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令和２年度 住之江区区政会議 

第１回全体会 

 

１ 日 時 令和２年７月１４日（火）午後７時から８時２９分まで 

２ 場 所 すみのえ舞昆ホール 

３ 出席者〔区政会議委員〕 

     山田 史郎 副議長、 

     相生 里恵 委員、岡本 栄子 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 鉱治 委員、 

     山本 達人 委員、池田 順子 委員、實  清隆 委員、床波  功 委員、       

中林 利之 委員、西  正章 委員、森本 誠治 委員 

（出席 20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、松崎とおる 議員 

     〔住之江区役所〕 

     末村 祐子 区長、安藤 友昭 副区長 

     渡邊 芳枝 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、長目 信也 協働まちづくり課長 

     岩本 穣  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  

     船本 幸男 生活支援課長      
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４ 議 事 

  （１）開会 

  （２）各地域活動協議会の紹介  

  （３）令和元年度住之江区運営方針振返り（案）について 

  （４）その他 

 

５ 発言内容  

○山中企画担当課長 

 皆さん、こんばんは。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

 本日はコロナ対策ということで換気したままになっておりますので、すみません。

少し蒸し暑くて本当に申し訳ございませんが、定刻となりましたので、令和２年度住

之江区区政会議第１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。  

 それでは初めに、開会に当たりまして末村区長よりご挨拶申し上げます。 

○末村区長 

 こちらのほうから失礼をさせていただきます。区政会議の皆様方におかれましては、

これまでの部会での様々なご議論、大変お忙しい中、熱心に繰り広げていただいたと

いうふうに聞いております。心より感謝を申し上げます。  

 ４月１日に着任をさせていただきまして、本来であれば早い段階でいろいろな場面

で皆様とお目にかかれていたと思うんですけれども、今日はこうやって、そうではあ

りながらも皆様と一堂に会してお話ができますことをありがたく、うれしく思ってい

るところでございます。 

 全員がマスクをして顔を合わせるなんていうことは、本当に予想もしていなかった
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ことでございますが、区政のほうも私の着任の直後から、コロナ禍で災害が起こった

ときに、どのような対応をしていけばいいのかということで、部会をはじめ、様々な

ところで議論を準備させてきたところです。 

 本日も、皆様のお手元のほうにも配らせていただいておりますが、コロナ禍で災害

が起こったときに、まず分散避難をしていただきやすいように避難カードというもの

を区のほうで準備をさせていただきました。これは、ご家族１枚ではなくて、１人１

枚。これまでに準備をさせていただいたハザードマップなどもご参照いただきながら、

どういう災害のときに、どういうレベルのときにどうすればいいのかということを、

ぜひご記入をいただきたいということで準備をしたものでございます。そのほかにも、

避難所のガイドラインなどを準備させていただいておりますが、これも区政会議と同

様に、区民の皆様としっかりタッグを組んだ取り組みなしには安心というところには

まいりません。引き続き皆様方のお力添えのほど、どうぞよろしくお願いを申し上げ

ます。 

 本日は各部会のほうからご報告をいただけるというふうに聞いております。大変あ

りがたく、楽しみにもさせていただいているところでございますので、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。また、本日は府、それから市会の議員の先生方もお時間を

割いてご同席をいただきましてありがとうございます。  

 雑駁ではございますけれども、冒頭のご挨拶とさせていただきまして進行のほうに

マイクを渡させていただきます。  

 どうぞ本日はよろしくお願い申し上げます。  

○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けれども、ご出席の委員の皆様から自己紹介をお願いしたい

と存じます。本日は福永議長が急遽ご欠席でございますので、本日の議長をお務めい

ただきます山田副議長から時計回りによろしくお願いいたします。  
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○山田副議長 

 皆様、こんばんは。山田です。よろしくお願いします。  

○山中企画担当課長 

 次に、子ども・教育部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○相生委員 

 住吉川地域の相生と申します。よろしくお願いします。  

○岡本委員 

 皆さん、こんばんは。敷津浦の岡本です。よろしくお願いします。  

○近藤委員 

 こんばんは。敷津浦地域の近藤です。よろしくお願いします。 

○永松委員 

 こんばんは。加賀屋東地域の永松です。よろしくお願いいたします。  

○船越委員 

 皆さん、こんばんは。加賀屋東から来ました船越です。よろしくお願いいたします。  

○山中企画担当課長 

 次に、福祉・健康部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○小林委員 

 粉浜から来ました小林です。よろしくお願いします。  

○田中委員 

 住吉川から田中です。よろしくお願いいたします。  

○廣畑委員 

 皆さん、こんばんは。南港から参りました廣畑でございます。よろしくお願いしま

す。 

○藤井委員 

 こんばんは。南加賀屋から来ました藤井と申します。よろしくお願いいたします。  
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○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。 

○伊東委員 

 清江地区から来ました伊東聡子です。よろしくお願いいたします。 

○松浦委員 

 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。  

○八尾委員 

 皆さん、こんばんは。緑連合町会から参りました八尾でございます。どうぞよろし

く。 

○山本委員 

 東加賀屋に住んでいまして、北加賀屋で活動しております山本と申します。よろし

くお願いします。 

○山中企画担当課長 

 次に、安全・安心部会の皆さん、よろしくお願いいたします。 

○池田委員 

 安立地域から来ました池田順子です。よろしくお願いいたします。 

○實委員 

 こんばんは。安立から来ました實と申します。よろしくお願いします。  

○床波委員 

 皆さん、こんばんは。新北島から来ました床波と申します。よろしくお願いします。 

○中林委員 

 住之江連合から来ました中林といいます。よろしくお願いします。  

○西委員 

 南港花の町から来ました西といいます。よろしくお願いします。  

○森本委員 
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 皆さん、こんばんは。安立地区から来ました森本です。よろしくお願いします。  

○山中企画担当課長 

 どうもありがとうございました。  

 なお、本日は、楠委員、奥濃委員、福永委員、山崎委員がご欠席でございます。  

 続きまして、本日のアドバイザーとしてご出席いただいております府議会議員、市

会議員の皆様をご紹介させていただきます。  

 府議会議員の永井様でございます。 

○永井議員 

 こんばんは。よろしくお願いします。永井です。  

○山中企画担当課長 

 市会議員の片山様でございます。 

○片山議員 

 片山です。粉浜在住でございます。よろしく。  

○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。  

○岸本議員 

 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。  

○佐々木議員 

 佐々木です。よろしくお願いいたします。  

○山中企画担当課長 

 同じく市会議員の松崎様でございます。 

○松崎議員 

 松崎とおるでございます。よろしくお願いいたします。  
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○山中企画担当課長 

 ありがとうございました。  

 こちらに末村区長以下、住之江区役所の職員が出席させていただいております。な

お、本年４月の大阪市人事異動者のみ本日ご紹介させていただきます。 

 総務課長の渡邊でございます。 

○渡邊総務課長 

 こんばんは。渡邊です。よろしくお願いします。  

○山中企画担当課長 

 協働まちづくり課長の長目でございます。  

○長目協働まちづくり課長 

 こんばんは。長目でございます。どうぞよろしくお願いします。  

○山中企画担当課長 

 生活支援課長の船本でございます。 

○船本生活支援課長 

 こんばんは。船本です。どうぞよろしくお願いいたします。  

○山中企画担当課長 

 窓口サービス課長の岩本でございます。 

○岩本窓口サービス課長 

 こんばんは。岩本です。どうぞよろしくお願いします。  

○山中企画担当課長 

 なお、本日は欠席でございますけれども、地域支援担当課長に黒木が着任しており

ます。紹介につきましては以上でございます。 

 本日の区政会議は７時３分現在で全委員２４名中２０名のご出席をいただいており

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

告申し上げます。 
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 また、本日の会議には個人情報など非公開情報はございませんので、公開とさせて

いただきます。 

 本日の資料と併せて後日、議事録を公表させていただくこととなりますので、この

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

のほどよろしくお願いいたします。  

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

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

ます。 

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

くために、会議中に何枚かお写真を撮影させていただきますので、ご了承いただきま

すようよろしくお願いいたします。  

 それではまず初めに、地域活動協議会の活動についてご紹介したいと思います。 

 お手元の資料１の「地域活動協議会について」という資料を配付してございますの

で、ご覧いただきたいと思います。  

 １枚目に各地域活動協議会の名称とその地域などを記載してございます。  

 これを１枚めくっていただきまして、２枚目の上段に地域活動協議会の組織のイメ

ージを記載しております。地域活動協議会は、左側に記載のように、おおむね小学校

区を単位として、連合町会や地域団体、ＮＰＯなどが集まって話し合い、協力しなが

ら様々な問題の解決や地域コミュニティの活性化などに取り組んでいただいている、

区役所にとって力強いパートナーです。  

 各地域活動協議会では、下段の方に記載しておりますように盆踊りや敬老会、防災

訓練など、地域において様々な活動をされています。  

 ３ページ以降に今年度の各１４の地活協で作成されている、活動・行事カレンダー

を付けております。ただし、今年度はコロナウイルス感染症の拡大防止のため、幾つ

かの行事が中止や延期されているというふうにお聞きしております。 
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 また、この次ですけれども、「地活協通信」ということで、これまでの地活協広報

紙の「さざんか」でご紹介する連載記事を組んだものをお配りしております。 

 「１４地域のストーリー」は平成２９年５月号から、「１４地域へのＹＥＬＬ（エ

ール）」は平成３０年９月号から、それぞれ毎月、地活協を一つずつご紹介し、区民

の皆様に地活協を知っていただくことで、より身近なものに感じていただき、地域の

行事により多くの方にご参加いただきたいというふうに思っております。 

 区政会議の委員の皆様にも、住之江区の地域活動協議会や活動内容などをより知っ

ていただきたいということで、年度当初の区政会議でございますので、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。  

 委員の皆様がお住まいの地域はもちろん、他の地域の活動などについても、是非ご

覧いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 それでは冒頭から大変長くなりましたけれども、地域活動協議会に関する説明は以

上でございます。 

 それでは議事に移ります。先ほども申し上げましたけれども、本日は福永議長がご

欠席でございますので、議事進行につきましては、山田副議長にお願いしたいと存じ

ます。 

 それでは山田副議長、どうぞよろしくお願いいたします。  

○山田副議長 

 皆さん、改めましてこんばんは。副議長にご指名をいただいております山田でござ

います。今、ご説明ありましたように本日、福永議長の代わりに私が議事を進めさせ

ていただきます。慣れない進行役ですが、ご協力よろしくお願いいたします。  

 それでは、議事に入ります。  

 本日の区政会議は、「令和元年度運営方針の振返り」について、各部会でご議論い

ただいた中で出ました主な意見の報告や、区役所がそれらの意見を踏まえて「運営方

針の振返り」にどのように反映したのかといった説明をいただき、皆様で確認すると
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ともに今年度、来年度に向けたご意見などをいただくものです。  

 まず初めに、子ども・教育部会の岡本部会長、よろしくお願いいたします。  

○岡本部会長 

 失礼いたします。子ども・教育部会部会長の岡本です。  

 子ども・教育部会は６月２２日に令和２年度の第１回部会を開催し、全６名の委員

のうち５名の委員が出席して、令和元年度区運営方針の振返り（案）について意見交

換を行いました。 

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

いたします。 

 資料２の１ページをご覧ください。まず目指す成果及び戦略『１－２ 保護者、地

域、区全体で支える学校教育』ですが、具体的取組の【１－２－２  児童・生徒、保

護者への様々な支援】としては、支援が必要な児童・生徒などに対して「スクールカ

ウンセラー」や「発達障がいサポーター」を派遣するなど計画どおり取組を実施し、

学校長及び保護者へのアンケート結果も目標を上回るなど、取組実績としてはおおむ

ね順調であったとの報告を受けました。  

 これに対し、委員からはコロナ禍における学校休業中の子どもの体力低下が気にな

るので、何か取組があるとよいと思う、子どもの家庭学習において、保護者に負担が

かかっているので、保護者の負担軽減となる支援があればよいのではないかなどの意

見がありました。 

 次に、戦略『１－３ 先進的教育にチャレンジ』ですが、具体的取組の【１－３－

１ 学習意欲の向上に向けて】としては、「漢検・英検の受験支援」や「学習指導員

の派遣」などを計画どおり実施したとの報告を受けました。これらも事業実施後のア

ンケートでは肯定的な回答が多く、取組実績としてはおおむね順調とのことでした。

これらの取組について、子どもたちが学びの習慣を身に付け、将来の夢や目標を持て

るようになればと思っております。  
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 これに対し、委員からは「コロナ禍における学校休業中も含め、子どもに家庭学習

への意欲を持たせることが難しいので、家庭に向けた助言や支援が欲しい。」などの

意見がありました。 

 また、具体的取組の【１－３－３ ＩＣＴの活用】としては、区内の小学校２校、

中学校１校においてロボットを動かすプログラミング授業を行ったり、咲洲みなみ小

中一貫校においてｅ－ラーニング教材による学習を実施したりするなど、ＩＣＴを活

用した学習の取組を進めてきたとの報告がありました。  

 これに対し、委員からは「オンライン授業について、保護者不在時に子どもだけで

インターネットへの接続など学習環境を整えられるか不安。特に低学年では難しいと

思うので、何らかの対策を検討してほしい。」などの意見がありました。  

 あわせて、部会では、コロナ禍において子どもたちの家庭生活や学校活動に見られ

た変化や課題、インターネットやタブレットを利用した授業の取組等について、他都

市の事例等を参考にしながら意見交換を行いました。 

 これに対し、委員からは、家庭生活や学習について、「休校の間は学校から宿題が

出ていたが、子どもは遊びを優先して宿題をなかなかやらない。親も宿題を教えたり、

宿題をするように子どもに声かけするのに負担やストレスが増大していた。」などの

意見がありました。 

 また、学校生活については、親の仕事の関係で、休校中にも預かりを活用して小学

校に通っている子どももいたが、少人数であっても本を読んだり物づくりをする時点

で、本や物を介した他の子どもとの接触は避けられない。「学校では、フェイスシー

ルドを教室内や休み時間に付けるように指導しているが、小学生には管理が難しい」

などの意見がありました。  

 以上、子ども・教育部会で出された主な意見についての報告を終わります。  

○山田副議長 

 ありがとうございます。  
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 ただいまの報告について区役所のほうからご説明をお願いします。  

○平田事業推進担当課長 

 事業推進担当の平田でございます。  

 私のほうから、委員の皆様から頂いたご意見への対応についてご説明いたします。  

 まず、コロナ禍の影響についてですが、長期にわたる休校のため、児童生徒は家庭

での学習を余儀なくされることになりました。その結果、親子ともに今まで経験した

ことがないストレスや心身の疲労を覚えるようになったのではないでしょうか。  

 精神面でのケアが必要な家庭もあろうかと思われますが、スクールソーシャルワー

カーやこどもサポートネットによる活動は学校園や家庭との電話等による状況把握や

サポートを行いましたが、直接、家庭を訪問して子どもの様子を把握することは難し

い状況でございました。 

 先月中旬から学校園での通常授業が始まりましたが、今後、児童生徒の学習状況の

差が広がるなど、新たな課題が出てくることも懸念されます。 

 現在、学校長と意見交換を行っていますが、各学校園のニーズを把握した上で、区

役所が実施している事業の実施についても、コロナ禍の中でも柔軟的に対応すると共

に、頂いた意見を基に今後の事業のあり方についても十分検討してまいりたいと考え

ております。 

 また、スクールソーシャルワーカーやこどもサポートネットによる児童生徒へのケ

アについても、各学校園や関係機関と密に連絡調整しながら休校時の対応の検討を段

階的に進めてまいります。  

 それを踏まえ、令和元年度運営方針振返り（案）につきましては、資料の３ページ

の一番上の項目ですが、【１－３－１  学習意欲の向上に向けて】の右側の欄に記載

のとおり、「今後発生し得る学校休業も見据え、児童生徒だけでなく保護者も含めた

家庭学習の環境支援のあり方を、学校と連携し、検討する。」こととさせていただき

ました。 
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 ＩＣＴを活用した授業や家庭学習に関しましては、先行して実施している咲州小中

一貫校でのｅ－ラーニング事業の実績を参考に、ＩＣＴを活用したオンライン授業の

メリット・デメリットを十分見据えつつ、学校と連携しながら現実的なＩＣＴの活用

方法のあり方を検討してまいりたいと考えております。  

 それを踏まえ、上から２番目の【１－３－３ ＩＣＴの活用】の右側の欄に記載の

とおり、ｅ－ラーニングの利用について、今後の家庭学習での活用機会の増加を考慮

し、実現可能な活用方法を検討することとさせていただきました。  

 以上、子ども・教育部会で頂きましたご意見について、令和元年度運営方針振返り

（案）への反映などについてのご説明を終わります。 

○山田副議長 

 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、よろしくお願いいたします。  

○廣畑部会長 

 福祉・健康部会の廣畑です。どうぞよろしくお願いします。  

 それでは福祉・健康部会のことについて、ご報告をいたします。６月２５日に令和

２年度の第１回部会を開催し、委員３名とオブザーバーとして住之江区社会福祉協議

会２名の方々に参加いただきました。「令和元年度住之江区運営方針振返り（案）」

について、意見交換を行いました。  

 それでは第１回福祉・健康部会において、各委員から出た意見を中心にご報告させ

ていただきます。 

 先ほどの子ども・教育部会と同じで資料２の１ページをご覧ください。  

 令和元年度の各取組について、おおむね順調に進捗しているとのことでした。  

 まず、『１－１ 地域ぐるみで子育てする環境整備』について、【１－１－２  子

育て情報の発信】では、子育て情報についてインターネットやアプリなどで発信する

仕組みづくりに取り組んではどうか。少子化が進んできている中、子育て支援策に取
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り組んでいるが、出生数そのものを増やすための方策が少ない。子育て以前から安心

して産み、育てるためのサポートができないか。この３０年で区内の子どもは半分に、

また高齢者は大幅に増加し、少子高齢化が大きな課題となっている。という意見があ

りました。 

 次に、【１－１－３ 気軽に子育ての相談ができる居場所づくり】では、子育てに

悩んで家庭児童相談員に相談したときにかけてもらった言葉に安心した。そうした実

例を伝えれば相談しやすくなるのではないか。インターネット上は情報が多すぎて怖

くなるという面もあり、対面で相談することでの安心感は非常に大きい。というご意

見がございました。 

 終わりに、『２－１ 支援を必要とする人々を支える体制づくり』について、【２

－１－１ 身近な地域の人々による見守り活動】ではSAlive実行委員会でコロナ禍で

の防災について考えていく中で、マスクをつけることのできない方がおられたり、聴

覚障がいの方が口元が見えないことで困ることがあるといったご意見が上がっている。

こうした「新しい生活様式」の中での地域福祉の課題について、実行委員会と区役所

で情報共有、連携して考えていけないか。というご意見がありました。 

 以上、福祉・健康部会で出された主な意見についてのご報告を終わります。 

 ありがとうございます。  

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 ただいまの報告について区役所のほうからご説明をお願いします。  

○藤井保健福祉課長 

 保健福祉課長の藤井でございます。  

 福祉・健康部会で頂きましたご意見への対応などについてご説明いたします。  

 資料３の３ページをご覧ください。  

 上から３段目に記載しております【経営課題１ 子どもたちが輝くまちづくり】で
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は、子育て支援についての取組をまとめておりますが、部会では、少子化対策として

子どもが生まれてからの支援にとどまらず、「子育て以前から安心して産み育てるた

めのサポートができないか」というご意見を頂きました。 

 区といたしましては、安心して子育てできる環境を作っていくことが、これから子

どもを産み育てていくことへの不安を少しでも解消し、子どもを持つことへのハード

ルを下げていくことにつながると考えており、右側の欄に記載しておりますとおり、

「現在子育て中の方はもとより、これから子どもを産み育てるかもしれない方に対し

ても、住之江区では安心して子育てできると感じてもらえるよう」、引き続き情報発

信の方法など工夫し、必要な情報にアプローチしやすい環境づくりに取り組んでまい

ります。 

 【１－１－２ 子育て情報の発信】につきましては、子育て情報について、インタ

ーネットやアプリなどで発信する仕組み作りに取り組んではどうかという意見を頂き

ました。 

 ご意見を踏まえまして、子育て情報については、スマホ等を日常的に使われる世代

が容易に情報を得られるよう、区の子育て情報のポータルサイト的な役割を果たせる

よう、マップなびおおさかの子育てマップの掲載内容やリンク先ホームページの情報

を充実させることや、出産予定の保護者等に対し、子育て支援計画と、必要な情報を

集約した「子育てファイル」を作成するなど、これから子どもを産み育てる方に対し

ての情報発信を強化することといたします。  

 次にページをめくりまして４ページをご覧ください。  

 【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、委員

が実際にご相談いただいた際の温かいご意見を頂きました。また、「家庭児童相談員

の事例の周知」や「インターネットよりも対面で相談できる安心感」などのご意見も

いただきました。 

 ご意見を踏まえまして、子育ての悩みの相談先として、とりわけ、区役所子育て支
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援室に対して、相談場所や相談の流れなどをイメージできるよう、広報内容を工夫す

ることとさせていただきます。  

 また、「大阪市版ネウボラ」として、妊婦のときから相談窓口を活用してもらうよ

う母子健康手帳交付時の担当保健師の周知や面談の実施などの継続とともに、これは

令和２年度の新規事業でもありますが、新たに子育てファイルや支援計画を作成・提

供することで、つながりを一層強化することとさせていただきます。 

 最後に【２－１－１ 身近な地域の人々による見守り活動】につきましては、住之

江で安心して暮らすことを目的に、在住・在勤・在学の次世代層が中心となって住之

江区の身近な地域福祉について考えるSAlive実行委員会で、コロナ禍での防災につい

て考えていく中で出された、「新しい生活様式の中での地域福祉の課題について、実

行委員会と区役所との情報共有、連携しては」というご意見につきましては、 SAlive

実行委員会については、区内の地域福祉活動を担うパートナーの一つとして、課題の

共有や情報交換などを通じて連携していくこととさせていただきます。  

 以上、福祉・健康部会で頂きましたご意見について、令和元年度運営方針振返り案

への反映などについてのご説明を終わります。  

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 次に、魅力・ブランド部会の松浦委員、よろしくお願いいたします。  

○松浦委員 

 魅力・ブランド部会の松浦です。本日、山崎部会長がご欠席ですので、私が代わり

に報告をさせていただきます。  

 魅力・ブランド部会は６月２４日に令和２年度の第１回部会を開催し、全６名の委

員のうち５名の委員が参加して「令和元年度区運営方針の振返り（案）」について意

見交換を行いました。 

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



－17－ 

をいたします。 

 資料２の２ページをご覧ください。  

 まず、目指す成果及び戦略『３－１ 住之江ならではのブランド力の向上』につい

てですが、具体的取組の【３－１－１  歴史と文化を生かした魅力の創造、発信】で

は、咲洲で「すみのえ・南港 光のワンダーランド２０１９」を開催されたことと、

本年３月に加賀屋新田会所跡で開催予定だった「会所会」が新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、やむを得ず中止したとの報告がありました。  

 また、具体的取組の【３－１－２ アートを活用したまちづくり】としましては、

名村造船所大阪工場跡地で「すみのえアート・ビート」が開催されたとのことでした。 

 いずれのイベントも多くの方が参加し、参加者アンケートの満足度も高く、取組実

績としてはおおむね順調とのことでしたが、区民アンケートで「現在住んでいる地域

に愛着や親しみを持っている」との回答をする割合が前年度より向上しているものの、

目標にはまだ至っていないとの報告がありました。  

 これに対して、委員から「アンケートでは否定的な回答が多いということだが、

“住めば都”という言葉もあり、地域の魅力を十分に知らない区民の方も多いのでは

ないか。「会所会」などのイベントも、地域外の方が多く訪れている。」などの意見

がありました。 

 次に、戦略『５－１情報発信の充実』のうち、具体的取組の【５－１－１「分かり

やすい広報】については、情報をできる限り平易に表現したこと、紙媒体とＷｅｂを

連動し、広報紙の機能向上を図ったこと、地域情報の収集を積極的に行い、地域に根

差した記事を掲載したことなどの取組を行った結果、区民アンケートで「広報紙が見

やすく、分かりやすくなった」、「広報紙によって区の取組を知る機会が増えた」と

回答された割合が目標を上回ったとの報告がありました。  

 具体的取組の【５－１－２  多様な手法を活用した情報発信】については、緊急性

の高い重要案件を含め多種多様な行政情報をホームページやＳＮＳを活用してタイム
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リーに発信したこと、ＳＮＳについては、防災・防犯、子育て情報、各種イベントな

どの情報を定期的に発信したことなどの取組を行ったものの、区民アンケートでホー

ムページやＳＮＳを活用した区の情報発信がタイムリーに行われていると回答された

割合が目標を下回ったとの報告がありました。  

 これに対しまして、委員からは「特別定額給付金などのコロナ関連情報を入手する

ために行政のホームページやＳＮＳを見る機会が増えているので、このタイミングを

逃さず情報発信を続けることで、区の取組を知ってもらうことにつながるのでは」と

いった意見や、「子育て層が日常的に使用するＳＮＳのツールはＬＩＮＥが圧倒的に

多いので、災害時や子育て情報などを発信することにより、区の取組に気軽に触れる

ことができると思う。」などの意見がありました。  

 具体的取組の【５－３－１② 広聴機能の充実】についてですが、区民アンケート

を２回実施したものの、回答率が目標を下回ったことから、次回からは質問項目や質

問数を絞って実施していくとの説明がありました。  

 また、区民のニーズを把握するための区役所の取組についての説明もありました。 

 このうち、アンケート回答率の向上に係る方法について、委員から、回答に係る時

間を記載しているアンケートをよく見るといった意見や、回答者にプレゼントを贈呈

するなど回答への動機付けを行ってはどうかという意見がありました。 

 以上、魅力・ブランド部会で出されました主な意見についての報告を終わります。

ありがとうございました。  

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 ただいまの報告について、区役所のほうからご説明をお願いします。  

○平田事業推進担当課長 

 事業推進担当の平田でございます。 

 私のほうから、住之江ならではのブランド力の向上及び情報発信の充実について頂
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いたご意見への対応について、ご説明いたします。 

 まず、『３－１ 住之江ならではのブランド力の向上』についてご説明いたします。  

 部会でもご報告させていただきましたが、いずれの取組も、住之江区民のより多く

の方々にご来場いただき、親しんでいただけるよう、令和元年度運営方針振返り

（案）につきましては、４ページの資料３の【３－１－１  歴史と文化を生かした魅

力の創造、発信】の右側の欄に記載のとおり、年１回のイベント開催だけでなく、区

民の方が日常的に気軽に訪れることができるような仕組み作りと、そこにつながるよ

うな効果的な広報手法について、引き続き検討すると反映させていただきました。 

 具体的には、各イベントの事前告知的な情報発信だけでなく、広報紙・ホームペー

ジ・ＳＮＳなど様々な媒体において恒常的な内容のイベント紹介や周知に努めます。  

 次に、『５－１ 情報発信の充実』についてご説明いたします。  

 新型コロナウイルスに関する情報発信をホームページやＳＮＳにおいて頻繁にきめ

細かく行ったことにより、こうした情報ツールが区役所にあることを区民の方に知っ

てもらうきっかけになりました。それを踏まえ、令和元年度運営方針振返り（案）に

つきましては、資料３の【５－１－２  多用な手法を活用した情報発信」の右側の欄

に記載のとおり、ホームページやＳＮＳなどの情報ツールがあることを区民の方に知

ってもらうきっかけとなった。記事内容と閲覧のタイミング等を分析し、より効果的

かつタイムリーな情報発信を行うと反映させていただきました。  

 今後、ＳＮＳツールの閲覧内容を詳細に把握・分析し、子育て層の皆様が必要な情

報や関心を持つコンテンツを重点的に、より効果的な情報発信に努めてまいります。  

○渡邊総務課長 

 広聴担当の渡邊です。 

 私のほうから、【５－３－１② 広聴機能の充実】について、頂いたご意見の運営

方針への反映についてご説明いたします。 

 先ほど松浦委員からご報告いただいたとおり、昨年度は区民アンケートを２回実施
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しましたが、いずれの回も回答率が目標を下回りました。その原因が、多岐に渡った

項目について多数の質問をしたことにあるため、令和元年度運営方針振返り（案）に

つきましては、資料の５ページの【５－３－１  ②広聴機能の充実】の右側の欄に記

載のとおり、「本年度のアンケートについては、設問内容・設問数を絞るとともに、

部会において頂いた意見を踏まえて、アンケートの導入部分に回答に必要な時間の目

安を記載したり、回答することのメリットを示すなどにより回答への動機付けを行

う。」と反映をさせていただきました。それにより、区民アンケートの回答率を上げ

て、より多くのニーズの把握に努めていきます。  

 以上、魅力・ブランド部会で頂きましたご意見について、令和元年度運営方針の振

返りへの反映、今後の区の取組みについてのご説明を終わります。  

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 では最後に安全・安心部会の森本部会長、よろしくお願いいたします。  

○森本部会長 

 皆さん、改めましてこんばんは。よろしくお願いします。安全・安心部会の森本で

す。 

 安全・安心部会は６月１９日に令和２年度の第１回目の部会を開催いたしました。

部会委員６名全員参加のもと、「令和元年度区運営方針の振返り（案）」について意

見交換を行いました。 

 それでは第１回安全・安心部会において、各委員から出された意見を中心にご報告

させていただきたいと思います。  

 それでは資料２の２ページをご覧ください。 

 まず第１点目ですけれども、目指す成果及び戦略『４－１  災害に強いまちづく

り』の具体的取組の【４－１－１  防災計画に関する情報発信の強化】において、自

宅の浸水想定を知ることは災害への備えに大変重要であり、そのために浸水の深さを
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示す表示板です。それを配布したいとの考えを示されました。浸水深表示板の案が提

示され、各委員から区域表示や、それと作成の意図、これはどういうふうに使うので

あるとか、そういう意図がちょっと伝わりづらいとなどの意見が出されました。分か

りやすいシールとなるように工夫をお願いしたところでございます。 

 ２点目は、津波避難ビル等の確保において、津波、河川氾濫など水害対策としての

津波避難ビルの指定件数が少ない地域がまだ結構あります。その少ない地域での津波

避難ビルの確保に努めてほしいという意見がございました。 

 ３点目ですけども、３点目は、効果及び戦略『４－２ 自助・共助による災害への

備え』の具体的取組の【４－２－２ 地域の自主防災組織等による備え】において、

地域の自主防災組織等による備えの具体的な取組におきまして、地域防災訓練への参

加が毎年同じような人たちの参加が多く、新しい人たちの参加が少ないことや、また

参加者の高齢化、高齢者の参加がほとんどということなんです、毎年。そいうことが

課題として出され、地域の防災の人材の養成とともに若い人たちが参加できるような、

地域からも協力していきたいとの意見も出されました。 

 ４点目ですけども、地区防災計画、これはわがまち防災プランということなんです

けども、その改訂が進められていますが、これも作業を急がなければならず、策定に

対しての協力依頼や幅広く周知していただきたいなどの意見が出されました。  

 ５点目ですけども、５点目は防犯活動の充実ということで、街頭犯罪の抑制に向け

た継続的な取組において、住之江区では刑法犯罪件数が大分減ってきている中で、そ

の防犯カメラが犯罪抑止に有効であるという意見が出されておりました。 

 また、参考資料として「避難カード」というのがあるんですけれども、災害が発生

したときに、命を守るための避難行動などを一人一人に知ってもらうためによくまと

まっていると思う。今後、区民一人一人の手に渡るように工夫していただいて、配布

方法を考えてほしいとの意見が出されました。  

 以上で安全・安心部会で出された主な意見についての報告を終わらせていただきま
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す。ありがとうございました。  

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 ただいまの報告について、区役所のほうからご説明をお願いいたします。  

○長目協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課の長目でございます。私からは頂きましたご意見の区運営方針へ

の反映状況につきましてご説明いたします。 

 資料の５ページ「令和元年度 運営方針振返り（案）への反映について」をご覧く

ださい。 

 【４－１－１ 防災計画に関する情報発信の強化】についてでございます。 

 令和元年度に区政モニターアンケートにおきまして、水害による浸水範囲を示した

「水害ハザードマップ」の認知度が４８．８％であり、半数以上の方がご自宅の浸水

の深さをご存知ないという結果になってございます。そこで、住之江区地域防災計画

に基づく「水害ハザードマップ」を区民に周知し水害時の浸水想定の確認や避難の行

動と、避難する場所の啓発を進める一つとして、自宅の浸水深が身近に確認できるよ

う「浸水表示板」を作成し、例えば、ご自宅の玄関などに表示いただくといった取組

を進めてまいりたいと考えております。 

 作成に当たりましては、安全・安心部会からいただきました「分かりやすい」表示

となるよう工夫するようにとのご意見を踏まえまして、作成に際しては広く区民の

方々に周知できるよう努めてまいりたいと考えております。また、避難行動などを周

知する「避難カード」を区民一人一人の手に渡るように配布してほしいとのご意見で

ございますが、各戸配布されている区広報紙「さざんか」を活用するなど、広く区民

の方々が手にできる配布方法を実施してまいります。  

 以上、安全・安心部会で頂きましたご意見につきまして、令和元年度振返り（案）

への反映などについてのご説明を終わります。  
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○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 各部会からの報告につきまして、部会を越えて各委員さんから、ご意見等がござい

ましたら、よろしくお願いいたします。  

○實委員 

 安全・安心ですけれども、今、コロナが大変な時期でして、ですから住之江区でも

たらい回しにならないように、区の対策というのはきちっと取っていただきたいとい

うことを部会で最後に話としては出ました。その辺の対応を住之江区、しっかりやっ

ていただきたいと思います。  

○山田副議長 

 区役所のほうからご説明をお願いします。 

○長目協働まちづくり課長 

 頂きましたご意見を踏まえまして、区としてもしっかりと努めてまいりたいという

ふうに考えております。以上でございます。 

○山田副議長 

 ほか、ございませんでしょうか。  

○藤井委員 

 恐れ入ります。ほぼ、この委員１年させていただきまして、いろいろと住之江区の

活動というのがいろいろとされているんだなということを教えていただき、実感させ

ていただいた次第でして、こういった活動、いいことをされているのに知られていな

いというのが非常にもったいないというふうに思っておりまして、例えばほかの部会

がやっているいろんな良さ、いろんなイベント等あるんですけれども、それらの住之

江区の活動も一つの魅力・ブランドでもあるのじゃないかなと思いますので、そうい

ったような、当然ながらもいろんなイベント紹介等もされてると思うんですけど、な

かなか伝わっていないところもあるので、もうちょっとこの辺りの横断的なＰＲとい
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うのもされてはどうかなとか思ったり、また月刊の区報のほうでも、各取組の部分を

ローテーションで何か良さを、こういう成果を上げたよとか、こういう実績を上げた

よというような紹介等もしていただけたらいいのかなというふうに思ったりします。  

○山田副議長 

 区役所のほうから、ご意見をお願いいたします。 

○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。  

 私のほうで区の魅力発信、そして広報紙やＳＮＳを使った効果的な発信のほうを担

当させていただいておりますので、お答えいたします。  

 今、頂いたご意見にもございましたように、まだまだ今、魅力発信の取組として

「アート・ビート」や、「会所会」等のご紹介もさせていただいたところですが、お

っしゃっていただくように、この住之江区におきましては地域活動、冒頭でご紹介い

ただきました地域活動協議会の皆様、そしてそれ以外の本当に多くの地域の皆様がい

ろいろな取組をしていただいております。  

 こうした点につきまして、広報紙で連載等もさせていただいたところですが、より

一層いろんな、今、やって、その結果がどうなのというような、皆さんの頑張りが本

当に多くの方に知っていただけるような広報を心がけてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。  

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 ほか、ございませんか。どうぞ。  

○森本委員 

 最後にちょっと、この水害ハザードマップ、一応保存版ということになっています。

それで広報紙さざんかなどでもページの中に組み込まれて入っているのを私も見てい

ます。ですけど、これ、こんな形じゃなしに、これ四つの災害想定、４種類あるんで
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すけども、これをもうちょっと見やすいような形で、各戸の家に配布できるようなこ

とを考えてほしいなと思っております。 

 それと、この避難カード、大変便利やなと思って見させてもらったんですけど、こ

れの使い方も簡単に。私、知っていますけども、これ見て何かいなって思う人いては

るんちゃうかな思って。これの使い方ね、上手な使い方というのを分かったら、また

教えていただきたいなと思っております。この水害ハザードマップというのは、今も

う、皆さんご存知のとおり、水災害でかなりこれが役に立ったということは、大変耳

に入ってきます。ですから、もっと簡素化された、見やすいような水害ハザードマッ

プを作っていただいて、各戸に配っていただければありがたいなと思っております。

以上です。 

○山田副議長 

 では、区役所のほうからご説明をお願いします。  

○長目協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課の長目でございます。  

 ただいまのご意見についてお答えをさせていただきたいと思います。  

 まずは水害ハザードマップでございますけれども、４つの地図が載っています。先

ほど、ご紹介もさせていただいたんですけども、今現在、各個別のご家庭に避難カー

ドを配布させていただこうというふうに考えておりまして、その裏に今、おっしゃっ

ていただいたハザードマップの二つだけなんですけれども、大和川が氾濫した場合と、

南海トラフが発生した場合の津波の想定の地図を入れようというふうに今、考えてお

りまして、それでご確認をいただければなというふうに考えております。  

 また、個別に地図がご入用の場合は、区役所のほうにご連絡いただければお渡しす

ることも可能というふうになってございます。  

 次に避難カードでございますけれども、先ほど来、申し上げていますように、これ

につきましては広報紙と合わせまして各ご家庭のほうにお配りしたいというふうに考
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えておりますが、これにつきましてもいろいろな災害種別ごとにどういった避難行動

が必要かというような内容を、それぞれ個別に皆様方お一人お一人が考えて記載して

いただけるようなカードになってございます。  

 これＡ３で今、お配りしておりますけれども、切り込みを入れていただいて折り畳

むと１つの手帳になるように作ってございますので、またその点につきましても改め

て広報紙のほうでもご紹介をさせていただきたいと思っているところでございます。

以上でございます。 

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 それでは池田委員さん、どうぞご意見をお願いいたします。  

○池田委員 

 今回のを見ていると、やっぱり若い世代の方でＳＮＳとかホームページとか見てで

きるんですけども、高齢者が本当に困っている方は、私、今、ちょっと地域で高齢者

のお世話とかしてたら、ほとんど見られていません。だから、やっぱりそういう、や

っぱり高齢者の対策とかそういうふうなことも考えていただきたいと思います。  

 それと地域・魅力ブランドのことですけれども、１４地域の地域ではいろいろなこ

との名称があると思いますので、本当に二、三のところじゃなくて、またそれは１４

地域のことを、またいろいろ特色があると思いますので、そのことを皆さんに知らせ

てほしいと思います。以上です。  

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 この件について区役所のほうから、ご説明お願いいたします。  

○平田事業推進担当課長 

 魅力・ブランド担当の平田でございます。 

 まず１点目、ＳＮＳで今回のコロナとか、この災害のことをおっしゃっているんだ
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と思うんですけれども、おっしゃるとおり、ＳＮＳは若い方を中心に非常に発信力が

あるんですけれども、高齢者の方にはなかなかそこに注力し過ぎますと、高齢者の方

とかＳＮＳを使われない方を置いてきぼりにしてしまうことになりますので、そうし

た点も念頭に置きまして、まずもって広報紙で十分な情報をお伝えするということと

ともに、必要に応じて、あと財源的にも可能な限り各戸に配布できるようなものは、

そういう方法、手法を取れないかなども検討してまいりたいと考えております。  

 ２点目、地域の魅力を事業化しまして発信しているところですが、おっしゃってい

ただいたように１４地域それぞれ見どころがありますし、魅力がある住之江区でござ

いますので、次の広報紙でありましたり、いろいろな事業を検討する際には、それら

を網羅的にご紹介いただけるような企画もまた考えてまいりたいと思っております。

貴重なご意見をありがとうございます。  

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 ほか、ご意見ございませんか。よろしいですか。 

 ではないようですので、ご意見、ご質問等は以上とさせていただきます。ありがと

うございました。 

 それでは、安藤副区長から本日の議論の取りまとめをお願いします。  

○安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。４つの部会、それから本日の全体会に通じて、本当に

熱心なご議論、ご意見ありがとうございました。  

 私、４つの部会に全部出させていただきながら今日の全体会を迎えたわけでござい

ますけれども、全体を通じて感じますことは、やはりコロナ、それから災害、コロナ

も災害の中に入るかも分かりませんけれども、そういったことに対する、やはり不安

感というものが非常に強いものになっているということです。やっぱりそれに対して、

やっぱり区役所がしっかり答えていくということが今、まさに求められているのかな
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というふうに思っております。  

 こういった状況の中で、もちろん、何か新しいことをやっていくということも大切

なことなわけですけれども、既に我々いろんな、実は施策とか、先ほど委員の方から

もご意見ありましたけれども、施策とか事業とか取組というのをやっております。ま

ずは、これをしっかりと機能させていくということが大事なのかなというふうに思っ

ております。 

 それから、やはりそういったことが、そういった取組事業があるんですよと、ある

いはこういったサービスがあるんですよといった情報をしっかりと区民の方々により

分かりやすく伝えていくということ。それから、特にコロナ、自然災害に関する情報

というのは、非常に複雑で日々変わったりしますので、それを正確に分かりやすくお

伝えしていくということが、今より重要になっているのかなというふうに感じている

ところでございます。 

 部会ごとについて、ちょっと私なりの考えをまとめますと、ちょっと重複するとこ

ろがあるかも分かりませんけれども、まず、子ども・教育部会でございますけれども、

やはり学校の休み、長期休校、休業に伴って、やっぱりいろいろ不安とかストレスを

抱えておられるというふうなところでございます。やっぱり、その家庭と学校をしっ

かりと結んでいくということが区役所の一つの役割でございまして、そこに、また専

門的な言葉になりますけれども、スクールソーシャルワーカーですとか、それからこ

どもサポートというふうなことをやっております。実際に、私ども職員が家庭に行っ

たり、あるいは学校に行ったりしていろいろ悩みをお聞きし、それから必要なところ

におつなぎするというふうなことをやっております。こういった取組をより的確に進

めていくということが、より大事なのかなというふうに思っております。  

 それから、福祉の関係でいいますと、特に子育て、ただでさえも子育てには、皆さ

ん不安を持っておられます。こういった状況であればなおさらというふうなことにな

ってまいります。したがいまして、先ほども事務局からもご説明いたしましたけれど
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も、例えば出産前からいろいろ相談に乗ると。実は、いろんな子育てのステージに応

じてサポートするサービス、事業が区役所、市にはございますので、そういったこと

を、例えばその母子健康手帳、これは保健師が面談して、母子健康手帳をお渡しする

わけですけれども、そのときにしっかりとどういった事業が、どういった年齢層に対

して手当ができるのかということをお知らせしながら、分かりやすいこと、子育てプ

ランみたいなものを一緒に相談していくといったことが、今後やっていきたいなとい

うふうに思っております。  

 それから、あと家庭児童相談員が、相談に非常にアドバイスによって気が楽になっ

たというふうなお話もございました。具体的に、我々いいことをやっているつもり、

自分で言うのもおかしいんですけど、やってるつもりなんですけども、そういった事

例をより分かりやすく相談することで、気軽に区役所に相談に来ていただけるように

なるのかなというふうに思っております。  

 それから、災害に関する、特に情報発信です。池田委員からもございましたけれど

も、やっぱり高齢者の方はなかなか紙媒体といいますか、アナログ媒体といいますか、

場合によったら口づてといったことも非常に重要なお知らせの手段となってまいりま

す。やっぱり区役所として一番有効な手段は広報紙でございますので、これにつきま

しては引き続き力を入れていきたいと思っております。  

 それから避難カード、それからハザードマップの全戸配布と、これ今までになかっ

た取組だったかなというふうに思っております。必要なことをこういった形で思い切

って取組を進めていきたいなというふうに思っております。  

 それから一方で、若い世代に対してはやっぱりＩＣＴといったものが非常に有効な

手段でございます。今回、部会の中でもご指摘いただいたのは、やっぱりこういうコ

ロナ禍の中で行政のホームページに対して情報を取りにいくようになったというふう

なお話をいただきました。これはチャンスというとおかしいですけれども、しっかり

と今回の情報発信のあり方ということを検証していきながら、やっぱり行政ならでは
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の必要な情報を的確に発信していく方法というものを、より深く検討していきたいな

というふうに思っております。  

 それから、安全・安心部会では、もう今既に全国的に災害が起きているというふう

な状況です。地球温暖化もあるせいかも分かりませんけれども、年々災害が甚大化し

ているというふうなところもございますので、先ほど避難カードの件も申し上げまし

たけれども、災害に対する事前の備え、それから今現在進行している災害に対して的

確に、より情報発信ができるよう取組を進めていきたいなというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 それではここで、本日お越しいただきましたアドバイザーの議員の方々から、一言

ずつご意見を頂きたいと思います。 

 永井府議会議員から順番にお願いしたいと思います。  

 永井議員、よろしくお願いいたします。  

○永井議員 

 お疲れさまでした。私からはちょっと一つだけ、区役所の皆さんに教えてほしいで

すけど、水害ハザードマップのこの資料で４つが出てるのですが、高潮の話って府と

かから何かおりてきてないですかね。去年の末ぐらいに高潮の浸水想定が既に出てる

んですよ。府のホームページでちょろっとだけ載っているんですけど、それがいずれ

は市町村のこういうハザードマップに落とし込まれるはずなんですけど、それのちょ

っと状況を教えてほしいなと。余り遅いようだったら、また府で言おうかなと思うの

で、ちょっと教えてください。以上です。  

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 では、区役所のほうからご説明お願いします。  
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○長目協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課の長目でございます。  

 議員のご質問でございますけれども、我々大阪市内部でも情報は共有しておりまし

て、実際に今、公表されるのはもう少し先になるというようなお話もございますけれ

ども、情報としてはつかんでおります。また、そういったお知らせする機会がござい

ましたら、積極的に広報してまいりたいというふうに考えております。以上でござい

ます。 

○永井議員 

 ありがとうございました。  

 特に咲州エリアは、この４つの場合だったらほとんど浸水しないんですけど、高潮

に限っていえば結構浸水するはずなので、咲州は。やっぱり区民により早く伝えたほ

うがいいと思うので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。  

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 それでは片山議員、お願いします。 

○片山議員 

 お疲れ様でした。市会議員の片山一歩でございます。  

 たくさんのご意見頂きまして、区長はじめ区役所の職員で前年度の決算ではござい

ますけれども、振り返って中身を検討し直すということでございます。  

 大阪市議会におきましても、これはこれと同じようなことをするわけなんですけど、

これは決算委員会と呼ばれているものでございまして、前年度の決算、どのような状

況だったかということをいろんな議論して、その決算のやり方でいいのかどうかとい

うことを最終的に判断するわけなのですが、それは来年、今年９月か１０月ぐらいに

決算委員会が行われます。この決算委員会は過去のものを振り返ってもなかなか今さ

らどうすることもできないということではございますが、いや、これは大きな来年度
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の予算の基礎となる考え方になります。  

 例えば、先ほどの防災のことについて、こんなふうにもっとしたらいいんじゃない

かということをご提案いただいて、それを区役所が意見を取り入れて、来年度の予算

の中に反映していくということでございます。  

 来年度の予算もこの後、皆様にまたご検討いただくことになりますが、その前提の

案となるのが、今回の決算での議論の積み重ねということになります。  

 大阪市議会におきましても、我々住之江区選出の議員、今現在４名でございますが、

住之江区の代表として市議会で議論いたしますが、なかなか住之江の議論だけしてい

くということはでき切れないということがございまして、皆様にこのようなご意見を

頂くことが市役所の職員、区役所の職員に反映していくと。来年度の予算に反映して

いくということになります。  

 なかなか我々でも目の届かないこととか、そういうこともたくさんございますので、

ぜひ次の予算のときにおきましても、どんどんそのようなご意見を賜りたいと思って

おります。今後とも皆様のご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。以上

です。ありがとうございました。  

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 それでは岸本議員、お願いいたします。  

○岸本議員 

 本日はどうもありがとうございました。  

 私のほうからは１点、区役所のほうに聞かせていただきたいんですけれども、今ま

さに九州とかでもやっぱり豪雨災害とか起こっておりまして、避難所のあり方という

部分です。いわゆるコロナ禍における避難所の在り方というのが今、まさに突き付け

られているのかなというふうに思います。  

 大阪市、また各区役所でも６月にはいろいろと方向性をまとめていただいていると
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思うんですけれども、いわゆるその避難所、大体、小学校とか中学校とかになるんで

すけれども、今まででしたら１人当たりのスペースというのが、大体１．６平米やっ

たものが、このコロナ禍における状況の中で、１人当たり４平米、前後２メートル、

２メートルを開けなさいということに今なっているんです。そうしますと、やっぱり

その収容人数というのが、やっぱり今までもよりもかなり激減してしまうという部分

で、今のその避難所だけではやっぱり足りないという部分がありまして、ほかの公共

施設であったりですとか、またそれがもうどうしてもそこもいっぱいになるようでし

たら、いわゆるホテルとかの宿泊施設とかもお借りしたりとかという流れになると思

うんですけれども、そういったことがこの住之江区としてしっかりと進んでいるのか

どうかというところと、あと、もう一点は備蓄品なんですけれども、私も住之江区で

はないんですけど、ほかの区で過去に小学校とか中学校の備蓄倉庫を見させていただ

いたんですけれども、本当に命を守るという観点から、ある一定、水や食料ですとか、

あと毛布とか、あとは若干必要なものという部分だけが置いてある。それも大体、ど

れぐらいの人数分を確保しているのかと聞くと、１００名前後の分しか確保できてな

いというのがやっぱり、置くスペースも限られていますので、そういったところで。 

 このコロナ禍における状況の中で、いわゆる飛沫感染という部分で床から感染する

場合があるというふうにも聞いたことがあるんですけれども、そうなったら床に地べ

たにそのまま少し詰めてる場合、やっぱりそういう感染する危険性もあるということ

で、ある程度ダンボールベッドのようなものですね。床から何センチとかでも高い部

分で過ごしていただく。でも、そのダンボールベッドもかなりかさばりますので、そ

の備蓄倉庫には置けるような状況じゃない。業者やメーカーとかと業務提携して必要

なときに持ってきてもらうようになっていると思うんですけれども、一応この住之江

区で今、これだけが必要やいうたときに、果たしてスムーズに持ってきてもらえるも

のなのかどうなのかという、そこまでしっかり話が詰められているのかどうかという

部分です。そういう部分もやっぱり住之江区民の皆様、お一人お一人不安に思ってい
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る部分だと思いますので、そういったこともお聞かせいただければというふうに思い

ます。 

○山田副議長 

 ありがとうございます。  

 今の岸本議員の件で、区役所のほうからご説明お願いいたします。  

○長目協働まちづくり課長 

 協働まちづくり課の長目でございます。  

 ただいまの議員からのご質問についてお答えをさせていただきます。  

 まず避難所の関係のご質問がございまして、１．６平方メートルが４平方メートル

でかなり受入人数が少なくなるのではないかといったようなご質問がございます。こ

の件につきましては、当区長は区長会の安全・環境・防災部会の危機管理担当をやっ

てございまして、当区のほうで避難所の開設、運営のガイドラインを５月２６日に作

成をさせていただいているところでございまして、まさしく議員がおっしゃったよう

にかなりの受入人数が少なくなるというふうなことになっております。  

 これらにつきましての対応についても、議員おっしゃったようにまず避難所になっ

ている小中学校、高校のところにお願いに行きまして、避難スペースを拡大してもら

えないかというようなお願いをしております。また、市の公共施設にご相談を申し上

げたり、ホテルのほうにも住之江区のほうからご相談をさせていただいて、今、確保

に向けた取組を進めているところでございます。  

 次の点ですが、備蓄の件でございますが、備蓄につきましては大阪市危機管理室が

中心で今、備品の取りまとめをやっておりまして、いわゆるコロナ禍における備品。

例えばマスクであったり、体温計であったり、ペーパータオルであったりといったも

のについて危機管理担当が財政当局との調整もしながら、その確保に向けた取組も進

めております。これにつきましても、備蓄倉庫のキャパシティーの関係がございます

ので、各避難所にお願いに行っているところでもございます。  
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 また、ダンボールベッドのほうは、危機管理室のほうで協定を締結しておりまして、

これについては先ほど申し上げたように備蓄倉庫とのキャパシティーの関係がござい

ますので、できる限り住之江区におきましても備蓄しておきたいというふうに考えて

おります。以上でございます。  

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 それでは佐々木議員、お願いいたします。  

○佐々木議員 

 皆さん、今日は貴重なご意見をありがとうございました。私からは、先ほどからＳ

ＮＳはすごく見られているというお話があったんですけど、大阪市のほうでは今、ア

プリの制作はちょっとやめようということになっていまして。余りにもいろいろなア

プリができ過ぎていて、皆さんがどこから情報収集したらいいか分からない。なので

ＳＮＳをやっていただくときに、アプリを作るのか、ＬＩＮＥを作るのか、ホームペ

ージか、何か一つ集中していただいて、ここを開けば分かるという、住之江区役所で

もぜひ、余り手を広げず、ここを開いたら情報が全て分かるという取組をまたしてい

ただきたいなと思います。  

 あと、避難カードなのですが、これってすごいいいアイデアだなと思っていまして、

ぜひ、小学校、中学校にも、もし区役所のほうから協力を求めていただいて、子ども

たちが実際に書いていただく時間、また家に帰って保護者の方たちとも少し話してい

ただくような時間があれば、小学校、中学校から私たちは常に災害と共に暮らしてい

るので、そういった意識づくりなんかもできるんじゃないかなと思って、大切だと思

いますし、いざ災害が起きたときに、先ほども池田委員のほうからお話がありました

が、ご高齢者の皆さんなんかは、やはり分からないこと。子どもたちがもしかして情

報を持っているかもしれないので、その子どもたちがまた引っ張ってくださるという

こともあると思うので、ぜひご検討していただきたいなと思います。  
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 あと、もう一点なんですけど、子育ての孤立化。最近、東京でもまた３歳のお子様

がお母さんが男性と８日間旅行に行っていて亡くなったという、とても心が痛む話が

あったんですけど、これはやっぱり私は防げると思うんです。今、児童相談所と警察

も大阪なんか連携結んでいますし、お母さんがもし子育てにしんどかったら、最悪１

８９(いちはやく)とか、いろんな番号がありますけど、１１０番してしんどいって伝

えてもらうだけでも警察が行って、そこで児童相談所につないでいただいて子どもを

保護できたりとかもしますし、なので、無理して頑張って子育てしましょう、しまし

ょうじゃなくて、いろいろな、やはりそのお母様も負の連鎖で虐待を受けてとかって

いろいろあったと思うので、余り無理をせずに、やっぱり救える命があると思うので、

ぜひ保健師さんや、先ほどもありました家庭児童相談員さんとうまく連携を取ってい

ただいて進めていただきたいなと思います。以上です。今日はありがとうございまし

た。 

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 それでは最後に、松崎議員、お願いいたします。  

○松崎議員 

 市会議員の松崎でございます。  

 皆さん、大変お疲れさまでございました。いろいろお話を聞かせていただいて、聞

けば聞くだけ、やはり地域の中でそれぞれのまちを皆様方に運営をしていただいてい

るんだなというのが、本当にこれはよく分かると思います。  

 私は加賀屋のほうで、さざんか加賀屋協議会の会長もさせていただいております。

皆さん方と一緒のように地域で様々な活動をさせていただいています。 

 そういった中で、多分、また今日いろんな振り返りがありましたけど、これをまた

それぞれの地域でもう一度当てはめて、まちづくりをしていただけるのではないかと

思います。 
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 ただ、今年はもうコロナの関係で、もう地域の活動は全くできていないと思うんで

す。ただ、これにめげることなく、これも一つの肥やしとして、また充電期間として

しっかりとまた皆さん方が認識を持っていただいて、そして次年度に向けていただけ

たらと思います。 

 それとやはり、活動ができてないということは、これ各地域からの地活協のお金、

いわゆる大阪市の補助金、これ住之江区だけの問題だけじゃないと思うんです。オー

ル大阪で、その補助金が全く使われていないと思います。せっかく、その税金を頂い

ているのですから、地活協の、その活動の資源を頂いているのですから、これを今年

度どのように生かすかという、この間もちょっと区長さんにもお話をさせていただい

ているんですけど、先ほど岸本議員のほうから防災の観点の話がございました。  

 防災の備蓄も大変脆弱であります。この際だから、地活協で今使っていないお金を、

その防災のほうに充てていただく。これやはり、これからの災害を考えたら、この大

阪もいつ何どき、以前の台風２１号、そして今世界、全国で起きてるような、こうい

った水害に遭遇しないということはないわけですから、そういったためにも今年度の

この地活協のこの予算、区長、これも多分大阪全体の問題になると思いますので、ぜ

ひともお願いしたいと思います。  

 これからもまた、大変でございますけど、ともにやはり、この大阪市、そして住之

江区、より良いまちづくりのためにまたお力を頂けますことを心からお願い申し上げ

ます。本日は誠にありがとうございました。  

○山田副議長 

 ありがとうございました。  

 以上で、全体会の議事を終わります。  

 皆様方には、本日の議事進行につきましてご協力いただき、誠にありがとうござい

ました。 

 それでは、事務局のほうへお返しいたします。 
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○山中企画担当課長 

 山田副議長、本日は急遽、議事進行をいただきまして、どうもありがとうございま

した。 

 それでは最後に、末村区長からご挨拶をお願いいたします。 

○末村区長 

 皆様、大変熱心なご議論、それから本当に日々の生活の営みとか、そういうものが

目に浮かぶような視点からの様々なご助言を本当にありがとうございました。  

 通しで拝聴しておりまして、やはり私たちが今、直面しているコロナ感染症ですね。

ここにどうやって対峙していけばいいだろうか、または上手にここと折り合いをつけ

ながら生活をしていけばいいのだろうかというようなことが根底になるようなお話。  

 それから、その間にいろいろと見えなくなってしまっているのではないかというふ

うに少し心配はしてしまうような子どもの虐待であるとか、ネグレクトであるとか、

そういったことへのご配慮のようなお話、そして情報を分かりやすくお届けをすると

いうことがいかに大事なのかということを教えていただくようなお話をたくさん頂い

たというふうに思っております。  

 私も実は着任したその日から、区役所のシールドの準備をしていただいたりだとか、

それ以外に今日のご議論の中にも随分出てまいりましたコロナ禍での災害避難所の開

設と運営、これは２４区が今、ひな形にしてくれているガイドラインを住之江区のほ

うが作らせていただいたものを皆、今、使っていただいているというふうな形で展開

をさせていただいています。 

 また行政の仕事というのは、１２か月をかけてゆっくりゆっくり１年をかけて進め

ていくというのが、通常の進み方だと思うんですけれども、今日皆様のお手元に取っ

ていただいております避難カード、これ内閣府防災のほうで、もう少し、かなり簡単

なひな形というのがあるんです。ただ、どこの自治体でもそうそう簡単には普及をし

ていないという状況があります。住之江であれば、できるんじゃないかと思いまして、
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担当の方にご相談をしたところ、住之江の実情に合わせて大変きめ細かく、それから

順番も丁寧に考えてくれたものを完成させてくれたなというふうに思っています。  

 これはたった２か月もかからずにここまでの精度に仕上げてくれました。こういう

ふうに短い期間でも目の前にある課題に取り組むという点では、スピーディーに動け

る行政と区役所というのもここにあるよということを皆様に改めてお伝えをしたいと

思います。 

 そして私が一番心強く思っておりますのは、地域のご活動の今日、ここにお集りい

ただきました会議の皆様もそうですし、それから地域のご活動でお役をとってくださ

ってる皆様方、学校をしっかり支えてくださって、ついこの間も住之江区の小学校で

生徒さんが感染をするということで大変、皆様にもご心配をおかけしていると思いま

すけれども、その際にも大変迅速に地域の皆様方がご協力をくださいました。  

 この皆様方のお力とお知恵をしっかり形にしながら、いい住之江区をみんなで作っ

ていくという形で乗り越えていきたいと思っておりますので、区政会議、引き続き、

貴重なご意見を賜るありがたい場だというふうに思っております。引き続きの皆様方

のご参画を、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  

 また、議員の皆様方も忌憚なく日々のお気づきのことなどまたお寄せいただければ

大変ありがたく存じます。  

 長時間にわたってのご議論、心から感謝を申し上げ、今日ここに参加させていただ

いております職員全員、感謝の気持ちで締めくくらせていただきたいというふうに思

います。 

 誠にありがとうございました。  

○山中企画担当課長 

 ありがとうございました。  

 改めまして、皆様、本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。  

 以上で、令和２年度住之江区区政会議第１回全体会を閉会いたします。 
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 どうもありがとうございました。  

 

                                  以上 

 


