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令和元年度住之江区区政会議 

第３回魅力・ブランド部会 

 

１ 日 時：令和２年２月１２日（水）午後７時～午後８時 

２ 場 所：住之江区役所 住之江区役所４－１会議室 

３ 出席者 

〔区政会議委員〕 

伊東 聡子 委員、松浦 平八郎 委員、山崎 敦 委員、山田 史郎 委員、 

山本 達人 委員、（出席 5 人／定数 6 人） 

〔住之江区役所〕 

     安藤 友昭 副区長 

栗谷 直利 総務課長、平田 紀子 事業推進担当課長兼教育担当課長 

西川 崇 事業推進担当課長代理、古場 拓宏 総務課担当係長 

４ 発言内容 

○西川事業推進担当課長代理 

それでは、定刻がまいりましたので、ただいまより令和元年度住之江区区政会議第

３回魅力・ブランド部会を開催してまいりたいと思います。 

私は、事務局の住之江区役所総務課事業推進担当課長代理の西川でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

それでは、早速ではございますけれども、本日お集まりの委員の皆様、前回も引き

続きですが、自己紹介をよろしくお願いしたいと思います。 

部会長のほうからどうぞ。 

○山崎部会長 

さざんか加賀屋協議会の山崎と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○山田委員 
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南港太陽の町の山田です。よろしくお願いします。 

○伊東委員 

清江地区の伊東です。よろしくお願いします。 

○山本委員 

山本です。よろしくお願いします。 

○松浦委員 

安立連合の松浦です。どうぞよろしくお願いします。 

○西川事業推進担当課長代理 

八尾委員につきましては、所用により欠席されておりますので、ご了承願いたいと

思います。 

引き続きまして、区役所の職員です。 

○安藤副区長 

安藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○平田事業推進担当課長 

平田です。よろしくお願いします。 

○栗谷総務課長 

総務課長の栗谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○古場総務課担当係長 

古場です。よろしくお願いします。 

○西川事業推進担当課長代理 

それでは会議に入る前に、席上に並んでおります水の関係でございますけども、災

害救助用の飲料水ということで、期限が近いものを入れ替える際に啓発も含めまして、

こういう機会があるごとに配らせていただいておりますので、お持ち帰りいただけた

らと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○西川事業推進担当課長代理 
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それでは、会議の成立についてご説明いたします。本会議は委員の２分の１以上の

出席が必要でございまして、部会委員は６名でございますので、３名以上の出席で成

立が認められます。本日は５名の出席をいただいておりますので、本会議が有効に成

立していることをご報告いたします。 

なお、本日の会議ですが、住之江区の魅力・ブランド力の向上、広聴、広報、情報

発信の取り組みに係る令和２年度住之江区運営方針（案）について、ご議論いただき

たいと思っております。 

議論の内容は、来る３月１２日木曜日に開催予定でございます全体会の中で、部会

長から報告いただきまして、情報共有を図りたいと考えております。 

本日の会議時間は２０時までの１時間を予定しております。スムーズな議事進行に

ご協力をお願いしたいと思います。 

また、議事録等についても、後日公表となります。公表される際には発言者及び発

言内容につきましても公開されますので、ご承諾いただきますよう、よろしくお願い

します。 

それでは、会議の議事につきましては部会長にお任せすることとしておりますので、

山崎部会長、よろしくお願いいたします。 

○山崎部会長 

皆様、こんばんは。それでは、担当でございますので、部会の議事の進行を進めさ

せていただきたいと思います。 

本日は、「令和２年度住之江区運営方針（案）について」議論をいただきます。 

早速ではございますが、事務局より説明をよろしくお願いいたします。 

○平田事業推進担当課長 

説明をさせていただく前に、まずこの部会で、これまでお話とご意見も頂戴してき

ました、すみのえアート・ビートにつきまして、開催状況のご報告や、３月に行う予

定をしております会所会についての今年度の取り組みについてスライドを用意させて
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いただいていますので、先にそれをごらんいただけたらと思います。 

今、見ていただいていますように、２０１９年１０月１３日の日曜日、台風の翌日

だったのですけれども、実行委員の皆さんに頑張って準備をしていただきまして、無

事予定どおり開催をすることができました。 

今年度につきまして、広報ツールですが、区政会議でいつも広報が遅過ぎるという

ご意見がありましたので、日程の公表と、詳しいお知らせと２段階で報道発表をして

おります。 

１回目は開催日が決まりました。２回目は詳細が決まりましたということでお知ら

せするとともに、区のフェイスブックでも、日にちが決まったタイミングで広報をす

るようにしております。ここから、実行委員の皆さんのそれぞれがお手持ちの広報ツ

ールも使っていただきまして、開催日の拡散を行ったということで、皆様のご意見を

反映させていただいております。 

続きまして、アート・ビート開催月の１０月号の広報紙で、特集記事を掲載してお

ります。単なるイベント告知ではなくて、北加賀屋とアートとの歴史を知ってもらう

ということで、表紙も、今まさに住んでおられるすごく印象的な海外のアーティスト

の方にも登場いただいて、北加賀屋とアートの歴史をご紹介しました。それを踏まえ

て、このイベントを含めた地域活性化に、北加賀屋に住んでおられる方、さらにはそ

れ以外の方にも、北加賀屋の歴史というのを知っていただくための記事に仕立ててあ

ります。おかげさまで好評をいただいております。 

次に、ここからは当日の様子なのですけれども、大人気のラバー・ダック目当てに、

遠方からの来場者も多数いらっしゃっていました。ドローンは、昨年から開始したも

ので、今年も会場で何人もの方に何時に飛ぶのというのを聞かれて、それを目当てで

来られている方がたくさんいました。ロンドンバスも、子どもたちに大人気で、非常

に盛況に行われております。 

次に、ウオーク＆ウオッチ「「北加賀屋」を見つける！」ということで、まち案内
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ボランティアさんのガイドによる近代化産業遺産の見学と、オリジナル短編映画「レ

ミーを消さないで」の上映をしております。 

続きまして、みんなのうえん祭ということで、食・農・アートが楽しめるマルシェ

や、ワークショップなどにも、たくさん参加してくださっております。 

さらに、面での広がりを期待しようということで、インスタグラム・フォトラリー

というのをやっております。ギャラリーや壁画がたくさんある北加賀屋のまち歩きを

目的に、インスタグラムを使ったフォトラリーを実施ということで、まちを回って、

これを全部撮ってインスタグラムにアップしていただいたら、非売品のアヒルちゃん

グッズを進呈しますということで、これも、すごくたくさんの方がチャレンジしてく

ださいまして、景品をお渡しするのに列ができるというような感じでございました。 

次に、キッズエリアは、地域活動にかかわる団体や連携企業による出展も多数とい

うことで、女性団体協議会や、わんにゃんパトロールの皆さん、さざんか加賀屋協議

会の方々の出展、加賀屋の子ども会や、地域の連携企業も出展してくださっています。

今回、ネジアートを出展していただいています。 

さらに、港南造形高校の生徒さんたちの作品、これは、住之江区民まつりで使って

いるやぐらの絵を今年描いていただきまして、それを、こういうふうに展示をさせて

いただきました。あと、住之江支援学校の生徒さんは、手づくりの髪をとめるピンや、

ゴム、ちょっとしたマスコット、イラストが描いてあるメモ帳などを展示して、生徒

さんも出てきていただいて販売をしています。 

あとＮＴＴドコモレッドハリケーンズとシュライカー大阪は、今年からの参加にな

るのですけれども、非常に大人気で、ストラックアウトのラグビーとフットサル版で、

たくさんの方や子どもたちに喜んでいただいています。 

次に、アーティストによる作品展示ということで、若手アーティストたちによる公

開制作展を実施いたしました。若手のアーティストの中にも、この地域に住んでいる

方もいらっしゃるので、こういった場で展示することも、このイベントの意義の１つ
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ということで、今年はやっております。 

その結果でございますけれども、アンケートの結果を抜粋させていただいておりま

すが、「この会場の名村造船所大阪工場跡地が、近代化産業遺産に認定されていること

を御存じですか」という質問に対し、知っている、またこれを、初めて来ていただい

て知ったという方を併せて８５％で、それでも知らないと答えた方がいらっしゃるの

ですけれども、非常にたくさんの方に知っていただけていると。 

「北加賀屋がアートをいかしてまちづくりを進めていることを御存じですか」とい

う質問については、これもやはり、知っている方が６７％で、この場で初めて知った

方も入れますと９２％ということで、リピーターもすごく多いので、近代化産業遺産

認定を知っている方が半数超えとなり、まちづくりについても、ここに来ていただい

ている方には浸透しつつあるかなというところではございます。 

ただこれは、アンケートに答えていただいた方が、区内の方ではなくて、遠方から

のリピーターで熱心にすごく来られている方が多いので、より地域の住之江区内の方

にも来ていただけるように、今回、こういうふうに広報の工夫もしましたけれども、

引き続き、そのあたりは頑張っていかないといけないかなというところでございます。 

北加賀屋のアートのまちについては以上でございます。 

続きまして、会所会につきましては、古場のほうからご説明させていただきます。 

○古場総務課担当係長 

私、古場のほうから説明させていただきます。 

まず、今年度の会所会なのですけども、２０２０年３月１４日土曜日に、市内にた

だ１つ残る新田の会所跡であります加賀屋新田会所跡で開催させていただきます。ち

なみに今年で４回目の開催になります。 

続きまして広報ツールですが、ビラとポスターを作成させていただきまして、大阪

メトロ各駅とか、各町会の掲示板に掲示いただいたり、あと、会場があります敷津浦

地域に関しては、敷津浦小学校の全児童に配っていただいたり、まちの電気屋さん、



7 

 

郵便局、病院とかにチラシの配架をお願いして、積極的にＰＲを行いました。 

こちらも、アート・ビートと同様に、報道発表が遅いという意見をいただきました

ので、１月２１日に、まず１回目の日程の発表をさせていただきまして、２回目を２

月３日に詳細を決定しましたという形で２回に分けて報道発表をさせていただいてお

ります。 

続いて広報紙ですが、こちらも次の３月に発行する分で、まだこれは最終稿の原稿

なのですけども、まず表紙のほうなのですけども、いい意味で住之江区に見えないよ

うな、本当にこんなのが住之江区にあるのかというぐらいの形で、皆さんに興味を持

ってもらおうと思って、こういった京都のような会所の写真を表紙として使わせてい

ただいております。 

その後、２面に会所跡の説明をさせていただくのと、こちらの３面については、皆

さんが会所会にいろいろと協力をいただいておりますので、こちらのほうを特集とし

てさせていただいております。１つ、つながるというところ、「時と人とがつながる」

をキーワードに特集を組みました。 

続いて、会所会のコンテンツの紹介なのですけども、こちらは会所のほうに、昔か

らある立派なお茶室がありますので、そちらを使用して、当時の雰囲気を体験してい

ただこうと思って、お茶席体験をしております。こちらは昨年度と今年度、森ノ宮医

療大学の茶道部さんにご協力いただいて実施しております。 

続いて、かるた・絵本ひろば、こちらは、居間で行っているのですけども、昔から

親しまれているかるたであったり、絵本であったり、来場された子どもの方にも楽し

んでいただこうというのもありまして、こちらは住之江図書館に協力いただいて、実

施させていただいております。 

人形展示、こちらも同じ敷津浦地域にあります人形劇団クラルテさんにご協力をい

ただいて、会場内の各所に人形を展示しています。子どもたちもよく知っている物語

の猫になっておりますので、こういったので親しみを持っていただいて、興味を持っ
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て来ていただいたらと思いまして人形展示のほうを行っております。 

続いて、落語、漫才、コンサートなどを、旧書院という少し広いところがあります

ので、そちらで実施し、建物に入っていただいて見て触れていただくような一つのき

っかけと集客も兼ねて、こういった形でイベント、公演を行っております。 

続いて、まち案内ボランティアさんにご協力いただいて、パネルの展示であったり、

見るだけでは伝わらない細かなこだわりであったりとか、そこを作ったいきさつとか、

いろいろな物語がありますので、各所の見どころを紹介という形でさせていただいて

おります。 

続いて、こちらは会所の入り口の自転車置き場で、今年度から、加賀屋マルシェと

いう形で銘打ちまして、やはりこちらは集客力がありますので、会所会と同時開催と

いう形で、集客を見込んで行っております。 

ただ、入り口を入ってすぐがマルシェの開催場所になっておりまして、建物内にな

かなか足を運んでもらえないということがありましたので、今年度からの新コンテン

ツなのですけども、石猫といいまして、これは、川に落ちている少し大きめの石に猫

を書いております。まち案内ボランティアさんで、こういうアートに精通した方がい

らっしゃいましたので、そういった方のご協力を得て、先ほどもありました港南造形

高校さんの生徒に、石猫を書いていただいて、それを、庭園の各所に置いていこうと。

それにキーワードを持たせて、スタンプラリーのような形式で探しながら庭園を回っ

ていただいて、奥に入る仕掛けをつくりたいと思って今年度、こちらを初めて実施し

ようと思っております。 

以上、こちらが会所会の各コンテンツなのですけども、会所会としましては、今回、

時のつながりとか、人のつながりとか、時代のつながりをテーマにさせていただこう

と思いまして、パネル展示とかを工夫するのと、和の雰囲気を感じていただいたり、

また、こちらは日常的に使っていただきたいところがありますので、こういったほの

ぼのした雰囲気もいいのかなと思って、引き続きＰＲしていこうと思っております。 
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私のほうからは以上です。 

○平田事業推進担当課長 

前回の部会で、山本さんからご意見をいただいて、テーマがよく見えないというの

もあったので、今年は昔にあったものが今に生きているのだよと、今でも人が集って

いるのだよというのがわかるように、広報紙もそういう仕立て方にし、当日の展示の

仕方、案内板とかの表示の仕方も、そういうのが伝わるような表示にしていきたいな

というところで、今、準備を進めているところでございます。 

大きく２つのイベントについて、状況を見ていただきました。それを踏まえまして、

今年度と令和２年度住之江区運営方針（案）について、ご説明をさせていただきます。 

まず、お配りしていますこちらは参考資料なので、こちらは最終的に仕上げるため、

今、それを踏まえてつくっております案です。これはまた、ご一読いただけましたら

と思いますが、この横長の資料の考え方をご説明させていただきます。 

１枚めくっていただきまして、まず左側に、「令和元年度の区運営方針の進捗と課

題」といたしまして、この令和２年度版をつくるに当たっての令和元年度の進捗状況

と課題について、書かせていただいております。 

その横の「いただいた主なご意見」のところは、この間の部会、この１年間ぐらい

にいただいたご意見について反映をさせていただいております。 

こうした点を踏まえまして、この「令和２年度事業」と右側のところに、事業とし

ての予算案を、来年こういう形で策定をしておりますというご説明をさせていただき

ます。 

まず、頭に戻りまして、項目３－１「住之江区ならではのブランド力の向上」とい

たしまして、１つ目のテーマが、「歴史と文化を生かした魅力の創造、発信」そこが、

今見ていただきました３月１４日開催予定の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程の早期公表を行い、広報紙特集ページの活用などを実施

しております。より効果的な情報発信が課題でありまして、その方策を検討する必要
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があるということです。 

それにつきまして、「「会所会」の開催にあたって、加賀屋新田会所跡の歴史的背景

を効果的に広報するほか、「イベントをきっかけに、区民のみなさんに普段から加賀屋

緑地になじんでいただく」という目的をもっと明確に打ち出す必要があるのでは。」と

いうご意見をいただきました。ですので、今見ていただきましたように、広報紙につ

いては、そういう歴史の背景なども、割と親しみやすくイラストも使って書かせてい

ただいております。 

さらに、今も申し上げましたように、また来てもらえるような、そう思わせるよう

な内容の表示の仕方にしたいなということで、隅々まで見ていただけるように石猫を

配置というようなことも考えて、アイデアを出して考えていっているところです。 

令和２年度の事業方針としましても、これは、年１回のイベントになっているので

すけれども、開催だけでなく、区民の方がもっと日常的に気楽に訪れることができる

ような仕組みづくりを引き続き検討してまいりたいと思っております。 

続きまして、「アートを活用したまちづくり」なのですけれども、これは、今も見

ていただきましたように、アート・ビートにおきましては、例年より１カ月早い開催

日公表や広報紙特集ページの活用などを実施いたしました。アートを活用した北加賀

屋の魅力発信について、このイベント開催、アート・ビート以外に有効な手段をもっ

と検討していく必要があるというのが課題だと思っております。 

これまでの区政会議でいただいたご意見としましては、やはり、「区民に愛着をも

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も綿密に行ってはどう

か。」というようなご意見を頂戴しております。これにつきましては、こうした点を踏

まえてとはいえ、会場の他のイベントとの競合でありますとか、気候等とかも見まし

て、なかなか１００％は難しいのですけれども、そういうことも念頭に置いて、より

多くの方に来ていただけるようにしてまいりたいと思っております。 

来年度の事業の予算としましては、イベントの効果が地域へ波及するよう、その方
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策を検討するとともに、イベント開催以外での有効な魅力発信方法についても、引き

続き検討するというふうに考えさせていただいております。 

以上が、「住之江区ならではのブランド力の向上」についてでございます。 

続きまして、５－１「情報発信の充実」なのですけれども、まず１個目の「分かり

やすい広報」、広報紙について、バラエティーに富んだ特集ページや画像を多用した構

成など、わかりやすい紙面づくりを心がけました。広報紙の取り組みについて区民ア

ンケートを実施し、区民の認知度について把握しました。 

次も一緒に説明しますけれども、「多様な手法を活用した情報発信」、ホームページ

やＳＮＳを活用して、防災・防犯・子育て支援、区内のイベントなどに関する情報を

随時発信いたしました。これも区民アンケートにおいて、ホームページやＳＮＳを活

用した情報発信の取り組みに係る区民の認知度について把握しました。 

この区民アンケートで、そういうのをやりますよ、より詳細な分析をしますよとい

うことを前回ご説明しましたところ、「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。」ということをおっしゃっ

ていただいております。 

こちらの「事業概要」のところに書いておりますが、まず区の広報紙につきまして、

区民アンケートの結果、年代別で把握した区民ニーズ、知りたい情報は、若年層は、

子育て、防災・防犯、まちの魅力・歴史・文化・にぎわいで、高齢層が、順番がひっ

くり返りまして、福祉・健康になります。そして、防災・防犯で、暮らし・手続とい

うことで、アンケートに答えていただいた方の年齢層がどうしても若年層が少ないと

いうのはあるのですけれども、年齢別に分析しましたら、こういう結果になっており

ます。 

ただ、どの層もある程度まんべんなく手続とかもしっかり教えてというような結果

にもなっておりますので、こういうところを踏まえまして、おかげさまで今の広報紙

がより見やすくなったと答えていただいた方が９割近いのです。なので、今、大きく
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頑張って、広報紙に力を入れているのですけれども、そこの部分については、進んで

いる方向性は間違ってないだろうと。 

ただ、他区の広報紙の状況なども踏まえまして、地道に細かく、よりわかりやすく、

お知らせページなどは作っていく必要もあるでしょうし、これはもうちょっと足さな

いといけないなというようなところは、日々、他区の状況も踏まえながら、もっとさ

らにということで、１００％を目指すぐらいの思いで、取り組んでいきたいなという

ふうには思っております。 

「多様な手法を活用した情報発信」については、区民アンケートの結果、ＳＮＳで

の情報発信の認知度はすごく低いです。区民ニーズを分析して、若い方の認知度が高

いので、もうちょっと情報発信の内容もよりそれに沿ったものにするとともに、ＳＮ

Ｓで発信しているよというのを知ってもらわないとどうしようもないので、それのた

めに広報紙をより効果的に使うというようなことを進めていきたいというふうに考え

ております。 

私からは以上でございます。 

次の５－３は、栗谷の方から。 

○栗谷総務課長 

５－３「区の組織力の強化」の方を、私からご説明させていただきます。 

一番最後のところになりますが、「質の高い行政サービスの提供（②広聴機能の充

実）」でございますけれども、実施方法や項目を精査した上で、区民アンケートを２回

実施しております。 

実施方法につきましては、これまでは、区民モニターを一旦募集してから、アンケ

ートへのご協力をお願いしておりましたが、今回からは無作為抽出で、１８歳以上の

方２０００名を選びまして、その方に直接アンケートの用紙をお送りして、アンケー

トにご協力いただくような方法に変更いたしました。 

それから、これまでの「区政会議でいただいた主なご意見」ということで、「民間
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企業のアンケートでは、回答者の中から抽選でプレゼントを行っているケースが多い。

区民アンケートでも検討してはどうか。」というご意見を踏まえまして、今回、１回目

のアンケートにつきましては、１１月の下旬にお送りして、１２月の下旬に締め切り

ということでさせていただいて、ご協力いただいた方の中から抽選で、先ほどのアー

ト・ビートの中でもご紹介がありました、ＮＴＴドコモレッドハリケーンズのラグビ

ーチームから、記念品というか、景品をご提供いただきましたので、抽選で差し上げ

るようなことをいたしました。２回目の方につきましても同様に、アンケートご協力

者の中で、抽選で、記念品を進呈していきたいというふうに考えております。 

それから、課題としては、回答率の向上も含め、より効果的なアンケートとなるよ

う検討が必要であると考えております。 

区政会議の部会の方でもいただいた意見ということで、前回、台風のときの避難所

開設の中で、中学生の方が、かなりてきぱきと動いてくださっているというような中

で、「若い世代の意見を聞くことも重要だと思うので、中学生や高校生に対してアンケ

ートを実施してみてはどうか。」というようなご意見もいただきました。 

「令和２年度事業」ということで、「区の広聴事業」につきましては引き続き、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りたいと思

いますし、回答率の向上を目指せるような形で、検討も進めてまいりたいと考えてお

ります。また、いただいたご意見を踏まえまして、まずは中学生などの若い世代を対

象としたアンケートについて、実施を検討してまいりたいと考えております。 

「区の広聴事業」につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○安藤副区長 

アンケートは幾ら返ってきたのでしたか。 

○栗谷総務課長 

２０００件お送りいたしまして、４５３件回答をいただきました。２２．６５％の

回答率でございました。２回目につきましては、まだ締め切りがまいっておりません
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ので、現在、回答をいただいている最中でございます。 

○安藤副区長 

去年は、幾ら返ってきたのでしたか。 

○栗谷総務課長 

去年は、もともとの母数が４００件ぐらいで、その８割ぐらいが返ってきたという

形ですので、４００件でざっと３２０件ぐらいのご回答をいただいたというような形

になります。 

○安藤副区長 

前よりは増えているということ。 

○栗谷総務課長 

はい。 

○平田事業推進担当課長 

今年から、やり方を変えています。 

区役所の方からのご説明は以上でございます。 

○山崎部会長 

どうもありがとうございました。ただいまの事務局の説明につきまして、ご意見と

かご質問がございましたらご自由に、どうぞよろしくお願いします。 

あまりないようでしたら、せっかくですので、何でもお一人ずつ発言をして。 

それでは、山田さんの方から。 

○山田委員 

まず先ほど冒頭にあった会所会のご説明というか案内を聞いて、ちょっと行ってみ

たいなという気が起きました。１回も行ったことがないのですけど、ちょっと１回行

ってみようかなという気が起きたので、非常にわかりやすく、いいのかなと思いまし

た。 

あと、この令和２年度の事業については、ちょっと今の段階では、私のほうで特に
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何かこうした方がいいというのはないですけれども、結果が、どういうところを行政

の方が求めてらっしゃるのかなというのをもうちょっとわかりやすく。 

一般の会社とは違うものですから、会社でしたら、この部分に投資して、幾らの売

り上げで、幾らの利益というのがあるのですけども、なかなか行政はそういったもの

がないので、最終的なゴールというのがどういうところを目指していらっしゃるのか

というのを、もうちょっとわかりやすく。 

細かい言い方をしたら、今の人口を１．２倍に増やしたいとかそういったものがあ

れば、それはそれでわかりやすいところもあるのですけれども、この部会とは違った

意見にはなると思いますが、個人的な意見ですけど、そういったところがもっとわか

りやすくあったらいいのかなと思いました。 

以上です。 

○山崎部会長 

ありがとうございました。それでは伊東さん。 

○伊東委員 

質問と、あと希望なのですけれども、「情報発信の充実」の令和２年度事業の防災

と防犯のところでちょっと気になったのですけれども、小学校の校区内で不審者が出

ましたといった場合は、保護者にメール等で来るのですけれども、地続きになってい

るのですが、違う校区外になってしまうと、そういう情報って来ないのですよね。こ

っちから大阪市のほうの防災・防犯とか、そういうサイトに入ってずっと検索すると

ちょっと出てきたとか、そういった二度手間になってしまうので、住之江区内で不審

者情報があったという場合は、その校区とかと関係なくお知らせ願えれば、こちらの

保護者としても気をつけられるかなと。 

多分、最近の子は、習い事とか塾とかが多いと思うので、保護者のほうで、不審者

が住之江区内で出ましたとすぐわかるようだったら一声かけてとか、お迎えに行こう

かしらとか、そういう気持ちになるお母さんとかもいると思うので、そこら辺を住之
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江区内でやっていただけると、ありがたいかなというような感じはしました。 

以上です。 

○山崎部会長 

どうもありがとうございました。 

それでは松浦さん、先にお願いします。 

○松浦委員 

僕のほうは、ちょっと１点、先ほどのアートのほうで、開催時期の話がありました。

去年、私も行きたいと思ったのですけども、これが運動会シーズンと重なって。なか

なか行きづらいということがあるのじゃないかと。今年の予定とかいうのは、同じぐ

らいになるのですよね。 

○平田事業推進担当課長 

はい、一応、今年も同じぐらいになる予定で。 

○松浦委員 

運動会シーズンということは、逆に言ったら、一番時期がいいし、というふうなこ

とで、どこかに重なるかもわからないね。 

○平田事業推進担当課長 

そうなのですよね。はい、どうしてもいいシーズンに。 

○松浦委員 

入るかなと。それと、先ほどの会所会とアート・ビートのやつ、初めてああいうの

を見せてもらったのだけどももったいないね。ここの区役所に入ったらそういうのが

映っているとか、何かそんなので絶えず回って見られますよと。どこかでそういうの

を、１階で待っているときに、前にコマーシャルがありますね。ちょっとああいうと

ころとか何かに使えたらいいなって。 

○平田事業推進担当課長 

そうですね。南港のサービスコーナーとかでも、ちょっとポスターだけでも張って、
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そういう簡単な展示とかパネルを。 

○安藤副区長 

それで、ここでも民生委員の人たちのビデオなんかも流しているしね。 

○松浦委員 

はい、そうですね。物が動いているというのは、ついつい目が行きやすいところも

ありますし、ちょっとそんなのを感じました。 

以上です。 

○山崎部会長 

どうもありがとうございました。 

じゃ、最後に、アート・ビートといいますか、名村の方でやられております山本さ

ん。 

○山本委員 

まず、広報事業のアンケートの結果というのはわかるのですけど、効果的にという

のはどういうふうにされるのかな。去年、Ｇ２０をやりましたよね。あのときに、外

務省から、住之江のエリアのＰＲをしたいということで、広報が入っているのですよ。

それを皆さんは御存じかなって。加賀屋のまちというテーマで、大阪を紹介してくれ

たのですよ。まさに一番の効果です。  

それをどうやって流したかというと、各国の広報、それから各大使館の全てで流し

ているらしいです。話を聞くと、イギリスでこういうＧ２０があるといったところの

レセプションでそれを流してくれたというものすごい効果がある。言ったら、ブラン

ディングのほうで効果があったのだけど、お知らせしていたのだけど全然採用されて

いなくて僕はものすごく寂しかったですね。だからそういういい機会があるのだから、

今、松浦さんがおっしゃったように、どこかでテロップを流すぐらいの話の広報とい

うのも考えないと。  

それから、一昨年、去年と、かなり台風が来て、もうそれは、神戸港も南港も同じ
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ぐらいのピックアップでニュースでも現われたのだけども、それに対してどうしよう

かというのも、ちょっとこれから、広報事業としては、どう効果的に表わすのかとい

うのは、これだけお金をかけるのであれば。  

委員会があって、参考資料としてペーパーを回してくれている、だけど、また、事

前に郵送で送ってくれている。僕から言ったら、こんなの無駄ですね。数人しかいな

い委員に対して郵送で送るって、何かちょっとおかしいな。そういうどっちかという

と視覚に訴えないといけないやつを、ペーパーで配るというのが主体だというのが。

広報は、これはいいですよ、僕も見る気になっています。見やすくなったじゃなくて、

見る気になりました。  

何でかと言うと、テーマが出たから。テーマが一つ一つ出るから見る気になるので、

ざっと流されたら絶対見る気にならないですよ。こういうのがあるから見る気になる

ので、ちょっとその辺をうまく使ってほしいなと思いました。  

５－１と３とは、そういう関係で、アンケートをとった結果、どういう媒体を使う

かというのは、ちょっとこれから考えないといけないのかなとは思います。 

○平田事業推進担当課長 

そうしましたら、いただいたご意見でお話ししていきたいと思います。 

まず、１つ目の会所会は、あれを見たら行ってみたいなと思ってくださったという

ことでありがとうございます。よろしければ、南港でＰＲしていただいて、今、せっ

かくいただいたご意見を踏まえまして、もっと展示をしたり、工夫をしていきたいと

思っております。 

次にいただいた区役所として何を目指すのかと、どういう視点を目指すのかという

ことなのですけれども、こちらの運営方針を見ていただきますと、今までは、そうい

う視点でなかなか載せてなかったのですが、やはり行政としても、こういうふうに目

標を明確に、指標をとって、それを目指してやっていきますということを、この運営

方針のほうに定めさせていただいております。 
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究極は人口増と発展なのですけれども、長いスパンで見たときに、それが実現する

ように、将来ビジョンというのを策定しまして、これに沿って運営されるものについ

ては、運営方針のほうを作らせていただいています。 

例えばですけども、最初に書いてありますように、目指すべき将来像としましては、

地域固有の経営課題が、区民が誇りに思い、個性と楽しみに満ちたまちづくりがここ

の部会のテーマでございまして、それを目指すためには、地域固有の個性豊かな歴史

的・文化的資源を生かしながら、区民が誇りに思い、国の内外の人々をも引きつける

ことのできる、個性と楽しみに満ちたまちを目指すということを将来像に据えており

ます。それを現状として、この区民モニターアンケートで、今住んでいる地域に愛着

や親しみを持っていると感じる区民の割合が７９．７％と非常に高いのですけれども、

さらに上を目指していくと。さらには、住之江区が実施しているイベントに参加した

ことがない区民の割合が５８．８％あるのですけれども、イベントだけではないので

すが、こうした会所会とかアート・ビートにも、より多くの区民の方に足を運んでい

ただいて、区外からいらっしゃる方もいっぱいいらっしゃるので誇りに感じていただ

くと。来ていただかないことには、アート・ビートのあの盛況はわからないと思うの

で、そういうことを目指していって、いいまちだなということをわかっていただくと。

ここを個別に、その途中のプロセスをアンケートで指標を測ってというようなことを

手順としてやっております。 

またお目通しいただきまして、お気づきの点がありましたら、個別でも結構ですの

で、おっしゃっていただけたらと思います。 

次に、防災・安全で、防災担当がここにいませんで、今、正確なことをお答えでき

ないのですけれども、安まち、防災アプリとかで登録したら、その校区の情報が届く

のですよね。アプリなので、住之江区全体の情報を渡せるかどうかって難しいのであ

れば、何か他の手段とか、そういう不安に思っておられるというところを解消する。 

○安藤副区長 
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あれって誰が発信しているの。 

○平田事業推進担当課長 

安まちメールは、アプリで、警察じゃないかなと思うのです。 

○安藤副区長 

ちょっと調べてみます。多分これは警察かな。いろんな声が出てくるのだと思うの

ですね。校区外のやつは要らないという声もあるでしょうし、おっしゃることはもっ

ともだと思いますので、いろんなところの意見を聞いて、勉強してみます。 

ただ多分、ある人には全部送って、ある人には個別しか送らないというのはできな

くて、やっぱりどっちかしかできないと思うので、これはいろいろ賛否がある部分も

あるのかなというふうに思いますので、宿題にさせてください。勉強させてもらいま

す。 

もし可能だったら、次の全体会議までに現状がどうなっているのかというのを整理

して、やる、やらないというのはその場では言えないかもわかりませんけども、何ら

かの報告ができるように勉強させていただきます。 

○伊東委員 

よろしくお願いします。 

○平田事業推進担当課長 

続きまして、せっかくだったら、もっとほかの動画を流すとか、今みたいなご紹介

を、機会があるごとに。 

○安藤副区長 

データがあれば行けるから。 

○平田事業推進担当課長 

もうできるところからすぐに着手して、アート・ビートの動画の様子なんかも１階

で流したり。 

○伊東委員 
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動画は見たいですね。 

○平田事業推進担当課長 

動画は、一応、ホームページにも動画コーナーがあるのですけど、なかなか、更新

ができていないのですよ。 

○安藤副区長 

正直、ホームページってあまり。 

○平田事業推進担当課長 

見に来られないのです。 

○安藤副区長 

見に来られないのです。これはそもそも、多分、僕らが努力してないことはないの

ですよ。ただやっぱり行政のホームページって。 

○平田事業推進担当課長 

わざわざ見に来ない。用事があるときにしか。 

○安藤副区長 

自分で言うのもなんですけど。だから、ちょっとこれは僕らの悩みなのです。アン

ケートでも結局は、やっぱり一番見ていらっしゃる媒体は、広報紙さざんかなのです

ね。あれが一番見られていて、ホームページはもうがくんと落ちて、ＳＮＳとかは 

圧倒的に少ないのですよね。極端なことを言うと、もうＳＮＳはやめてもいいのじゃ

ないかというぐらい。 

○平田事業推進担当課長 

本当に、防災に特化するとか、子育て情報で若い人向けに特化するとか。有事のと

きの情報用には、ツールとしては絶対に要ると思うのですけども。 

○安藤副区長 

あえて、乱暴な意見ですけども、そんなことも含めて、やっぱり効率的なことを考

えていかないとだめだなと思って。 
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○平田事業推進担当課長 

まさにおっしゃっていただいた、効果があるものを目指して。 

○安藤副区長 

何でもかんでも真面目にやるのもそれはいいですけど、やっぱり有効なやつに力を

注いでということを。 

○伊東委員 

こういうやつで動画に飛ぶというのだと、見ながらカシャってできるのじゃないで

しょうかね。 

○平田事業推進担当課長 

動画をつくらないといけないので、まずそこから我々はできるだけ頑張ります。 

○安藤副区長 

実は、この広報紙って、この区の記事って、これは１００％、職員が直営で書いて

いるのです。今どきそんなことをやっている区はないのですね。 

昔はみんな職員が全部やっていたのですけど、だんだんそういうのもなくなってき

て、頑張っていますということをちょっと言いたかったわけなのですけれども。 

あわせて、動画も撮ってないこともないので、動画って、皆さんは忙しいので、時々

僕が編集したりするのですけど、めちゃくちゃ手間がかかるので。 

○西川事業推進担当課長代理 

動画でしたら、専用サイトとか、役所よりも格好よくつくられるようなサイトに誘

導するためのＱＲとかを最近付け始めている。そういう工夫は、広報紙の中でもさせ

てもらっています。 

○伊東委員 

会所会でも、落語とか漫才とかがあるので、動画をやったらまた来ると。おもしろ

そう。 

○安藤副区長 
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いずれにしても、より効果的な方法を、ちょっと勉強したいと思います。 

○平田事業推進担当課長 

山本さんがおっしゃっていただいたように、今、我々もみんな、すごくわかりやす

くなったと言っていただいていることで満足していたらだめと思っていまして、若い

方が、もうちょっと手にとってもらうようにしないといけないであったりとか、タイ

ムリーさとかいうのも、もっともっと意識しないといけないなというのを思っていま

して、どうしても何カ月か前に計画を立てて締めちゃうので、ぽっと出て来たときに、

なかなか新しい記事に構成するというのが難しかったりはあるのですけれども。 

ただ、とはいえ、その中でも、タイムリーさというのは一つキーワードなのかなと。

言葉のセレクション１つとっても、必要なのかなというようなのが、今、何があるの

と言われると、１つ、タイムリーさかなということと、もっと動画につないだりとか

という、そういうこととは思っています。 

○山本委員 

広報で言えば、広報紙が３月だというので、いつ作っているのという。だから、そ

れぞれのタイムリーさというのが違うのですよ。テーマとして挙げるのは、３カ月前

で結構ですよ。だけど、この中身は１カ月前じゃないのという感じはしますね。 

だから、それを、今、言われたように、取りたい人はＱＲコードで取るはずなのよ。

だからこのアンケートでも、高齢者と若年層ってどこで分けているのという、ＳＮＳ

が使える人と違う人って、反対に、その情報発信の仕方を分けないといけないのじゃ

ないかな。 

○安藤副区長 

あと、山田委員が最初におっしゃった、どっちかというと、イベント的なやつにつ

いて、何を目標にしているのというところは、僕らもずっと議論しているやつなので

すね。イベントをしてどうなるのという、意地悪な見方をするとそういうことになる

ので。 
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ただ、区役所がお金を出したり、あるいは労力を割くという限りにおいては、区民

が幸せになる、もちろん広域的な情報発信というのも大事なのですけども、それも含

めて、区民に何らかの還元がないことには意味がないのかなというふうに思っている

のですね。 

○山田委員 

そうだと思いますね。会社は利益を求めますけど、行政は、集めた税金をいかに返

して、サービスを充実させるかという。 

○安藤副区長 

きちっと税を納めていただいた方に還元すると、そのために、当然、これは税金な

わけですから、我々の労力もきちっと区役所の仕事が区民の皆さんに還元されている

という形にしていきたいなと思って。だから会所会なんかでももちろん、住之江区に

こんなにすばらしいところがあるのだよと。まず知らない人がいっぱいいるので、そ

れは区民にとって不幸なことなので、それを知っていただくということと、住之江区

に来ていただいている高校の方にも参加していただいて、この住之江区に愛着を持っ

ていただくとか、あるいはアート・ビートでも、もちろん地域も参加しているし、そ

れから去年、港南造形高校も参加してくれたね。 

○平田事業推進担当課長 

はい。 

○安藤副区長 

やっぱりそういう形でやっていきたいし、できれば小学校とか中学校とか、地域の

そういう子たちも参加してもらうと、区が力を入れている意味というのが、より出て

くるのかなというふうには思っています。そのあたりは来年度に向けて、実行委員会

の中で、議論させていただければなと思っております。 

○山崎部会長 

どうもありがとうございました。一通り、ご意見も出たところでございますけども、
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最後に何かございましたら。 

全然、この部会とは関係ないのですけども、今一番注目されていますのが新型コロ

ナウイルスのことだと思いますので、もちろん部会とは関係なく、３月１２日にこの

ことに触れておいたほうがいいのではないかなって。例えば、どこへ行けばいいのか

とか、どうするのか。そのときになって、収束しているかもわかりませんけども。よ

ろしくお願いします。 

では、予定しておりました時間となりましたので終了したいと思います。 

本日の会議内容につきましては、３月１２日開催の区政会議全体会において、情報

の共有を図ることといたします。 

事務局におかれましては、本日の議論内容を整理いただきまして、全体会で報告で

きますように、資料の取りまとめをよろしくお願いいたします。 

本日、予定いたしました議題は以上でございますので、会議を終了いたします。ご

協力ありがとうございました。最後に、事務局から何かございましたら。 

○西川事業推進担当課長代理 

どうも部会長ありがとうございました。本日は、皆さん、長時間にわたりまして 

ご議論いただきましてありがとうございます。それでは、これで住之江区区政会議魅

力・ブランド部会を閉会いたしたいと思います。 

どうも皆さん、ありがとうございました。 

○平田事業推進担当課長 

ありがとうございました。 

以 上 


