたり、相談していた

だいて、同世代の方で、いろいろとお話をしていただいたりというような場を設けて

おります。 

 あと、役所の中ということでいいますと、特に子どもさんの乳幼児健診とかも含め

てなのですけれども、妊娠期、妊娠してから子どもが生まれて育っていくまで、大阪

市版ネウボラということで、ちょっとここはわかりにくいのですけど、保健師さんみ

んなの顔写真が出ているんです。これを広報紙に載せていたんですけれども、各地域

ごとに担当の保健師さんを決めておりまして、その担当の保健師が誰かというのを、

妊娠の最初の面接のときにご案内をしたりだとかをしております。話しやすい、相談

しやすいというようなことをやっていっています。 

 あと、その他、子育て相談ということで、これも、広報紙の１１月号の記事をその

まま載せさせていただいていて見にくいところはあるのですけれども、１階の保健福

祉課の子育て支援室で、家庭児童相談員や職員が相談に応じていたりだとか、あとは

こども相談センターだとか、いろいろな関係の機関がございまして、実はいろんなと

ころで、いろんな子育て相談をやっているよというような案内をしているんですけれ

ども、さまざまな機関で相談の場というのをつくっております。 

 これらを案内をしないと何も始まらないので、いろいろな情報紙を発行したりだと

か、子育てマップをつくったり、今、紙ベースだけではなくてホームページやＳＮＳ

で発信をしていったりとか、これは地図なんですけどもやっています。 

 子育てをしている中でということで、いろいろなことをやっているのですけれど

も、中には、なかなか子育てがしにくいとか、ちょっとつらいであるとか、子どもさ

んの側からすると、育つのにもうちょっと支援が必要だというようなことであると
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か、保護をしなければいけないというようなこともございます。そういったことにつ

いては、児童虐待対応体制と書いておりますけれども、区役所が見る部分、子ども相

談センターが見る部分と連携しながら、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと書いているのですけれ

ども、虐待のおそれとか重さが重たいほうから、こども相談センターが対応して、支

援が必要とかということになってくると、地域も含めてですけれども、さまざまな関

係機関、子育て支援室と、あと学校であるとかと連携しながら、対応をしているとこ

ろです。 

 資料のほうにありますような令和２年度事業というのが、ほぼこちらに書いている

ような内容なのですけれども、例えば、先ほどの相談のところで言うと、家庭児童相

談員の配置であるとか、ネウボラ、あと、先ほどの大変な子の対応ということで、要

対協、要保護児童対策地域協議会の運営等をやっているところです。 

 これは、事業の内容で分けているのですけれども、そうすると、年齢ごとに分けた

らどうなるかというので、ちょっと子どもの人数等含めて整理しています。子どもの

数でいいますと、大体、最近はちょっと減ってきているのですが、毎年８００人ぐら

いがいるような感じです。 

 先ほど説明したような場合以外にも、まず、母子手帳を交付して面接をしますとい

うところから、生まれたら新生児訪問をして、３カ月の健診があって、ＢＣＧがあっ

てと、１歳半で健診をして、３歳で健診をして、学校に入る前に、また学校で健診を

するということで、ある程度、こちらからアプローチができる機会というのはありま

す。健診をもし受診しなければ、そのフォローをしていくということもやっていて、

受診率も高いですし、未受診の方もフォローもできているという状況です。 

 また、０歳から保育所であるとか３歳以降であれば、どんどん幼稚園等へ就園して

いきますので、当区では、大体２歳児で半分ぐらい、３歳以上は９割以上が幼稚園な

り保育園なりに就園していると考えられます。 

 こうなってくると、今度は、待機児童の解消というのを進めていかないといけない
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のですけれども、こちらについては、もう平成３１年４月と１０月で待機児童はいな

いというような状況になっております。あと、相談をしたりとかということでやって

いるのと、先ほどの情報発信をいろいろとやっています。小学校や中学校になります

と、基本、小学校や中学校でいろいろな対応をしているのですけれども、小、中につ

いては、こどもサポートネット事業のモデル実施をしているところです。 

 ただやっぱり、ちょっと課題がありまして、この黄色の２歳児のところは、なかな

かアプローチの機会が少ないであるとか、限られているのですけど、就学前まで、３

歳児健診以降に接触する機会がないということ、先ほどの情報発信も、こちらから発

信しているだけなので、もっと情報収集をしやすくする仕組みだとか、発信という

か、受け取るほうが受け取りやすい手段ってないのかなというようなことを課題に思

っております。 

 あと最後に、この小、中のところなのですけれども、前回、福永委員からご指摘が

あったような、学校選択制で校区外に通っている子どもたちの支援というのが、ちょ

っと課題になってきているのかなと思っております。 

 これらについて、令和２年度の対応としてということなんですけれども。 

○安藤副区長 

 ちょっといい。大体、皆さん、今までの説明はわかりますか。もう一度、ちょっ

と前の画面を。 

 結局、子どもたちに接触する機会というのが、まず妊娠期ですと、母子健康手帳と

いうのがあるので、必ず面談で、直接健康手帳を渡しますので、妊婦さんと私たちは

お話をする機会があります。それから０歳児に関しても、私たちはいろいろと接触す

る機会があります。１歳児も１回だけですけど１歳半の健診がありますと。それから

３歳は３歳児健診って就学前の健診、この２歳と４歳に限っては空白期間になってい

るのですね。直接、私たちが子どもに会って、子どもの様子とかお母さんの様子とか

を見る機会がないということを、この表は言っています。 
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 それからあと、私たちはいろんな子育てを支援するような取り組みをやっているの

ですけれども、私たちは情報発信もしているつもりなのだけども、それがきちっと必

要な人に届いているのだろうかという疑問を、ここで、自分たちで投げかけていると

ころですね。 

 それから、これは前回の区政会議でもありましたけど、今、学校選択制の中なん

で、大体、連合振興町会って小学校単位になっているのですけども、だから、学校の

中、地域の学校に通っていれば、地域の人でちゃんと見守りがしやすいのだけれど

も、校区外に行ってしまうと、要するに、地域外の学校に行ってしまうと、その人た

ちの情報ってなかなか入ってこなくなるんですね。そういうことに対するケアが要る

んではないかというようなことを、この１枚で語っているということです。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 それで、先ほどの２歳と４歳の空白のところなのですけど、数はそんなにいない

かなと思うのですけど、４歳については、全市で４歳児訪問というのを来年度からや

る予定になっております。今、ちょっとやり方とかは検討中なのですけれども、それ

ぞれの未就園の方のところへ行って、健康状況を把握したりだとかというようなこと

をやろうとしています。 

 ２歳児なのですけれども、これは区独自で、重大虐待ゼロに向けてという話の流れ

の中で、ここが空白だよねと、アプローチする機会がないですよねということもあり

ましたので、子育てケアプラン作成事業と書いておりますが、アンケートをやって、

訪問を希望されるお宅に訪問して、いろいろなご相談に応じるといいますか、支援メ

ニューを紹介するようなことをやっていきたいなと思っています。 

 情報発信の話なのですけど、区役所は、ホームページもそうですし、紙もそうです

し、ずっと出してます、出してますと、いろいろな配布先も開拓はしているのですけ

れども、それでいいのかなって、先ほどの保育園の話も関係してくるのですけれど

も、今、いろんな区で、ちょうど保育園の募集の時期に合わせて、保育所フェアみた
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いなことをしているというのもありまして、うちの区でもそんなのができないかな

と。やるならいろんな情報をここに一緒に盛り込みたいなということで、こそだて博

覧会と書いてますけれど、新しくやろうと思っています。 

 あともう一つ、校区外の子どもの対応ということなのですけど、ここに書けていな

いのですが、やはり支援が必要だという子どもについては、要保護児童対策地域協議

会の中で、場合によってはケース会議を開催して、関係する学校の先生だとか、地域

の方だとか、いろんな方が関係すると思うのですけれども、皆さんで、守秘義務のあ

る中で、支援のあり方というのを調整していくということもやっていきます。 

 あと、こどもサポートネットなんですけど、今、モデル区でしかやっていないの

で、モデル区外の学校で何かがあっても、こちらへ入ってこない。例えば逆に、住之

江区の小中一貫校に行っているんだけれども区外の子どもですとかという場合につい

ては、なかなかこちらから支援のメニューを提供するというのがやりにくいという

か、地域につなぐというのがもっとやりにくくなるというのがあるんですが、こちら

については、来年度から全市で実施されることになります。 

 各区での連携の方法というのは、今、検討しているところなんですけれども、それ

をすることによって、区外の学校にいる子でも支援が要るよねということであれば、

ご本人の同意を求めながらという形になりますが、関係区が連携しながらつなげてい

くことになるので、より支援の厚さというのか、手厚くなるのかなと考えています。 

○安藤副区長 

 このこどもサポートネット事業というのは、やっぱり学校が全生徒をスクリーニン

グして、一通り見渡して、ちょっとこの子とこの子は心配だなということをリストア

ップしていただくのですね。これはもちろん個人情報にかかわることですから、誰彼

なくお知らせすることはできないわけですけども、その情報は、少なくとも私たちは

把握しています。ですので、そういうことをうまく活用していきながら、もちろん個

人情報には注意していかないといけませんけども、校区が違う子たちにも、適切なケ
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アをやっていけるようになるのかなというふうに思っています。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 戻りますが、先ほどの２歳児なんですけれども、子育て中のおうちに、区役所のほ

うからアンケートを送らせてもらって、その中で、いろんな支援メニューを案内しな

がらやっていきたいと考えているのですけれども、回答をしていただく。 

 その中で、ここに書いていますけども、例えばいろんな経験をさせたいとか、子ど

もを預かってほしいとか、子育てがつらいのですというようなことがもしあれば、こ

こに訪問員と書いていますけれども、実際、家庭訪問をして、いろいろな悩み事を聞

いて、お話ししてもらって、必要に応じて、いろんな支援の案内をする。ケアプラ

ン、支援をここに書いていますけど、例えば一時預かりはどうですとか、地域で子育

てサークルとかサロンをやっているんで、そこに行ってみられたらどうですかとか、

あと、うちの保健福祉センターの中の保健師さんの相談であるとか、保育所であると

か、障がい児の方の相談支援事業所とか、いろんな社会資源がありますので、こうい

ったところへつなぐような、中には、制度の手続をしなきゃいけなかったりとかする

ので、そういった案内もできればなというようなことで考えています。 

 あと、先ほどの情報発信なのですけれども、こちらにあるのが、他区でやっている

ような保育園のフェアみたいなことですけれど、せっかくやるのであれば、住之江区

は、芸術をされるプロの団体もいらっしゃるので、できれば子どもさん向けの芸術公

演もできればなと、なかなか子どもさんを連れて、都心のほうに行ってというのも難

しいところもあるのかなと。結構、小さい子向けというのは限られているので、そう

いうことができればなということと、あと当然、保護者の方が来られるので、保護者

の方は、子どもさんの健康はすごく意識されるのですけれども、自分は後回しになっ

ちゃうというところもあるので、健康のセルフチェック、例えば乳がんのセルフチェ

ックはこうやるんですよというような案内ができればなと。あと、発育相談等もでき

ればというふうなことで、場所によってちょっとできることとできないことがあると
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思うんですけれど、今、南港とこちらとで１カ所ずつということで考えているところ

です。 

 あと、先ほどのこどもサポートネットについては、学校と区役所と、地域の方の取

り組みであるとか、その他の制度であるとか、いろんな機関がございますので、そこ

へつないで行くということで連携しながら進めていく。それが全市展開になりますの

で、区外の子どももそうですし、区外へ通っている子どももそうですけれども支援が

できるかなと考えています。 

 これが、「子どもたちが輝くまちづくり」ということで、こういうことをやりなが

ら、行政もそうですし、いろいろな子育てにかかわる方が連携しながら子どもを育て

ていくような環境をつくっていきたいと考えています。 

 次、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」です。 

 ちょっと見にくくて申しわけないです。先に、住之江区の現状なんですけれど、高

齢化率の推移ということで、平成７年から平成２７年までの国勢調査で、平成３０年

の推計人口を入れているんですけれど、平成７年に１１．２％、大阪市と大阪府と比

べても住之江区は低かったんですが、すごく右肩上がりのカーブが結構きつくて、今

は３０．４％ということで、府よりも市よりも高くなっているという状況がありま

す。 

 高齢化が進んでいくと、やはり認知症の高齢者の方もふえていっているということ

で、こちらは在宅の方ですけれども、グラフを書いているのですけど、平成１１年か

らか、ずっと右肩上がりにふえていって、今、もう１７００人近くということになっ

ています。 

 あと、ちょっとこちらは話がかわってくるんですけれども、高齢化していくと、自

分のおうちをどうしていくかという話にもなってくるのですが、今、在宅の話も、こ

こでグラフに出ているのですけれど、例えば、在宅だけじゃなくて施設に入られるだ

とか、入院されるだとかということで、いろいろと住む環境というのも変わってくる
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ということになってくるのですが、持ち家の方に対して、何か不安になることはあり

ますかと、ことしの区政モニターのアンケートで、６０歳以上の方だけを抽出してい

るのですけれど、２４９名が対象者になるんですが、例えば家に段差があるとかとい

うのもありますし、相続の問題もありますし、私の家はどうなるのというようなとこ

ろも、いろいろなのですけれども、不安があると言っている方が２６％いると。２

６％しかいないということなのかなと思うのですけれど、空き家対策というのも一緒

にやっていっているのですが、こういうふうに、高齢化が進んでいるのですけど、な

かなか家の課題というのを不安に感じていらっしゃらない方も多いのかなというふう

な状況にあります。 

 こういう状況を見ると、高齢化はまだまだ進んでいくだろうと思われていて、また

在宅の方もふえてくるのかなと、別に在宅なのか施設なのかは、もうその人のその人

らしく生活できる環境ということで、施設のほうがいいという方もいらっしゃれば、

在宅のほうがいいという方もいらっしゃるでしょうけれども、介護だけでいいのか、

高齢化して病気になられてとかというところで、医療との連携であるとか、そういっ

たことも課題になるでしょうし、多くの方が高齢化していく中で、やはり、地域の中

での見守りというのが要るのかなということになってきます。そういったことで、次

のところで、当区の取り組みというのを入れています。 

 １つは、身近な地域の人々による見守り活動や、この下の次世代の担い手の育成も

そうなんですけれども、担い手となる人、見守りをする人といいますか、何かしらで

支える人を、いろんなところでふやしていくということで、上はＳＡｌｉｖｅで、留

学生の方に参加していただいたりとか、ちょっとこれは読みにくいのですけれども、

これは土曜授業で、アイマスク体験をされているようなところで、子どもさんだとか

地域の方と連携した取り組みをやっていて、いろいろと地域福祉の活動を周知啓発し

ていくということをやっています。 

 こちらは区の広報紙で、いろんなお気に入りの場所がありますよということで出し
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ているのですけれども、いろいろなところで取り組みをしたりとか、いる場所があ

る、ボランティアも含め、いろんなことがあるのですけれども、いろんなところに活

動できる場があるよというようなことを啓発しています。 

 この下ですけれども、次世代の担い手育成ということで、あったかネットのサポー

ターの養成講座を、地域では、ちょっとこれは講義ではなくて、認知症の方が外へ歩

いていかれたときに、おうちに戻れなくなって、おうちの方が困られたときに、さ

あ、どうしようということで、地域の民生委員の方だとか、いろんな方がかかわっ

て、どういう対応したらいいかというのを実践的に訓練をしている場面です。こうい

った訓練もやっていますし、講義形式のこともやっています。 

 これは、企業で研修しているのですけれども、中学生に認知症のお話とかを、どう

したらいいのだろうと考えてもらう場をつくったりだとか、そういったことをやるこ

とで裾野を広げるようにしていっています。 

 それから、住みなれたところで暮らしていくということもそうですし、医療とか介

護であるとか、いろいろな関係先がネットワークを構築していって、支援を必要とす

る人がみんなが住める、自分が住めるというか、住みやすいというか、住みたいよう

な、暮らしたい形で暮らせるような、自分らしく暮らせるようなということで、いろ

いろな職種の方が連携するような枠組みをつくったり講演会をしたりしています。 

 あと人の面から建物というか、人の住まいのところなんですけれども、例えば施設

に入所しますとか、病気で入院しますだとか、いろいろな状況があると思うのですけ

ども、ご自身も、どこかの施設に入りたいとかというような思いがあるときに、自分

のおうちをどうしましょうというようなことになったときに、空き家になるかもしれ

ない。空き家になると、また皆さんが困られるので、そういったことがあれば、人と

家の見守り活動支援センターというのを設けて、ここで今、いろいろな家のほうの関

係者につないでいくような取り組みをやっているところで、これを来年度も続けてい

ってやっていこうと思っております。 
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 次が、健康のほうのお話になります。 

○藤井保健福祉課長 

 またこちらは、紙の資料で言えば、Ａ３版のカラー刷りの３枚目ですね。福祉・

健康部会③というところあたりになると思うのですけれども。 

 健康につきましては、運営方針に掲げておりますけど、主に３本柱、運動の習慣化

とそれから食生活、そして地域等との連携という形でありますので、それを踏まえま

して、区民の健康づくりを推進していきたいということでございます。 

 よく言われるのですけど、ちょっと文字があれなのですけど、内臓脂肪症候群、い

わゆるメタボの該当者の割合の年齢の推移でございますけれども、統計をとり出しま

して、平成２６年度からとっていますけれども、２６、２７、２８、２９ということ

で、平成２６年度で住之江区が１６．０で、平成２９年度が１７．９って、やっぱり

微増傾向にあるなということであります。 

 これは、いわゆる成人病に関係する傷病、高血圧であるとか、脂質異常、そして糖

尿病の関係ですけども、これは、男性、女性という形にしております。この青のとこ

ろが住之江区で、このベージュのところが大阪市の平均でございますけれども、住之

江区を見ておりましたら、やっぱり男性はいずれも、高血圧、脂質異常、糖尿病が、

市の平均より若干高い状況にあるのがグラフから読み取れるかなと。女性の場合は、

若干高血圧は高いのですけれども、脂質異常、糖尿病は、市の平均よりはやや少ない

という状況があるかなと思っております。 

 ここのところは、百歳体操の絵を上げているのですけれども、やはり運動の習慣

化、または地域での取り組みとかが重要でございます。今、区内１４地域で、この百

歳体操を進めるということで、我々、保健福祉課の保健師は、それぞれの地域のほう

に出かけまして、地域との町会とも連携をしながら進めております。 

 吉本興業のつくった百歳体操のＤＶＤなんかも流しながら、百歳体操に参加された

方は御存じかもしれませんけども、体のところに、いわゆるおもりをちょっとつけた
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形で、筋力トレーニングまではいきませんけれども、それで、いつまでも長生きと元

気な状態になるということを目指した体操を実践しておるというところでございま

す。 

 これは、健康づくりの啓発事業ということで、いわゆるまる得健診、そしてウオー

キングマップと書かせてもらっています。まる得健診は、これを昨年１０月に行いま

した。年２回しております。これは、昨年１０月にしました、まる得健診のチラシを

載せているんですけれども、いわゆる特定健診、これは大阪市全体の取り組みで、そ

れぞれでいわゆる健康チェックをしているんですけれども、それ以外に、住之江区で

は、お得な情報ということでございまして、例えばいろんな簡単な体力測定であると

か、また、ここのところはヤクルトさんとか、ちょっとそういった方たちのほうから

ブースを出していただきまして、試供品なり、健康のそういう啓発をしていただく。

また、食生活推進、食推協とかがございますけれども、食生活につきまして、そうい

う団体に協力を得ながら、区民の周知啓発事業を行っているという形で、これをひっ

くるめまして、まる得健診という形で我々は進めておるところでございます。 

 こちらのほうは、前回、１０月の部会におきましても、ウオーキングマップをもっ

と周知啓発してほしいなというご意見もございました。それを受けてというわけでは

ございませんけれども、早速、昨年の１２月、２カ月後には、広報紙「さざんか」

で、こういった形でＰＲのほうをさせてもらっておりますし、今、委員の皆様方のお

手元に、ウオーキングマップを配付させてもらっております。 

 区内の小学校では１４地区、地域ですけれども、というか、７つの中学校区単位

で、ウオーキングマップをつくっております。単に、ウオーキングのコースだけじゃ

なくて、いわゆる区の名所の案内であるとか、平均の歩数距離、上に、目安として載

せておりますけども、また、どのくらいの消費カロリーがあるか、そういった形で、

みずからが住まわれている地域の身近な、そういったいろんな名所なんかもめぐりな

がら、運動の習慣化に持っていってもらえればという形でしております。 
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 こういったことにつきましても、お手元の紙の資料３枚目のところにもありますと

おり、何とか周知啓発を、我々、役所がつくっただけではなかなかだめでございま

す。それを広めるような形で、頑張っていきたいなということで考えているところで

ございます。 

 健康の分野については、こういった形でございます。 

○黒木生活支援課長 

 それでは、最後になりますけれども、「暮らしを支えるセーフティーネット」とい

うことで、介護人材就労コーディネート事業のほうの説明をさせていただきたいと思

います。 

 前提として、先ほどから高齢化とか、そのあたりの話が出ておりましたけれども、

改めて数字のほうでですが、国勢調査での比較ですけれども、住之江区での６５歳以

上の高齢者数が、平成２２年では２万８９１１人であったのが平成２７年では３万４

４８７人と、やはり増加傾向にあります。また、要介護認定数につきましても、平成

２６年３月の段階で７１３７人が平成２７年３月では７５０７人、また、平成２８年

３月では７８３９人が平成２９年３月では８２７２人とふえておりまして、平成３０

年３月の段階では８５５０人という形で、やはり、要介護者認定者数のほうも伸びて

いる状況が見受けられます。 

 また、区内の介護事業者ですけれども、これは、２０１８年版のハートページにあ

る資料の数字になりますが、特別養護老人ホームとして７施設、老健６施設、有料老

人ホームが６施設、グループホームが９施設、デイサービスなどを行っております施

設のほうが４６施設ということで、やはり高齢化という実態に即した形で、そういう

方々が利用する施設とかのほうは増加傾向が見受けられるところであります。 

 そして介護職の求人状況ですが、これはハローワークのほうから、平成３０年９月

２１日現在の数値のほうを拾っておりますけれども、フルタイム、正職員の数では、

大阪市全体では２万９２８１件のうち介護職が１９５８件ということで、６．７％で
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ありますけれども、住之江区だけを引っ張り出してきましたら、全体で９９９件ある

うち介護職のほうが８０件ということで、８．０％、やはりちょっと、大阪市全体よ

りは多目の数値という形になっています。 

 また、パート職員という形になりましたら、より顕著な形になりますけれども、大

阪市全体では、１万４６０６件のうち介護職が１８７９件、１２．９％となっており

ますのが、住之江区では、５４０件のうち介護職８１件で、１５．０％ということ

で、実際、このような施設とかがあるという事実も受けまして、ちょっと大阪市全体

よりはふえている状況です。 

 あわせて、大阪市の生活保護の状況ですけれども、平成３１年３月の数値のほうを

出しておりますが、大阪市全体で、世帯数が１１万３５４３世帯、人員は１３万８１

８４人で、保護率のほうは千分率であらわしますので、パーミルという表現を使いま

すけれども、保護率のほうが５０．７パーミルとなっておりますのが、住之江区で

は、世帯数が５００３世帯、人員としたら６６０９人で、保護率のほうが５４．

６％、西成なり、浪速区なりと比べましたら、そこまで高いとは言えませんけれど

も、住之江区も。 

○安藤副区長 

 ５％ということだね。 

○黒木生活支援課長 

 そうです。パーセントです。 

○藤井保健福祉課長 

 だから千分率ですね。例えば１０００人いらっしゃったら、５４人が保護を受け

たという理解でございます。 

○黒木生活支援課長 

 という形で、もう比べるのもあれですけれども、全国と比べたら、大阪市全体と

比べても、非常に高い数値になっております。 
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 小さな図で見えにくくて申しわけありませんが、介護人材就労コーディネート事業

ですけれども、先ほどの状況を踏まえまして生活保護受給者、もしくは今、生活困窮

であります、職をなくしていらっしゃる方とかに対しまして、介護人材として、その

持てる、就労できる能力のほうを活用していこうというのが、この介護人材就労コー

ディネート事業でございます。 

 利用者によりまして、受け手先の施設のほうの状況でありますとか、そのあたりの

情報を得た上で、区役所のところで情報を集める形によって生活保護受給者、もしく

は生活困窮者等に対して、総合就職サポート事業という大阪市全体での就労をあっせ

んしている事業のほうとタイアップして、この事業を進めている形です。 

 年間目標人数としましては、住之江区としては１０名という形で上げておりますけ

れども、それでも、持てる力を持って就労につくときに、この介護という求められる

ところに、その人員を持っていくことができるような形できめ細やかな対応を行って

いる事業という形になっております。 

 以上です。 

○廣畑部会長 

 ただいま３名の方々、事務局のほうからご説明いただきまして、ご説明をありがと

うございました。 

 今回は、文章だけじゃなくて今見ていただいたように、プレゼン式にわかりやすく

工夫をされたということでございますので、少し後ろの方のほうが見えにくかったよ

うな気もいたしますけども、今のご説明についてのそれに対するご質問、あるいはご

意見、そういったものがないでしょうか。今日は、５名の方から出席をしていただい

て。 

○福永委員 

 いいですか。 

○廣畑部会長 
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 どうぞ。 

○福永委員 

 母子手帳の交付時に、確認は多分してくれると思うけど、もうそのときには顔を合

わすけど、実際はその人の家とかへ行ってないですよね。例えば相談して、個人的に

この人は気になるなと思う人とか、それを見て、その人は、ちょっとある程度、何回

も行くとか、そういうような顔の見える関係というのはつくっているのかな。 

 そういうことをしていたら、あと１歳、２歳、３歳とずっと行くとき、多分つなが

ると思うのですね。だから、そういうのがあるのかなと思って。多分、あと母子手帳

は来てもらったときに、この子は気になる子だなとかとなったら、跡をずっと追っか

けてといったらちょっと悪いけど、相談を受けているとか、そういう事業をしている

のですね。 

○藤井保健福祉課長 

 今、福永委員からありましたように、それはまさしく母子手帳の交付の際には、当

然、顔合つなぎさせてもらっています。その後、やはり保健師が、そこの世帯とか、

お母さんや子どもの状況を見て気になるなというときには、必ず家庭訪問をしており

ます。だから渡しっきりではございません。 

 だから、それも含めまして、今、大阪市版ネウボラという形で、その世帯のこと、

子どもだけじゃなしに、お母さんのこと、また当然、お父さんのこともありますけど

も、そういう家族全体を手厚く支援していく、気軽に相談に乗っていくような形を、

今、進めているところでございます。 

○小川保健福祉課長代理 

 あと例えば、ちょっとお母さんが気になると、出産前までには、出産の準備ができ

ているかどうかとか、子どもさんが生まれたときに必要なものが全部そろっているか

どうかというのもお話しさせてもらったり、また、退院されてきたときに、そのとき

にお話しさせてもらって、こうするんですよというようなお話を、助産師とか保健師
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とかで確認をさせてはいただいています。 

○福永委員 

 それは、そうしてもらったら一番いいので、その後、要は生まれてから就学する

までの間というのも、多分、ずっとつながってくるかなと思って。だから、今、２歳

児、４歳児が抜けてると言ったけど、もう実際、３歳になったら、ほとんどが幼稚園

とか保育園へ入っているし、１歳から入っている子もいるので、当然、家にいる人だ

けを見ていったときに、多分、そういう人は、どちらかって言ったら、それは、特に

気なる人のほうが多いと思うんですね。経済的にもそうだと思う。そういうのを、ず

っとつながって見ていただいていたらいいのかなと思って。 

 もうあとは保育所に行ったら保育所の中で地域とやりとりして、この子は気になる

よとかと言ってくれるのは言ってくれるので、そっちはそっちのほうで、こっちのほ

うで事情がわかるので、その後、全体が把握できるかなということでいいのかな。 

○安藤副区長 

 実際にはいろんな機会を捉まえてやっているよね。子どもに対するケアとか、それ

から当然お母さんに対するケアも、どこまで言っていいのかどうかはあれですけど、

いろんな機会を捉まえて。 

○福永委員 

 逆に言ったら、気になる人がいたら、要は、地域の主任児童委員とか児童委員さん

のほうへ言って、地域で、この子のこれが気になるからという情報があれば、まだも

っといいかなと。区役所さんだけでずっと見ておきたいたのだろうから、気になった

ら連絡をしながらというのもあるので、そこまでできればいいのかなと思いますね。 

○安藤副区長 

 よく虐待とかがあったときに、特に問題が深刻な場合って、マスコミでもいろいろ

と言われるのですけど、例えば私も、この区役所に来てもう４年近くになるのですけ

どやっぱり何回か虐待はありました。 
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 うちの職員のことを言うのもあれなのですけども、見ていると、本当によく見てい

ます。やっぱり気になる人はきちっとつかまえて、本当によく見ていますね。それで

もやっぱりいろんなことが起こってしまうという現実があるにしても、本当にそこは

一生懸命していると思いますね。 

○福永委員 

 多分、地域差によると思うけど、結構うちは割合と、もう細かい目で見ているの

で、そういうことはないのだけど、ほかを含めてどうかなというのは。 

 あと、もう一ついいですか。ちょっと今さっき保育園のというのか、いろんな情報

とかを言っていましたけど、いくのっ子とかというのがあって僕も行ったりしていた

ので、うちの中で、子育て応援イベントもやっていますよね。あの中でも、実は、保

育園も来てもらっているのだけど、ただ、あのときでも言っていたのは、保育園のそ

ういう教育みたいなやつがあるだろうから、そこが１回来て、じっと見ていたけど、

例えば、保育園の宣伝もそうだし、いろんな情報とか、そういうことをひとつ一緒に

やれたらいいなという話を前からしているのだけど、時期的に１１月なので、もう保

育所の入所の案内が先に行ってしまっているから、タイミング的に悪かったりするの

だけど、そんなので１回。今は、頑張って来ていただいているのは、ほかもたくさん

あると思うけど南港の保育所とぐらいかな。全然、保育所の連盟じゃないけど、そう

いうのに来てもらって、それこそ、今、保育園のいろんなやり方も変わっているでし

ょう、申し込みも変わっているので、ああいうのも、ちゃんとそこの中で宣伝すると

か、何かそういうようなＰＲも含めた形ができないかなということで。 

 前からツールがあるのだから、あそこに入れるだけの話なので、だからそれを、ち

ょっとまた私は考えてほしいなと思って。  

○藤井保健福祉課長 

 まだ、ちょっと仮のスキームでございますけれども、時期的には、保育所の一斉募

集が１０月にありますので、８月中下旬あたりを考えております。あわせまして、区
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内保育所もございますし、また、幼稚園の施設もございますので、いわゆる就職相談

会じゃなくて、そういうブースを出していただいていて。 

○福永委員 

 区民まつりでやるとかね。 

○藤井保健福祉課長 

 先ほども坂田のほうからありましたとおり、南港の方はなかなかこっちに来てもら

うのはあれなんで、できますれば南港でやるとか、あるいは、本区外でするというそ

ういった形で、お母さん方は、自分の行きたいところに行っても、実際にあちこち保

育所を回れというのはなかなか大変な話でございますので、そこに来たら、一度にい

ろんな情報もとれる、例えば、あわせて区内の芸術鑑賞にふれる機会であるとか、ま

たお母さんの健康のチェックであるとか、そういったことも一緒にできないかなとい

う形でスキームのほうを組んでいるところでございます。 

○廣畑部会長 

 それでよろしいですか。 

○福永委員 

 いいですよ、私ばっかりだからほかの方。 

○廣畑部会長 

 それじゃ、どうぞ。 

○田中委員 

 今、ちょっと僕は、余り虐待というのがイメージがつかないのですけども、年間、

住之江区で、虐待ってどれぐらいあるのですか。あと、それが相談になるのか、実際

に動くというのが、ちょっとわからないのですけど。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 なかなか何をもって虐待と捉えるのかというところはあるのですけれども、国でも

統計をとっているのは、虐待相談という形で、住之江区としての、区内という意味で
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はなくて、住之江区の保健福祉センターで受けた数などを積み上げて、要は、大阪市

の区役所で全体で受けたのが何件ですかというのと、児童相談所、大阪市でいうとこ

ども相談センターで受けたのが何件ですかというような形の毎年度の数字をつくって

いるような状態なのですね。 

○福田保健福祉課長代理 

 住之江区でいえば、平成３０年度で児童相談が２１４件で、うち虐待相談が１０５

件ということで、平成３０年度の１年間で。 

○田中委員 

 １０５件もあるのですね。もっと少ないのかなってイメージがあったのですけ

ど、全然そういったことも僕らはイメージがつかないのですよね。 

○安藤副区長 

 要対協の数を言うのは問題があるかな。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 それは、要対協の数字はちょっと。 

○田中委員 

 テレビとかでも、よく虐待というのはすごいニュースにはなるのですけども、それ

が間近じゃないんですよ。だから、住之江区でもちょっとそういった間近な数字とか

が出たら、こんなにあるのだとか、もう少しわかりやすいなというのはあるんです

ね。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 大阪市全体で出ている分ですけれども、先ほど申し上げたとおり、区役所で受けて

いる部分とこども相談センターという児童相談所にいきなり相談があるというケース

とあるのですけれども、児童相談所のほう、こども相談センターで受けているのが、

平成３０年度で大阪市が６３１６件で、区の保健福祉センター、要は２４区で受けま

したというのが３４１５件、だから大体、足して１万件ぐらいというような数字では
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出ています。 

○田中委員 

 何歳が多いとかもわかるのですか。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 年齢までちょっと出ていたかな。平成３０年度で言うと、やはり小学生までが多

い。小学生を含む小学生までという、どう言えばいいかな。 

○安藤副区長 

 小学生以下ですね。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 小学生以下。ちょっと区分けが、３歳未満までと３歳から小学校へ入るまでと、小

学生、中学生、高校生、その他という形の分け方になっていて、だから、入っている

年齢がちょっとでこぼこしているのですけれど、子ども相談センターの数字、大体、

小学生で２０００、それ未満、小学校に行っていない子で二千五、六百ぐらいです

ね。保健福祉センターで言うと、小学生が１１００ちょっとで、小学校に上がる前の

子どもが、大体３歳未満までと３歳から以降で８００から９００の間ぐらいずつなの

で、足して１６００、７００ぐらいというのが、去年の数字になっています。 

○田中委員 

 私も３歳の子どもがいるのですけども、やっぱり、本当に虐待というイメージが湧

かないのですよね。何かすごい問題感はあるのだけども、でも地域の一住んでいる者

が虐待としてイメージを持っていなかったら、それは通報するにしても、虐待じゃな

いわけじゃないですか。そういったところのイメージを、もう少し出せる何かがあっ

たほうがいいのかな。僕は、今日初めて聞いて、こんなにいるのだというイメージを

初めて思ったので、虐待という言葉だけが行っているだけでちょっとイメージが。 

○福永委員 

 虐待もいろいろありますから、面前の暴力もあれば、いろんなやつの虐待があるわ
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けで。ですから親の面前でたたくとか、人前でぶつとか、それも虐待になるし、いろ

んな面で、精神的な夫婦げんかも虐待だしね。 

○田中委員 

 そうなんですか。 

○福永委員 

 そうなんです。それは、いろんな定義があって。 

○藤井保健福祉課長 

 虐待で５つの定義がございまして、身体的というのはまさしく暴力となる。それか

ら、心理的あるいは精神的というのですけどいわゆる言葉の暴力とか、そういったも

の、あとは性的であるとか、経済的な虐待だとか、あと５つ。 

○田中委員 

 金銭的。 

○藤井保健福祉課長 

 それは経済的ですね。身体。 

○福永委員 

 ネグレクトね。 

○藤井保健福祉課長 

 そうです、ネグレクト、そういったものもございます。 

○福永委員 

 だから今、通報は非常に多くなったのですよ。昔は少なかったんです。西区とか、

その前にあった死亡事故がある前までは非常に少なくて、それができてから、そうい

うホットラインじゃないけどそういうのをつくったので、もう虐待を通報しても、そ

の人の名前を言わないから、とにかく言ってねという意味でしているので。それで行

ったら全然虐待はないとかというのもあるけど、とりあえず気になったら電話してね

ということになっているので、それがすごく多いんですね。 
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○安藤副区長 

 普通は、普通の人は余り虐待ってしないのですね。だから普通の人は、余りあると

思っていないですよね。普通の人という表現はちょっと問題がありますけれども、普

通の人でも虐待したりすることがあるからあれなのですけれども。正直、そんなにあ

るのとびっくりします。例えば学校でも、不登校の子なんかでも、やっぱりそれが、

虐待が原因である場合もありますし、ネグレクトとか、そういうことが原因であった

りということもありますので。先ほども虐待って肉体的な虐待以外にも、今、放棄と

おっしゃいましたけど、いわゆるネグレクトといわれている子たちも含めて虐待なの

で、数で言うと相当深刻な数にはなると思いますね。 

○福永委員 

 その原因が経済的なこともあったり、いろんなことがあるから言えないけど、で

も、それはちょっと相談してもらっているというのは、それが気になる子だったら要

対協ということで、そういう委員会にかけて、皆さんでどうしましょうと言ってとい

うことをしてもらっているのだけど。 

 私はずっと、もう２０年ぐらい、そういう子どものことをやっていましたので、だ

から、いろんな情報も入ってきたので。また言うように、この区の中で、結構あるの

はわかっているよ、実際、余り口外はもうしないので、当然それは守秘義務があった

りするので、だからそこは、ただ、普通の一般の目で見たとき、やっぱり当然、こう

いう虐待は抑えないといけないので、そのためにどうするかとかいうのは、一般の人

の目で見てもらっておかないと。 

○廣畑部会長 

 田中委員、よろしいですか。 

○田中委員 

 はい。 

○廣畑部会長 
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 それじゃ、藤井委員、よろしくお願いします。 

○藤井委員 

 話を聞かせていただいて、いろんな形でクロスでサポートをされているのがすごい

なというふうに感じました。その中で、やっぱり取りこぼしみたいなものはあるので

しょうか。もうほぼ１００％、子育ての、子どもに対する、子ども、約８００人ぐら

いがいるということで。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 １学年で８００人ぐらいがいまして、さっきのこれですね。ここにちょっと書いて

いるのですけれど、大体、各学年に８００ずつぐらいで、健診だけでいうと、健診

は、大阪市のほうからアプローチできる機会なのですけれど、やっぱり未受診という

のがよろしくないので、未受診であれば、未受診の方の状況確認をして、翌月に受け

られるとか、たまたま体調が悪くて未受診で翌月という方もいらっしゃるのですけど

も。 

○藤井委員 

 フォローをしていっているわけですか。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 そういうのをフォローしているのは、もうほぼ１００％、皆さんをフォローしてい

ます。あと健診のとき、そうですね。所属としては、ここも書いているとおり、大

体、２歳児の半分ぐらいで、３歳児以上は９割以上が保育園なり幼稚園に通っている

と言われているのですけれども、そこへなかなか、それぞれの所属では、当然、アプ

ローチがされているのですけれども、私たちが、その子たちに一人一人、みんな、健

康状態から何から全て把握できているかというと、実際それは区役所だけでというと

ころではできないような状況です。 

○安藤副区長 

 でも、この健診に関しては、本当に未受診の子は全員を追っかけています。 
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○藤井委員 

 すごいですね。 

○安藤副区長 

 もう海外に行っているとかそういうことまで、全部を把握しています。だから、も

うこれは１００％、めちゃくちゃ手間をかけて、手間がかかるということは、それだ

け税金がかかるということなのですけども、本当に。 

○藤井委員 

 でも、家族の中には共働きとかそんなので、なかなか追いかけられないケースがあ

るのではないかなと。 

○安藤副区長 

 だから、それでもいつ来ますかとか、いつ健診に来ますかとか、接触、全部を追い

かけています。 

○藤井委員 

 それで、ずっと追いかけて、すごいですね。 

○安藤副区長 

はい。 

○福永委員 

 家に行って、いるかどうかとかいうのも、たまに確認してくれるとかというのがあ

るので、夜は動けないから、夜に行って、例えば電気がついているかとか、それを見

たりとか、そういうのは少し地域で協力しながらやっていると。 

○藤井委員 

 そんな中で、逆に成果を上げられているところっていっぱいあるように思うのです

ね。そういったものが、こんなことで、こういうふうに成果を上げましたよ、こうい

うふうにカバーしましたよというようなことが、もうちょっと伝わってくるといいか

なという、そういう思いは、ある意味。 
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○安藤副区長 

 入れたらいいのと違う。 

○藤井委員 

 先ほどの虐待もそうなのですけども、こういうことの傾向を、こういう対応でやる

ことで住之江区としては未然に防いでいるのですよというようなことがもうちょっと

伝わってくると、もっともっと関心度が上がっていくのかな、みんなの気持ちがそち

らのほうにも、何かシフトできないかなという思いがありました。 

○安藤副区長 

 こんなことってできるかな、未然に。 

○藤井委員 

 余り泥臭いことは言えないと思うのですけども。 

○福永委員 

 中でも、うまくいって当たり前だからね。だから、その当たり前のことの中があん

まり出ないのですよね。 

○藤井委員 

 でも、いろんなことが言われている中で、これだけいろんなことを施策している中

で、やっぱり、こういうことはちゃんと押さえていますよと、カバー率は９９．９％

ですよって、１００％に達して。 

○福永委員 

 多分これをやっていることは、それ自身が押さえていることになると思うから、こ

れを、１つ、２つしなかったら、ぽっと出てくるかもしれないですね。 

○小川保健福祉課長代理 

 何事もなく、子どもさんが健やかに育っていって、順調に大人になってもらってと

いうのがプラスマイナスゼロとか、それで、普通になるので、そこに何とか持ってい

くようにしている分ですから、極端なところの事例を持ってくることは、ちょっと皆
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さんにご説明したりする事例を上げるというのもなかなかできませんし、ほんのちょ

っとしたことで確認させていただいているようなことはやはり、さっき言っておられ

たように、虐待というのは、そんなに目に見えないところで、皆さんの気がつかない

ときに、たくさんの手でそこを守っていくという形になるので、アピールするような

のは難しいかなとは思います。 

 ただ、さっき福永さんがおっしゃったように、何かちょっと気になったことがあっ

たら、地域で、目についたら通報してもらうといいますか、教えていただいて、子ど

もさんの見る目をたくさんふやすというのは、やっぱり地域の皆さんしかできないの

で、そこでご協力いただいてということをお願いするということになりますかね。ど

うしても、区役所の職員だけでは目が限られていますので、やっぱり地元で見ていた

だくのが一番かなとは思うのですけれども。 

○福永委員 

 ただ、言うように、信用とかを持っている人じゃないと、むやみやたらに誰でもい

いかといったらないので、結局、民生委員とか、その辺のメンバーに限られてくるの

ですね。 

○藤井委員 

 でも、虐待なんかは難しいですよね。それが家の中で行われていたら、全然わから

ないしね。 

○福永委員 

 言うように、虐待なのかしつけなのかとかいうことだってそうだと思うけど、昔は

わからないから言っていたけど、そんなものはどうでもいいけど、とりあえず言って

くれということで、今、通報しているから、だから、件数がすごく上がっているのだ

けど、実際は、そんなにたくさんないかもしれない。でも、もし万が一あったとき

に、やっぱり助けられるから、そういうことをやっているので。 

○廣畑部会長 
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 どうもありがとうございます。 

 ちょっと子ども支援に関する部分が多かったのですけども、もし小林委員、何かそ

れ以外の、それに関するものでもいいのですけど、それで、女性の立場から。 

○小林委員 

 それ以外でですか。他区ですけども、息子夫婦と子どもがいるのですけど、１人

で、お嫁さんが、このネウボラなんか、市の全区実施版ですよね、市内にいるのです

けど、こんなのは聞いたことがないし、私もこれで初めて見ます。本当に、全然情報

が、これってどんなのという感じですね。すごい区役所とかに行くのが遠いと、やっ

ているのって、区役所まで行かないと何かできないとかって、ちょっと遠いみたい

で、これは何なのという感じで、余り情報が。私らも知らない、誰が知っているのと

いう感じで、母子健康手帳、これを渡すときにおっしゃっているのですか。 

○藤井保健福祉課長 

 そうですね。ネウボラにつきましては、広報紙でも何回か、記事を掲載させてもら

ってます。 

○安藤副区長 

 ネウボラというのは、言い出したばかりなんでね。 

○小林委員 

 大体、ネウボラって、どういう意味なのですか。 

○藤井保健福祉課長 

 もともとは、フィンランドで子どもを中心に世帯ごと、フィンランドというのは地

域にそういう専門職の方がいまして、地域の力も借りながら健康に育つような形で、

医者とかいろんなものを全部含めまして、そういった制度を、集える場という形で、

ネウボラというのはフィンランド語であるんです。大阪市におきましては、それぞ

れ。 

○小林委員 
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 フィンランド語じゃないほうがいいのと違いますか。言ったら変ですけど、何かわ

かりにくい。 

○藤井保健福祉課長 

 それは前の市長が、大阪市版ネウボラという形で気軽に相談できる仕組みづくりと

いう形で、今はさせてもらっているところです。 

○小林委員 

 もっとちょっと広げてもらったら。 

○福永委員 

 やっぱり、今、言った広報の関係を見てもらっているだろうということで、皆さん

やっているけど、実際、見ていないのでしょうね。だから、何か見ていますかじゃな

いけど、上手に、そういうことがわかるようにしておかないと。こっちはちゃんとい

っぱい出しているみたいなのだけど、結局、必要なところに伝わっていないというの

があって、興味がある人は幾らでも持っていると思いますよ、全部を知っていると。

でも、そこまでない人が、実際に欲しい人に行っていないところがあるので、いろん

なところでやってもらっているのだけど、もうちょっと上手に相手に届くような形の

何か考えないといけないのかなと思ったりは。 

○小林委員 

 伝えます。 

○福永委員 

 何をしたらいいかはわからないけれど、僕が思っているのは、母子手帳をもらうと

きに、もうそれこそ、例えば、情報を発信するから登録するとか、登録してもらって

しても送られるようにするとか、これはこうして、そういうことで、もう強制じゃな

いけど、住之江区はこれですから登録してくださいと、変なものに使わないから業者

に流しますとかと言って、もうそんなので流せるようなという方法を何かしなかった

ら、自分で欲しいものだけをとりと言ったら、とらないかなと思うんだよ。 
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○安藤副区長 

 これ、母子健康手帳を渡すときに、必ず、保健師が面談するのですけれども、そこ

は、今のようなご指摘を踏まえて、もうちょっと詳しい説明をやらせてもらおうかな

と思っています。 

 我々も市長から、何か虐待対策を考えろという言明が下ったときに、そもそも今、

大阪市の事業ってどうなっているのか、改めて自分たちで、もう一度、整理してみた

のです。そうすると、結構、事業がいろいろあるのです。ただ、それが使われていな

いという問題点があって、それは、今、ご指摘いただいたように、そういうことがあ

りますよということがちゃんと伝わっていないのじゃないかなということなので、母

子健康手帳をとりに来られるときに、極端なことを言うと育児プランみたいなものを

一緒に考えましょうと。そのときに、このぐらいの年齢の子どもたちにはこんな事業

がありますよ、このぐらいの年齢にはこんなサポートがありますよということを、ち

ょっと改めてお知らせしようかなということは、来年度から早速、行かせていただく

つもりです。 

○小林委員 

 それで、いつも住之江区のバザーみたいな。 

○福永委員 

 メールでぴっと送ってこの時期ですよとか、何かいけたらいいね。 

○小林委員 

 やっていたら本当に、サロンとか子育て何とかというのは、行っていいかわからな

いっておっしゃっていました。 

○福永委員 

 もうどこへ行ってもよろしいので、行ってくださいよ。 

○小林委員 

 行ったら、行ったらと言うけど、やっぱり、どうしていいかわからないとおっしゃ



34 

 

っていましたよ。 

○安藤副区長 

 だからなかなか、初めてのときは敷居が高いし、ただ、やっぱり生まれる前って、

皆が不安に思っているから、その不安に思っているときに、こんなのがありますよ、

こんなのがありますよと言ったら、結構、心に入っていくのじゃないかなと思うの

で、ちょっと来年度からは、そういう取り組みを。 

○福永委員 

 サロンへ来たら、いろんなおばちゃんがいるから相手してくれるし、一応。 

○小林委員 

 サロンに行って、こんなのがあるよって言ったら、じゃ、今度という感じだけど、

おばさんたちも、余りこれを知らないのですよ。 

○安藤副区長 

 僕もネウボラという言葉は、これはどうかなって思うと言ったらちょっと怒られま

すので言えませんけれども、これは全くなじみのない言葉ですよね。すいません、た

だ大阪市は、これを使うということになっていますので、これはもう、我々が一生懸

命浸透させていくしかないかなと思っています。よろしくお願いします。 

○廣畑部会長 

 今もいろんなお話の中で、区としての、あるいは市としての受け皿はあるのだけど

も問題にならないと、なかなかそれが具体的にわからないと、だから、そのアプロー

チをすれば、これはこうなのですよという話になるのですけども、もう少し区が、い

ろんな意味で積極的に、区民の方に、こういうものがありますよ、ああいうものもあ

りますよと、だから困ったときは、区役所にとにかくＳＯＳで聞くと、なかなかそれ

が聞けないという部分があるので、その辺のところは、先ほどちょっと副区長がおっ

しゃったように、敷居の問題があるのですけども、そこのところは、もう知っている

人が、できるだけそういうことをご説明できるときに説明するということになるのか
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もわかりませんけども。育児の場合は、空白区間が２つあったけども、これをもう少

しアプローチしていこうというご説明だったと思うのですけども、そういう中で、今

日、社協の方も来られているので、特別、そういう何かがあれば、手短にお話しして

いただいて。 

○区社協（巽） 

 ありがとうございます。手短に。もう福永委員がおっしゃっておられたのですけど

も、子育て博覧会のところで、実際に、保育所であったり、認定こども園の違いであ

ったりとかというのを、もう少しお母様方に伝えていく機会の子育て応援イベントと

いうのを１１月にしております中でもやっていけたらなというのをちょっと実行委員

さんからのお話が出たので、その部分については、何か連携しながら、子育て博覧会

と既存のものとをリンクしながら広めていけたらなというのを思っているところであ

ります。 

 区社協が受託しております人と家の見守り活動支援事業につきましては、なかなか

家の課題って大きい課題なので、やっぱりそこで、我がごとと思ってもらうのが難し

いというところもあるし、もうちょっと先で考えようかみたいなところで、少し進め

るところではもう難しくて、例えば、判断能力が難しくなったりとかというケースも

ありますので、そういった中で、今、事例も積み重ねている中でうまく検討できたな

という事例もありますので、先ほど、藤井委員さんがおっしゃられた好事例をうまく

ＰＲできるような何か周知のほうも考えていければなというようなのも思っておりま

す。 

○安藤副区長 

 これ、人と家の見守り事業というのは、空き家対策なのですね。普通、空き家対策

というと、空き家になった家をどう活用するかとか、どう維持していくかということ

なのですけども、ちょっと住之江区の場合は、区で中心になって取り組んでいるのが

あるのですけど、区の強みって、やっぱり地域とのつながりであるよねということが
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区の強みなので。 

 だから、空き家予備軍みたいなのを、縁起の悪い話になってしまいますけども、こ

の人の家はひょっとしたら空き家になるのじゃないだろうかと、空き家になる可能性

があるよねというようなことを思ったときに、その人に、ちょっとこれからどうしま

すみたいなことを上手に働きかけていくような、そういう発想から始まっている事業

なのですね。 

 実際には、空き家になってしまった空き家に関する相談も、結構あることはあるの

ですけども、地域の福祉ネットワークの中から、やっぱり情報とか相談があって、そ

れで解決というか、空き家にうまくならずに済んだという事例も、そういうことがあ

りますので、その辺は。 

○小林委員 

 それは、どこに言いに行くのですか。ここへ言いに行くのですか。うちの家の隣が

ずっと空き家なのですよ。でも、持ち主はいらっしゃるのですよ。ただ、そこにいら

っしゃらなくてというおうちって、それはどうしていらっしゃるのだろうとは思いま

すけど。 

○安藤副区長 

 だから、この人たちももちろん、もうたちどころに、何かそんなのが解決できるわ

けじゃないですけれども、まずは、いろんな相談のネットワークを持っていらっしゃ

いますので。 

○区社協（巽） 

 多分、今、空き家になっていらっしゃるのですけど、それが空き家だけど、どう管

理していくかというところも含めて、少しちょっと。 

○小林委員 

 ただ、私が言うのはおかしいでしょう。 

○区社協（巽） 
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 そうですね、はい。ですので情報だけ、もしチラシとかがありますよ、こういうと

ころがありますよという情報提供を、またちょっと身近なところからしていただけれ

ばなと思っております。 

○小林委員 

 近所の人は、ずっとチラシとかがいっぱい入るからすごい怖がっていて、もう空き

家とわかるじゃないですかって、それは言われるのですけど、行っていませんね。そ

れで何か台風とかで、ちょっといっぱい飛んできたりされているみたいなんですけ

ど。 

○福永委員 

 その持ち主がどうするかとかいうのも、多分、相談してもらったら。 

○小林委員 

 聞いてくれるのですか。そういうわけじゃなく。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 例えば、もう周りに屋根が飛んで、屋根が落ちてきて、瓦が落ちてきて危ないよね

とかいうのは特定空家ということになって、空家対策の法律があるのですね。それに

基づいて、所有者指導をしていくということになるのです。それはどこがやっている

かというと、区役所の保健福祉課がしているのですが、長屋とかで、１軒でも人が住

んでいたら、ちょっと対象外になって、それでもぼろぼろで、例えば壁が壊れますと

かになると、一旦お話はこちらで聞かせていただいた上で、都市計画局が、建築指導

の面として指導していくというような、大体ざくっと言うと、そういう流れになりま

す。 

 今、社協のほうに委託している分については、主として、ご本人なりご家族の方な

のですけれど、例えば、私は施設に入るのだけど、この家はどうしようとか、親の家

を相続したのだけどどうしようとか、管理したいとか売りたいとか、どうしたらいい

かなとかいうようなところについては、売る人だとかメンテナンスをする人とかがい
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ろいろいらっしゃるのですけれど、こちら側がこういう人たちにつないでいったりだ

とか、例えば司法書士さんに相談してつないでいくだとか、そういったことを、こう

いうご案内をして、区の協定した事業者さんにつないでいく。最終的には、民民の契

約という形になるのですけれども、交通整備をして、こんな案内が要るよねというよ

うな相談を行っています。 

○福永委員 

 今は大丈夫だけど、次に倒れたら危ないとか、いっぱいあるものね。だから、だん

だん朽ちてくるからね。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 やっぱり、どうしても朽ちちゃう前に動けば何とかなるのでしょうけども、どうし

ようもなく朽ちてしまうと、 

○福永委員 

 壊れたらね。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 そうですね。危害を加えるとなると。 

○福永委員 

 １回、相談したらどうですか。 

○小林委員 

 １回、地域の人に聞いてみます。すごい大変、お願いします。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 ちょっとこんなので、一緒につけているのですけれど。 

○区社協（巽） 

 あわせまして、広告版でいただいています終活超入門講座というところで、終活の

シュウはちょっと終了の終になっておりますけども、高齢者の方向けに、少しさきし

ま地域包括支援センターさんと住之江区役所さんと人と家の見守り活動支援センタ
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ー、僕らが共催して終活超入門講座ということで、少し２部制で企画をしているもの

です。２月２１日金曜日に、南港のポートタウン管理センターのほうで開催します。 

 １部では、なかなか家をどうこうというよりは、まずは身近なところの整理収納か

らというところで、セイコー運輸株式会社さん、これは、区内の企業さんで、人生最

後の引っ越しをプロデュースしたいというところで、従業員さんが、ヘルパー資格を

持っていらっしゃったりとか、また、このときにお話をいただく方が、整理収納アド

バイザーを持っていらっしゃいまして、ちょっとそういった片づけのところから、も

う家のほうに関心を持っていただくと、自分の住まいのことを考えていただく機会に

なればなというところが第１部です。 

 第２部のほうが、成年後見制度というところで、少し将来のことをちょっと考えま

しょうということで、コスモスおおさかさんということで、これは、行政書士さんの

グループさんなのですけども、寸劇を交えながら、わかりやすく成年後見制度を伝え

させていただく機会を持っておりますので、よければご参加をお願いしたいなと思っ

ております。また、身近な方にもちょっとお声がけいただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

○福永委員 

 これは、南港で１回だけ。 

○区社協（巽） 

 今年度は、時間もちょっと短目にやるのですけども、来年度は、地域包括の皆さ

んと各エリアで、こういった取り組みを進めていくことも検討できればなと考えてお

りますので、すいません、今年度はポートタウンで開催なのですけども、また、次年

度以降もいろいろ広げていければなと思っております。よろしくお願いいたします。 

○廣畑部会長 

 ありがとうございます。 

 住之江区も６５歳以上が３万４５００人、平成２７年だから、今はもう令和２年に
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なったのですから、もっとふえていると思いますので、将来のことより、すぐ将来の

ことになるのじゃないかなというような気がしますけども。いずれにしましても、先

ほどのデータも示しているように、住之江区というのは、府、市に比べて、悪い右肩

上がりになっていますので、そういう面では非常に問題が多い住之江区でもあるんじ

ゃないかなと思いますので、身近に感じながら進めていく必要があるのじゃないかな

というふうに、皆さんのご意見をお伺いしながら思っております。大体、ちょっと健

康の問題の説明だけに終わったのじゃないかなというような気もしますけども、一

応、予定している議題という部分は。 

○福永委員 

 もう終わり。もう一つだけよろしい。 

○廣畑部会長 

はい、どうぞ。時間がありますから、いいですよ。 

○福永委員 

 今言ったように６５歳以上の方がふえて、若い子が減ってきているから当然だとい

う。結構、特養とかいうホームが幾つかあったけど、あれは、住之江区の定員、施設

の定員は、何人ぐらいいるのですか。何人ぐらい希望しているのかなと思って。多

分、これから希望者がふえるし、本当に自宅で介護とかがすごいふえるのかなと思っ

たりするので、そこらの統計をとっているのかなと思って。今、幾らぐらい、ホーム

の定員があって、また、何人か希望者はいっぱいいると思うけど、どれぐらいいて、

今後、さらにふえると思うし、そういうホームをつくる気、民間任せなのか、よくわ

からないけど、どうなるのかなと思って。 

○廣畑部会長 

 要するに、今、福永委員がおっしゃっているのは、施設とそれと需要と供給の問題

ですね。それが、住之江区としては、ちゃんと受け皿があるのだろうかと、こういう

ことですかね。 
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○福永委員 

 民間任せだろうから、ある程度、だから民間は商売だものね。だから、任すのか。 

○廣畑部会長 

 今、その辺の実態はどうなのでしょうかね。 

○福永委員 

 だめだったら、ちゃんと在宅でやることを区としてじゃないけど、ちょっとそうい

うアドバイスじゃないけど、考えなかったらだめなのかと思って。 

○田中委員 

 いいですか。僕は一応、介護関係のほうをずっとしているのですけれども、基本的

に、特養とかは、もうその施設が待機者というのを把握していて、なかなか区のほう

まで情報はおろしていない状態です。 

 今の介護の流れとしまして、特養のほうは、要介護３以上という形で、大分と重度

化された方しか入れなくなってきています。反対に老健というのは、今、アロンティ

アクラブとかはあるのですけれども、強化型という形になっておりまして、基本的

に、もう短いスパンで、ほかの施設に移動という形になっていきます。病院とかも、

基本的には病床というのは少なくなっていきますので、今後予想されるのは、やはり

高齢者、認知症を含める方々も地域の中で過ごしていくということが余儀なくされま

す。 

○福永委員 

 在宅の制度。 

○田中委員 

 はい。その中で、やはり地域の見守りとかそういった中での地域のおつき合いと

か、つながりというところを強化していかないと、孤立、孤独になっていく方、虐待

とか、そういったところになっていくという可能性のほうが、今は高くなってきてい

る現状です。 
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 私がいるグループホームは住吉区なのですけれども、人数が２７名、もう満床で、

待機者が１０名います。それでも毎日、相談はかかってくる状況でございますので、

なかなか入所というのは、かなり厳しい状態になってきています。 

 また、デイサービスも、介護保険報酬のほうが少なってきているので、今は、短い

デイサービスとか、そういったところが多くなってきている状態ではあるので、やは

りどれだけ年老いても、ちょっと高齢になっても、在宅でいれるかというのが。 

○福永委員 

 元気でね、それも。 

○田中委員 

 そうなのですよ。だから、やっぱり予防と、あとは認知症になっても介護になって

も見守りながら自分の家で過ごしていけれる体制づくりという、この２本柱が、今の

ところ介護ではメーンになってきている状態ですね。 

○廣畑部会長 

 そのご説明ですと、要は、老人待機する人が多くなっているということですね。 

○田中委員 

 多くなりますね。 

○廣畑部会長 

 それに対して、在宅介護とか、あるいは地域の見守りをちょっと強化していかない

と、とてもいわゆる施設で、対応できていないということになるのですかね。 

○田中委員 

 そうですね。やはり、うなぎ登りに上がってきているので、そこまで施設というの

は、それに対してはできていないという状態です。 

 また、今までは共同型といいまして、１人の職員が何名でも見ている状態ではあっ

たのですけれども、今、ユニット化という形になっていっていて、職員のほうも３対

１とかと少ない、高齢者に対して対応することになっているので、なかなかスタッフ
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のほうも必要になっていっているという状態ですね。 

○福永委員 

 多分、老人はふえてくるし、でも、そのかわり、やっぱり家で待機というのは、当

然、家にいないといけないから、そこで元気で、健康で、何とかなるような形のこと

をしないといけないから、こういうウオーキングをしなさいとか、百歳体操をしてと

かいうのもつながってくるだろうし、せめて、少しでも長生きしないといけないし、

なかなか言われてもキャパがあるものね。 

○田中委員 

 そうなのですよ。 

○藤井委員 

 いろんな学習の場とか、そういうイベントの場があるのですけど、そこへ引っ張り

出すにはどうしたらいいかというところがなかなか、こもったら、こもりっきりにな

ってしまっているという。 

○福永委員 

 だからやっぱり声をかけないといけないですね。声をかけて、一緒に行きましょう

と言わなかったら、連絡だけするのはだめですね。一緒に行こうとかと言わないと。 

○藤井委員 

 チラシでも入って見ているのですけど、これで行くかなというところで、誰かが背

中を押してくれるようなパターンが要るかなということ。 

 それとあと病院関係なのですけど、親が認知症になったら、やっぱり病院で入院し

たら認知症になるというパターンになってしまっているので、結構、そういうパター

ンが多いようなのですけども、何か、病院に対してのそういうサポートするような形

ができないのかなと。いろんなイベントあるけども、病院のほうに、そういうイベン

トで、入院患者に対して話しかけとか、いろんなサポートもできないかなとか、要

は、認知症防ぎのための一つの施策としてできないかなと。 
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○福永委員 

 防ぎか、なってからでは遅いものな。 

○田中委員 

 そうなのですよ。やっぱりいつなるかわからないのですけども、認知症予防という

ところは、本当に、一番大切な部分ではあるかなとは。 

○福永委員 

 多分、周りが見ておかしいなということで、本人は認知症になっているとは思って

ないのですよね。だから、多分、そこは早目に発見して進まないような形の治療をす

るとか、それが大事だと思う。だから、家族さんがわかってくれたらいいのだけど、

そこを上手につながないと、つないだら早目にわかったらいいよね。 

○藤井保健福祉課長 

 住之江区内に４つの地域包括がございまして、特に南港の咲洲のところは、さざん

かオレンジチームといいまして、認知症予防に特化した形のいろんな事業をしており

ます。もちろんそこに区内の医師も入りまして、いろいろな啓発であるとか、あるい

は早目の相談というか、認知症になる前、あるいはなるのをおくらせるといいましょ

うか、そういった何ができるかという形で、今、取り組んでいるところでございま

す。 

○藤井委員 

 直近で、周りで見ていまして、１つは、入院すると、まず認知症になってくるとい

うのと、ひとり暮らしの生活になっていくと、これもだめだなと、この２パターンが

大きいのかなというように思っております。 

○廣畑部会長 

 実際、先ほどのデータでいきますと、住之江区で、１０年で７００人増加している

と、だから１７００人ということですから、認知症をおくらそうというふうな感じ

が、健康寿命を伸ばそう、あるいは百歳体操の推進と、いろんなことがありますけ
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ど、最終的には、その期間を延ばすということの中で、区として、いろいろなことを

推進されていると思うのですけど、やはりそれを受け皿があっても、活用していくと

いうかね。 

○福永委員 

 生涯学習ルームとかいうのが各学区にあって、あれはいろんなものをつくったりと

か、大体、そういうところに行っていたら、多分、ぼけにもならないと思いますね。

そんなのを活用して、ちょっといろいろ例えば手のをするとか、そういうのがいっぱ

い各学区にもあるから、そこに引っ張り出して、どうですか、興味があるところをし

たらいいのかなと思うけどな。せっかくあるものね。 

○藤井委員 

 そうですね。いろいろとあるし、チラシを見ていたら、ここでこんなことをされて

るんだというのを思うと、でも行かないなと、どうしたらいいかなという。 

○福永委員 

 女の人って、結構みんな、たくさん友達がいて、大体出ていくのです。男の人っ

て、もう家に引きこもって出ないです。そこを何とかしないとだめ。多分、そこは課

題かなということで言ったけど、だからあれは、誰かがやっぱり声をかけなかったら

だめでしょうね。 

○藤井委員 

 それが、町内会であったりとかという形なのでしょうね。 

○福永委員 

 そう、町内会の行事もそうだけど。 

○安藤副区長 

 あと、よく言われているのは、男の人は井戸端会議なれしていないので、それか

ら、井戸端会議に興味がないというか、でも、何か自慢できるとか、何かが手に入る

とか、あるいは誰かと競争するとかになったら、一生懸命、急に元気になり出したり
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するので、そういうものを見つけて男の人が行きやすいような声かけを。 

○藤井委員 

 そういう部分を引き出してあげないといけないというところですかね。 

○坂田子育て・地域福祉担当課長 

 ちょうど１月号のさざんかに、男性の居場所特集みたいな形で、うちの職員が行っ

てちょっとインタビューをしています。いろいろなのですね。別に何か、すごくボラ

ンティアやっていますとか、そんなのだけではなくて喫茶店でいつもおしゃべりをし

ていますから始まって、通学路で見ていますとか、犬の散歩をしていますとかもいろ

いろなのがあるんです。犬の散歩がどこかに、きっかけとか機会というのはいろいろ

あるよねというので、社協の生活支援コーディネーターをされていた方の講評も含め

て、入れさせていただいていますけれど。 

○福永委員 

 この前、どこかが、うちの平林に来ましたね、見学に来たついでに、男の居場所じ

ゃないけど、やっていましたね。 

○区社協（巽） 

 はい、阿倍野区の晴明丘地域。 

○福永委員 

 阿倍野の晴明地区かどこかやね 

○区社協（巽） 

 はい。 

○福永委員 

 会長さんに来てもらって、お互いにやったけど、やっぱり平林でも、男の人がどう

しても少ないですよ。やっぱり喫茶でも、そういうのは、女の人が多いなと思うね。

毎回、来るしね。逆に顔を見なかったら、どうしたのかなと思って。 

○区社協（巽） 
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 心配になる。 

○福永委員 

 心配になるから、逆にもういい感じになって、見守りで。 

○廣畑部会長 

 いろいろ、さまざまな福祉・健康の部分の中で、委員のご意見もあり、また、社

協、あるいは事務局からのご説明もあったのですけど、まだ尽きない部分があるので

すけども、時間もかなり押し迫ってきたというふうなことがあるので、また、こうい

う機会も引き続き持っていければなというふうに思っておりますので、事務局の方と

相談しながら進めてまいりたいと思います。 

 解決というのはなかなかできないのですけども、それぞれの何かそこのきっかけづ

くりというのですか、そういうことの必要性というものを、まず我々区民がそれを、

なかなかさざんかでも、非常に配布はされているのですけど、見るけども読まないと

いう部分もあると思いますので、その辺のところはやはり、せっかくのさざんかのあ

れなので、そういうところも、井戸端会議の話題にもできるような部分もあると思い

ますので、おおむねご意見をいただいたということでございましたので、これをもっ

て、今日の議事を終了させていただきたいと思いますので、進行を事務局のほうにお

返しいたします。 

○藤井保健福祉課長 

 ありがとうございました。 

 本日は、長時間にわたりましてご議論いただきまして、また、貴重なご意見も賜り

ありがとうございました。 

 冒頭申しましたとおり本日の議事は公開となっておりますので、後日、議事録等を

作成し公表の手続をさせていただきたいと思います。 

 また、来月３月１２日木曜日１９時から、２階、舞昆ホールにおきまして区政会議

の全体会を開催いたしますけれども。 
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○山中企画担当課長 

 ちょっと場所は、まだ未定です。 

○藤井保健福祉課長 

 本日の部会で頂戴しましたご意見等について取りまとめた上、廣畑部会長から、ご

報告という形でお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 ではこれで、本日の区政会議福祉・健康部会を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

以 上 


