
 

1 

第２回堺市美原区政策会議 

開催日時 令和５年２月７日（火）午後３時００分～４時５２分 

開催場所 みはら歴史博物館 ホール 

出席委員 堀内座長、阿部委員、岡本委員、奥野委員、米谷委員、宮本委員、髙岡

（照）委員、高岡（裕）委員、髙岡（里）委員、田中委員、智葉委員、豊

岡委員、中田委員、西村委員、福原委員、松本委員、山本委員 

事務局職員 山田区長、松木副区長、大野課長、池川参事役、津田課長補佐、妻谷主

幹、荻野係長、山本 

関係課職員 美原保健福祉総合センター：富田所長 

市民人権総務課：前島課長、舟尾主査 

案件 １ 大型商業施設との連携について報告 

２ 自治会や子ども会、老人会、各種サークルなどに加入して地域の方と

一緒に活動している人を増やすには 

３ その他 

傍聴者 ５人 

配付資料 次第 

資料１ 大型商業施設との連携内容 

資料２ 美原区ビジョン２０２５抜粋 

資料３ 自治会加入チラシ 

資料４ ガイドマップ（子育て） 

資料５ ガイドマップ（地域活動） 

資料６ ららぽーと堺周辺散策マップ 

資料７ 写真 

資料８ 美原区政策会議構成員名簿 

 

開会 

《事務局が会議の開催を告げ、公開を確認、欠席委員の報告を行う》 

 

○司会 次に、美原区長、山田から一言御挨拶がございます。 

 

○山田区長  皆さん、こんにちは。昨年の４月に美原区長を拝命いたしました山田真由美

と申します。委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、堺市美原区政策会議に御出席

いただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃から堺市政並びに美原区政各般に

わたりまして御理解、御協力をいただいていますことに重ねてお礼を申し上げます。 
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  さて、皆様も御存じのとおり、昨年１１月に美原区役所の目の前に、ららぽーと堺が開

業いたしました。これで美原都市拠点の大型開発が一定終了を迎えることになります。一昨

年のビバモールと併せまして、このような集客力のある大型商業施設が複数開業されること

は、人口減少社会の中において、美原区が今後も生き生きと元気に生き残るための大きな鍵

を握っているのではないかと考えております。 

  こういった機運を捉えまして、美原区内外の人たちに、美原区を訪れたい、住んでみた

い、住み続けたいと思っていただけますように、美原区のまちの魅力を高め、しっかりと情

報発信することが重要です。これからも大型商業施設と地域、それから各種団体、それから

行政がしっかりと連携し、協力をし合うことが必要であると考えております。そして、それ

が美原区ビジョン２０２５の中にある、区民と共に目指すまちの将来像である、「みんなの

架け橋になり、笑顔があふれるまち 美原」の実現につながるものだと信じております。 

  美原区政策会議では、委員の皆様からの貴重な御意見を頂きまして、区の施策等を進め

る上で参考にさせていただきます。委員の皆様には、それぞれの立場から積極的に御発言を

いただき、また御助言をいただきますことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが

挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○司会 それではここからの会議につきましては、堺市美原区政策会議開催要綱７（２）の規

定に基づき、堀内座長に進行をお願いしたいと思います。 

  では堀内座長、進行をお願いいたします。 

 

○堀内座長  堀内です。それでは進行させていただきます。皆様には円滑な議事の進行に御

協力お願いいたします。 

  案件１大型商業施設との連携についての報告です。 

  堺市や近隣企業などがビバモール美原南インター店や、ららぽーと堺とどのような連携を

行っているのかを事務局より報告をお願いします。 

 

○司会  資料１を御覧ください。 

  令和３年９月に開業したビバモールさんとは、地域、行政、３者による意見交換会を１１

月に実施し、警備員配置による渋滞対策や生活道路への進入抑制看板の設置などの報告を頂

きました。 

  開業後、ビバモールさんには、マイナンバーカードの申請受付スペースの確保や、献血実

施場所の提供、美原保健センターや子育て支援課の各種事業に対する案内資料の掲示及びパ

ンフレットの配布など、主に場所の提供や情報発信の協力をしていただいております。 

  なお、災害時における物品の購入協力や一時避難場所の確保など、災害時における協定も
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堺市と結んでいただいております。 

  次に、昨年１１月に開業したららぽーとさんにつきましては、開業前より地域、行政、３

者による意見交換会を複数回実施し、渋滞緩和のための周辺道路整備や交差点改良、交通誘

導員の配置などの報告や、みはら区民まつりでは、国道３０９号の渋滞緩和のために、らら

ぽーと堺の駐車場を、区民まつりで来られた方の駐車場として利用させていただきました。 

  また、公共交通機関利用促進の一環として、電車やバスなどＩＣカードでの公共交通機関

の利用者に対してお買物券の進呈や、南海バスさんや近鉄バスさんの御協力の下、美原都市

拠点からの新規路線や本数の調整をしていただいております。 

  なお、ららぽーと堺３階には、行政連携コーナーを設けていただき、美原まちなか文庫や

堺市を紹介するチラシなどを置けるように施設を整備していただき、他市の方からも御好評

をいただいております。 

  この行政連携コーナーでは、美原の歴史・文化の紹介・発信、ららぽーとに来られた人に

美原を知ってほしい、美原の魅力的な場所のＰＲの展示、古代米のイベント紹介という意見

を区政策会議で頂いておりました。これらのことをららぽーとさんに区役所の意向として伝

えた上で、３階に設置された行政連携コーナーに、開業時には古代米の田植え・稲刈りイベ

ントの写真を飾ったり、今も歴史的町並みが残る旧黒山郵便局や黒姫山古墳の広場の写真を

飾ったりと、御意見の実現に取り組んでおります。また、同じく御意見を頂きました、子ど

もが参加するイベント、子育て支援のイベントは、現在、検討しているところです。 

  資料７に、ビバモールさんのチラシ配布場所、ららぽーとさんの行政連携コーナーの写真

等をつけさせていただきました。 

  なお、ビバモールさんと同じく、ららぽーとさんにも災害時における一時避難場所の確保

や物品の購入協力などの協定を、堺市と結ばせていただいております。 

  大型商業施設との連携ではありませんが関連事業として、本日出席の堀内先生と学生の御

協力をいただき、阪南大学との連携による美原都市拠点周辺の散策マップの作成や、堺都心

と美原を直接つなぐバスとして、ＳＭＩ美原ラインの実証実験を行っております。 

  今後、より一層、大型商業施設との連携協力を深め、美原都市拠点や美原区の発展につな

がればと考えており、前回の書面会議で頂きました皆さんの意見におおむね沿った連携協力

内容になっているのではないかと考えております。 

  説明は以上です。 

 

○堀内座長  説明ありがとうございました。 

  事務局より連携内容についての報告がありましたが、何か御意見、御質問はありますでし

ょうか。ありましたら挙手の上、御発言をお願いいたします。 
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○米谷委員  資料１で、ビバモールとららぽーとの連携が出ていますが、ららぽーとの開発

申請に当たって、都市計画審議会に黒山東地区開発計画と都市計画提案の内容についての変

更版の内容を見ますと、まだクリアしなければならない問題がたくさんあるのではないだろ

うかと思っております。 

  １つは、地域貢献について（２）③で大阪木材工場団地の提供する国産木材の使用に努め、

出展者の施工会社に奨励するとなっていますが、堺市の都市計画課は数がそろわなかったか

らできなかったと返答しています。 

今日、木材工場団地の豊岡委員がお見えですので、そのような事実があったのか聞いても

よろしいでしょうか。 

 

○豊岡委員  私自身は特に聞いておりません。 

 

○米谷委員  今のお返事のように、木材工場団地協同組合にもっていかれる話なのに私が都

市計画課に質問すれば返ってくる。私も都市計画審議会に入っていましたので内容を把握し

ておりますが、開発するにあたっての提案はやらなければならない責務が、ららぽーとにあ

ると思っております。 

  このようなことを木材団地協同組合も知らないのは１つの問題ではないかと思っておりま

す。 

  先ほど事務局からビバモールやららぽーととの連携について報告がありいろいろな内容で

できていると思いますが、都市計画提案の内容について、どのように実施されたのかを美原

区が調べるべきではないかと思います。 

  去年の書面会議で都市計画提案の進捗状況を事務局に各委員の皆さんにお知らせするべき

ではないのか、公表するべきではないのかとの意見を出しましたが、回答は何もありません

でした。 

  私は都市計画提案の内容については、この点はできているがこの点はできていないなど、

できているところばかりを言うのではなく、できていないところを委員の皆さんにお示しし

て、この政策会議で詰めるべきではないかと思っております。 

  先ほど区長が言われていたように美原区の発展のため美原都市拠点はできたと思っていま

すので、一部の地域ではなく美原区全体が発展できるためにはどうするのか、厳しい問題も

あると思いますが努力していくべきだと思っています。 

  もう１点は交通問題で、確かに南海バスさんは増便になっていますが、私の地域の平尾か

ら河内松原まで行っている近鉄バスは減便になっており、美原区全体でも近鉄バスは減便に

なっています。 

  私が住んでいる東多治井からららぽーとに行く公共交通機関はなく丹上、多治井、東多治
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井、小平尾などほとんど通っていない状態で美原区の東外側の地域についてはららぽーとに

行く公共交通機関がない。このような問題ももっと考えていきたいと思っています。 

  それから、昨年の書面会議の中の意見でも公共交通問題に触れられている内容が多くあっ

たと思いますが、この中で大きな問題は国道３０９号の渋滞問題とバス等の公共交通問題で

あり各委員がもっとこの問題について言えるようにし、この政策会議で審議するべきではと

思っており、それらの意見を聞き区政に反映する必要があると思っております。 

  後ほど述べますが美原区政策会議開催要綱６に専門分野別会議が書かれているのになぜし

ないのかと思っています。南区では南区の基本計画の基本方針に沿って、安全安心創出・未

来共創推進部会、育ち学び充実・健康長寿推進部会、ブランド戦略推進・魅力創造部会の３

つの部会を持ち専門的に議論しています。 

美原区においては交通渋滞の問題やバス交通の問題の専門分野別会議を持つべきではない

かと思っております。 

  それからもう１点、これは要望になりますが、令和２年度の１１月に、区民評議会が終わ

り、答申が１１月に出されております。それから、交通問題の専門部会の提言もそのときに

出されているのにそのままほっておかれているのが今の状況です。区民評議会の答申のまと

めには区民評議会の答申と交通問題専門部会の提言、この２つの提言は今後の美原区の発展

に欠かせないものだと認識していると書かれており、住民自治の観点からも美原区の発展に

大きく貢献するものであると考えている。２つの提言について十分検討していただき、適切

な措置を講じられたい。持続的な美原区の発展を目指し、住民の自治の観点から新たな設置

される区政策会議は、区民の意見が反映され、さらなる発展に寄与されるものとすべきであ

るという提言がされております。 

  この区政会議でもっと議論をし、区長の裁量の中で住んで良かった美原区をつくっていた

だきたいと思います。 

  長々と私一人しゃべってはいけませんので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。今、米谷委員からいろいろ意見をいただきましたが、

１つ目の木材団地の件に関しては、私どもも資料がないので議論のしようがありません。こ

れは事務局のほうから、ららぽーとに問い合わせするということになるのでしょうか。 

  ２点目以降の公共交通であるバスの問題と渋滞問題に関しては、実際、生活されている委

員の皆様がそれぞれ思っていることあると思いますので、御意見を上げていただきたいと思

います。皆さん、いかがでしょうか。 

 

○田中委員  公共交通の利用などにつきましては、ららぽーとと話合いを自治連としても行

っております。また、南海バスの増便やＳＭＩ美原ラインの実証実験に関しても協力させて
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もらいました。そして、事実、開業当初、渋滞はかなり起こっており、バス利用者をもっと

増やすため従業員の方もできるだけ車で来ずにバスで来ていただくように、また、電車バス

利用者の客に対して食事券や引換券を出していただくようにお話はさせていただいており実

際に行っていただいておりますが、やはり都市計画道路を早期に通すということが重要と考

えております。 

ただ、大きな事業ですので、今のところ早急には難しいと思いますが、継続的に堺市に対

して要望するなど取り組んでいかないといけないと思っております。 

 

○岡本委員  公共交通について１点申し上げたいと思います。南海バスさんにつきましては、

ららぽーとが完成してから急行バスが走るようになり、初芝から美原区役所間が非常に便利

になりましたが近鉄バスさんは、ららぽーとができる直前にダイヤ変更が行われ、毎時２本

になってしまいました。私は、さつき野に住んでいますが、さつき野からららぽーとへ行こ

うと思うと、バスで行くのが一番便利なのですが、１本逃したら次は３０分来ないという形

になりまして、非常に不便な状況になっております。 

さつき野は非常に高齢世帯が多くて、とても自転車や歩いてららぽーとまで行くことは困

難でバスの減便によって余計にマイカーで行くしか方法がないということが悪循環を起こし

ています。南海バスさんのように大幅に増便ということは難しいかもしれませんが、近鉄バ

スさんも、少しそういった現状を考慮いただき渋滞緩和や高齢者の移動のために考えていた

だきたくお願いいたします。 

 

○智葉委員  ちょっと耳にした話で、この場で申し上げるのはどうかと思うのですが、学校

に通われている生徒さんがバスに乗れないということが起きているよというのを聞いたこと

があります。南海バスさんや近鉄バスさんで困っている生徒さんがいないかというのも気に

していただけたらと思っております。同じ親の立場として、子どもが学校にきちんとたどり

着くかということは、すごく気になるところですので、この場をお借りしてお耳に入れてお

きたいと思います。 

 

○堀内座長  それは最近ダイヤが変わったせいで、通学に間に合わないということですか。 

 

○智葉委員  ららぽーとの通勤の方と時間が同じになるらしく、バスに乗れなくなっている

ようなことが最初の頃は起きていたというのを聞いたことがあります。 

 

○堀内座長  はい、ありがとうございます。今みたいな感じで、生活の上でこういうことが

今起こっているみたいな御意見がありましたら、ぜひ言っていただきたいのですが、どうで
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しょうか。 

 

○米谷委員  私も減便になりましたので、西多治井、それから小平尾、東多治井の３つの地

区自治会で近鉄さんに要望しており近鉄の状況も大変だということは分かりますが、公共交

通の基本法というのがあり、３つの責任ということが言われていると思います。 

  業者の責務、行政の責務、利用者の責務、この３者の責務ということが言われており近鉄

さんに要望したのは苦しい状況は分かるけれども減便するに当たっては、どの時間帯を減ら

したらいいのか、どの時間帯を減らさないといけないのかということも含めた話し合いを住

民として決めてほしかったということです。近鉄の経営も大変だろうと思いますので、そこ

へ行政がきちっと絡んでもらうことが、この３者の責務を果たすことになるのだろうと思い

ますので、区政策会議の中で公共交通問題については、きちっと論議をできるようにしてい

ただきたいというのが私の願いです。 

  それから、先ほど２つの提言、区民評議会の答申と交通問題専門部会の提言という２つの

提言を言いましたが、答申は永藤市長からの諮問に対して出した答申であるので、区役所と

しても２つの提言を守れということを区長からも市長に言ってほしい。住民が一生懸命論議

をしてつくった案ですのでどのようにするのかの検討を始めてほしいと思っています。 

  公共交通については大変だろうと思いますし、自分もそれなりの腹をくくらなければなら

ないと思います。 

行政もそういう点でどうやっていくのかを考えていかなければならないと思うので、その

ことも含め、ぜひ考えていただきたいということをお願いしたいと思っております。 

 

○堀内座長  今回は近鉄バス様からと南海バス様からそれぞれ来ていただいていますのでご

発言をよろしいでしょうか。 

 

○宮本委員  近鉄バスの宮本と申します。皆様、貴重な御意見を頂きまして、ありがとうご

ざいました。また減便に関しましては、多くの方に御迷惑、御不便をかけましたことを、こ

こでおわび申し上げます。 

  先ほど、米谷委員からも言われましたけれども、この路線だけではなく全路線において利

用者数など収支状況を見ながらダイヤの改正を進めている中で、今回このような形になり御

不便をおかけして申し訳ないと思っております。我々としましても、路線をきっちり維持し

て、住んでいる方に利便性を図るような形で継続していきたいという思いは皆様と同じです

ので、美原区の皆様と共にこういった場を活用して、いい方向に向かうように事業を進めて

いければと思っております。 
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○堀内座長  南海バスの中田様、お願いいたします。 

 

○中田委員  南海バスの中田と申します。先ほど御意見を頂きました学生さんの通学のお話

ですが、確かにららぽーとが開業されてすぐのときは一時的に今まで乗れていたのに乗れな

くなったというようなことがあったかと我々のほうも認識はしておりますが、その後、新た

に設けました急行便にお客様が移っていただけるように対策をとってまいりましたので、今

現在は全くそういう状況にはなっておらず、早い段階で解消できていると考えております。  

特に学生さんが乗れないというようなことは、本当にあってはいけないことです。 

我々もその辺は事業をしていく中で一番注意しているところでございますので、これから

も状況は見ていきたいと思っております。 

 

○堀内座長  何かつるし上げのような形になって申し訳ありませんでした。 

  ほか、何か、今、近鉄バスさんや南海バスさんがおられますので、自身の地域でこういう

ことが困っているというのがありましたらお願いします。 

 

○司会 すみません座長、お二人とも同じ委員の立場で来られており、その方へ直接、地域の

問題を申し上げるというような会議ではないと考えております。 

 

○堀内座長  分かりました。 

  ほか、どうでしょうか。何かほかに意見がありましたら。 

 

○岡本委員  バスが減便されたということですが、大阪狭山市では狭山からコミュニティバ

スが美原区役所まで来ているということを最近目にいたしました。近鉄バスが減便した代わ

りに堺市がオンデマンドバスを走らせ補ってはどうでしょうか。高齢化も進んでおり、らら

ぽーとがせっかくできても免許を返納しているので行けないとか、バスに乗ろうと思っても

区役所の前の横断歩道を足が悪いのに渡らなければいけないという不便さもあります。バス

が行ってしまったら、あと３０分待たなければならないということも考えられますので何と

か利便性を維持するために、堺市さんにさつき野や菅生あたりから区役所まででもいいので

オンデマンドバスやコミュニティバスを考えていただければよいと思います。 

近鉄バスさんや南海バスさんに乗り入れてもらうという形でもいいので、オンデマンドバ

スを御検討いただければ非常にありがたく考えております。 

 

○堀内座長  どうですか。 
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○池川参事役  交通の具体的な施策を例えば先ほどのオンデマンドバスなどをやる、やらな

いということを美原区役所自体が言える立場にありませんが、もともとの経過をお話しさせ

ていただくと以前は堺市各区にコミュニティバスを走らせており、そのコミュニティバスと

同時に南海バスさんや近鉄バスさんに５と１０のつく日に限り１００円で乗れるおでかけ応

援バスの制度も行っておりました。   

その制度見直しの中でコミュニティバスが廃止になり、おでかけ応援カードをつくってい

ただいた方は、上限なしに１乗車１００円で乗れるという制度をつくってきた経緯がありま

す。 

  そのことについての良し悪しは様々な意見がありますが、本日この会議で出された意見に

ついては担当部署である交通部の公共交通担当に伝えさせていただきたいと思います。 

 

○田中委員  交通の件ではありませんが資料１のららぽーと堺との連携のところの３、４で、

ららぽーと堺の店内にある行政連携コーナーがでています。現在はまちなか文庫を設置して

もらっていますが、せっかくこういう場所をお借りできましたので、いろんな方の御意見を

お聞きしてできるだけ有効に、また、ららぽーと堺にもプラスになるような企画を行いたい

と思っています。 

本日もたくさんの人が来られていますので、ぜひ皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 

 

○高岡里恵委員  本当にせっかくの会議なので、それぞれの立場がありいろいろな意見を聞

けるチャンスだと私も思っています。時間も限られるので例えばグループセッションなどで

意見を出しあってもらうのも多くの意見が交換できるのではと思っています。 

  私はずっと美原区に住んでいますので、南海バスさんも近鉄バスさんも学生のときからず

っと利用させていただき本当に助かっていました。一生懸命バスを運営してくださっている

と感謝しています。 

  それと、ららぽーとさんですが、オープンのとき、私はこんなに美原の人が来るのかって

いうぐらいびっくりして、すごく美原区が盛り上がっていると思いました。また区民まつり

に参加させてもらってすごく生き生きしていたなと思い、すばらしい施設が２つできて人が

多く集まるということはこれからの世の中で非常に大切なことだと思いました。 

  また、２日ぐらい前にららぽーと堺がテレビで放送され、放送の次の日にはたくさんの人

が来られていたので、テレビはすごい影響力だと思ったのですが、その放送で芸人さんがこ

の広い場所で堺っこ体操をしたら楽しいのではといわれておりとても良い意見だと思いまし

た。 

  ららぽーと堺に来られる方は若い方が多いと思いますが年配の方も集まって毎日おしゃべ

りできるようなところもできたらいいのにと思っています。 
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  あと、堀内先生のゼミのマップづくりはとても良いことだと思います。 

私の地域に来ていただければ、防災センターもありますし菅生神社やカフェなどの良いお

店もあります。美原区には神社や仏閣も多く、良いカフェやお店もたくさんありますので皆

さんに知ってもらえればと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。 

 

○池川参事役  イベント等のご提案があれば担当部署だけでなく私からららぽーと堺に伝え

させていただきます。ららぽーと堺でも集客にメリットがある内容であれば積極的に検討さ

れると思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○岡本委員  それでは、ららぽーとの店舗の提案についてさせていただきたいと思います。

ららぽーとでは、お店に買い物に来るだけではなくて、いろいろな憩いの場を提供する場で

もあればいいと思います。子育てされている方、子育てに悩んでおられる方、育児で悩んで

おられる方、ママ友たちが集まって話し合う場所や保健師さんが相談に乗ってくれる場所を

設けていただければいいと思います。 

  それから障害者施設の授産商品をららぽーと店舗内で販売していただけたら良いと思いま

す。授産施設はたくさんあるので、定期的に交代で、障害者の方も店舗に入ってもらって、

その売上げを工賃にするという形で考えていただきたいと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。ほか、どうでしょう。 

 

○智葉委員  私はＰＴＡに所属していますが、多くの方はＰＴＡ、自治会、子ども会などの

団体に所属することに対してものすごく後ろ向きです。 

個々に自由に参加できるイベントについては楽しみにされており、区民まつりもコロナ前

より多くの方が来て活気がありました。 

ららぽーと堺の１階では毎週何か人が集まるようなイベントをされていますが、例えば木

材工場団地さんで子ども用の木材キットを使った木工制作イベントやバス会社さんの交通イ

ベント、美原子ども食堂のＰＲ活動なども１階でできればと思っています。 

私は何度もららぽーと堺に行っていますが３階の行政連携コーナーに気が付いたことがな

く常設としては３階でも良いのですが、たまには１階で美原区をＰＲするイベントができれ

ばよいと思っています。 

美原区に引っ越しされてきても自治会には入らないという方も増えており、また昔から住

んでいる高齢者の方も自治会から抜けたいという声も聴きますので、そうではなく楽しいこ



 

11 

とをしているから気楽においでといえるようなイベントをして美原区を知ってもらえればい

いなと考えています。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。今、智葉委員から案件２に関連する御発言をいただき

ましたので、この機会に案件２に移ろうと思いますが、案件１に関連して、まだ何かどうし

ても御発言したいという方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 

 

○松本委員  今、お話ありましたように、すごく面白いアイデアだなと思っていて、案件２

のところに絡む部分だと思うのですが、私もちょうど子どもが生まれ子どもが生活していく

地域がどうあるべきか、どうあってほしいかということをすごく考えています。 

自治会が高齢化してきていることは全国共通の課題であり美原区の課題でもあると思って

いて、その地域の活動にどれだけ２０代、３０代、４０代、子育て世代が入っていくのかと

いうことは非常に重要だと思っています。 

  それを前提に基本方針３の、やってみたいが実現できるというビジョンで掲げられている

と思いますし、地域の持続的な発展を支える仕組みの創出ということで、地域の方々が主体

的に参画をしながら、地域課題を解決するというような項目が出ていると思います。さらに

ＫＰＩで設定されているサークル等に加入して地域で一緒に活動している割合を増やしてい

くや、自主活動グループによる活動事例を累計５事業以上おこなうなど行政が主体となって

発信することももちろん重要ですが、それだけでなく、ららぽーと堺やビバモールに展示施

設ができている中で、そこを活用して美原ですごく精力的に活動されているいろいろな団体

が一緒にみんなに声をかけ合って企画を出していく。 

月１回でもいいと思いますので、いろいろ方々が課題感を持ち寄りながら取組をやってい

くということができれば面白いのではと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。ほか、どうでしょう。案件２に移る前に、どうしても

これだけ発言したいというのがありましたらお願いいたします。 

 

○米谷委員  もう一つあるのですが、先ほど言いましたららぽーとから出された開発の概要

版の中に書かれていることで、ちょっと気になる問題があるのですが４，０００人の新規雇

用をするとしていて、地域からの雇用創出に努めるということが書かれているのに現状３，

０００人になっている。この地域貢献の中に書かれていたことの中で、税収入の増加雇用に

よる所得税という内容も書かれていますが１，０００人減れば所得税が減るということが１

つ。それから、税収の増加をするためには、堺市民が増えなければならないというように思

いますが３，０００人雇っている人の中で何人が堺市民なのか。どうもららぽーとの周辺で、
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従業員の駐車場用地がどんどん増えているというように聞いており、最初は公共交通を使っ

て働くという方向になっていましたが、どうもそうではないのではと疑問を持っています。

そのような問題についても、もう少しきちっと美原区も見てもらわなければならないだろう

し、我々もこの審議している中で見なければならないのではと思います。 

  堺市の農産物は南河内全体の中での捉え方になっているようで、肝心の美原の農業はどう

なのかという点については、何も動いてないという問題が数多くあり雇用の問題は気になっ

ています。 

  それからもう１点は、今年、用途地域、市街化調整区域とか市街化区域の見直しが行われ

ていますが、黒山の一部は準工に変わりますがほかは何も変わらない。もし雇用を増やすと

したら、美原の人口も増やさなければならないので、そういう点から見たら、市街化区域を

増やすために住宅地をどう増やすのかというまちづくりの中の基本方針だと思うのです。 

これは行政がきちっと見ていかなければならないことだろうと思いますが、これらについ

ても何ら区役所は触れてない。これについてどのように考えるのかの点についてももっと考

えなければならないのではと思います。 

  ららぽーとは本当に期待しているし、もっとにぎやかになって、１，３００万の人が訪れ

るとか言っていますが、どんどん人が来て、どんどん経済効果も上がるように、美原の発展

になるように、それから住んでよかったというようになれるように願っていますが、そうい

うことも含めて、いろいろな点でもう少し見ていかなければならないのではと思います。 

  先ほど言ったように都市計画提案の概要版について堺市がどのようにららぽーとと組んで

いるのかということを配ってもらえるようにきちっと座長から求めてほしいと思います。 

  それからもう１点、先ほど交通問題専門部会の提言についても言いましたが、これも政策

会議に配られていません。美原区のホームページ見ても区民評議会は皆消されていて見よう

にも見られない。そういう点でもこの資料を出して論議する。 

何も足を引っ張るのではなく発展するための提案をもっとできるようにするべきではない

のか。先ほど子どもさんの問題も出ていたけれどもこの問題についても分野別の専門部会を

持つべきで、そういう論議をいろいろな団体も集まってするということが、美原のまちづく

りにはプラスになると思いますので。そういう問題点があるということだけ指摘しておきま

す。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。 

  座長からということでしたので私からお願いしまして、木材団地の利用の件と雇用の件、

ららぽーとに関する資料の提出をぜひお願いいたします。 

 

○司会  すみません、座長。雇用で堺市在住がどのくらいの割合かということですか。雇用
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の人数が当初の計画より足らないとかいうお話ですか。それはその民間会社の状況によって

変わってくる話ですよね。それを堺市が、もともとの提案が４，０００人で今３，０００人

なのはなぜか。１，０００人少ないから１，０００人雇用を増やせなんていうようなお話は、

ちょっといたしかねますが、いったいどのようなことをおっしゃられているのでしょうか。 

 

○米谷委員  いや、そうじゃないでしょう。４，０００人という目標を持って３，０００人

になった。それやったらその説明をすべきではないですか。その話が皆さんには伝わってい

ないでしょう。その説明はしましたか、あなたが。やっていないでしょう。 

 

○司会  それは、こちらで説明するようにということですか。 

 

○米谷委員  いや、だから、４，０００人って言ったけども３，０００人になりましたよと。 

 

○司会  なぜそうなったかをここで説明するということですか。 

 

○米谷委員  いやいや、だから、皆さんに、なぜそうなっているのかという説明もしなけれ

ばならないでしょう。なぜならこの黒山東地区の開発のメンバーは、ららぽーとに対して４，

０００人雇用するという文章を入れようということで提案し、ららぽーとは４，０００人を

目指してやりましょうということになったわけで、そういう地元の声に対してどのように答

えるのか開発土地の提供者についてどうするのかということも答えなければならない。 

  だから、あなたが言っているように、何もららぽーとの責任を追及する話ではなく、なぜ

そうなったのかを説明しなければならないと言っているのです。 

 

○池川参事役  それは、この美原区政策会議の中でという意味ですか。今、委員が言われて

いた雇用が４，０００人とかいうのは、都市計画審議会の中で審議される地区計画提案書の

中で書かれていました。木材工場団地については、木材工場団地の木材を使用しますと書い

ていなくて、推奨しますと書いてありますね。というのは、イオンなどのほかの商業施設は

イオン自身が経営する店舗を建てて経営しておりますが、ららぽーとの場合、要は不動産業

なので、建物を造ってその中に個別の店舗が入っている経営形態です。三井不動産は商業者

ではありませんので約束できないということもあり個別の店舗が入るときに、こういう木材

を使って欲しいとお願いすることが都市計画提案書の中に書かれた内容ですのでそれが守ら

れている、守られてないというのを、この政策会議の中で議論することかどうかと思います。 

御意見があるようでしたら、所管している、例えば都市計画課であるとか、都市整備部の

ほうに、委員も投げられていると思いますので、そちらのほうの意見を聞かないと、我々と
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しても一定以上のことに対して答えられるものを持ってないと思います。 

 

○米谷委員  よろしいか、ちょっと勘違いされているのと違いますか。先ほどから何回も言

っていますが、ららぽーとのときに出した都市計画の提案の内容について、どうなっている

のか答えられますか。私が去年、書面質問をしたのは、この委員さんらに公表すべきではな

いですかと。どういう状況になっているのかについては、行政としてはやるべきではないで

しょうか。それを基にして委員さんが論議するのでしょう。 

  だから、先ほど雇用が３，０００しかいかなかった、それはこういう理由だと分かったら

いいです。しかし、そのチェックするという話ではなく約束をして、こういう条件でやりま

すということを出しているのだから、それに対して回答していかなければなりませんよね。

木材工場団地の話もどのような返事をしているのか分かっていますか。 

 

○池川参事役  なぜ４，０００人が３，０００人か答えられるか答えられないとかいうこと

でしたら、我々美原区役所は答えられません。 

 

○米谷委員  いや、だからそういう答えをね、配りなさいと言っているのですよ。 

 

○池川参事役  それについては法に定める審議会である都市計画審議会の中で審議されたも

のです。今出た委員の御意見というのは、我々から担当部署に伝えさせていただきますがそ

の後のフォローまで、この美原区政策会議の中でやっていくというのは、ちょっと違うので

はないのかと思っています。 

 

○米谷委員  座長、ちょっとおかしいと思います。私が求めているのは、公表しなさいと言

っているわけで、どういう状況になっているのか、そこで初めてららぽーとの問題について、

自分らで考えましょうという材料にすべきだということを言っているわけです。それができ

ていないから、それを問題にするとか、そういう問題を言っているのではない。 

  交通問題にしても、南海さんの責任でもないし、近鉄さんの責任でもない。先ほど３者の

責任があるということが公共交通の基本法の中で書かれていると言いましたが事業者の南海

さん、近鉄さんの責任もあるだろうと。しかし、会社の経営の問題もあるので当然考えなけ

ればならない。しかし、それなら行政はどのように取り組んでいくのか。住民はどうするの

か。運賃の問題も出てきます。だから、そういう中で公共交通というのはできるというのが、

今、政府の方針でやっている公共交通の方針です。それと同じように、いろいろなことにつ

いて、ここで資料を出してもらって、皆さんに諮ってもらって、この区政策会議の中に言わ

れていたのは、ただ意見だけ言うのではなく自分らも動かないといけないですよと。委員さ
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んも同じように動かなければなりませんよということが言われています。だから、我々は言

うだけではなくそれなりのこともやっていきます。だから、そのことを誤解されたらあきま

せんよと言っているわけです。だから、資料を出してどのような結果になっているのかを報

告すべきではないのですかと言っているのです。 

 

○堀内座長  米谷委員言われているのは、うまくいっている分だけじゃなくて、途中段階の

ものとかも全部公開されるべきじゃないかということだと思うのですが違いますか。 

 

○米谷委員  いや、だから、言っているのは、皆さんが論議できる資料を出したらどうです

かと言っているのですよ。それができている、できていない、の話は違う話です。 

 

○堀内座長  例えば、区民評議会で議論された資料を、全部出すべきじゃないかということ

ですよね。 

 

○司会  すみません、私が感じたのは、米谷委員さんがおっしゃられているのは、ここの会

議で、皆さんで何を議題にするかというのを考えられるような資料を提出するべきではない

かということをおっしゃられたのではないですか。 

 

○米谷委員  違います。 

 

○司会  違うのですか。 

 

○米谷委員  誤解しています。今日の議題というのは、ビバモール、大型商業施設の連携に

ついての報告があったと。しかし、この報告だけでは不十分でしょうと言っているだけです

よ。だから、資料を提供して、皆さんに見てもらったらどうですかと言っているだけのこと

です。そこに何をこだわっているのですか。 

 

○田中委員  当初ららぽーとが進出するときに、都市計画審議会ですか、それに出した資料

をまず出してほしいということですね。そういうことですね。 

 

○米谷委員  そういうことです。 

 

○田中委員  前に言われたけど、それも出てないというお話だったと思うのですけれども。

その資料を出すのは大丈夫ですか。 
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○司会  大丈夫です。 

 

○田中委員  大丈夫ですね。だから、それを出してもらうということでよろしいですかね。

出せますか。 

 

○司会  はい、次の会議か。それとも会議録送付のときにその資料を一緒にお送りさせてい

ただくこともできます。 

 

○田中委員  そういうことでと思いますけど。 

 

○米谷委員  会議までに配ってもらうほうがいいと思う。 

 

○堀内座長  それでは、案件２に移りたいと思います。案件２「自治会や子ども会、老人会、

各サークルなどに加入して、地域の方と一緒に活動している人を増やす」について、事務局

より説明をお願いいたします。 

 

○司会  資料２、裏面の下部を御覧ください。 

  これは、美原区ビジョン２０２５の抜粋ですが、基本方針の３「やってみたいが実現でき

る」のＫＰＩ、重要業績評価指標の１つとして、美原区まちづくりアンケートでの自治会や

子ども会、老人会、各種サークルなどに加入して、地域の方と一緒に活動している人の割合

を半分以上に増やしたいと考えております。 

  堺市といたしましては、資料３、４、５の例のように、自治会や子育てサークルなど既存

の組織を知ってもらえるように、ホームページへの掲載やチラシの作成などを行っておりま

すが、やってみたいが実現できるまちにするためには、気の合う人同士のお茶会や子育て世

帯の集まり、スポーツクラブ、趣味のサークルなど、多種多様な集まりがお互いの存在を知

り、緩くてもよいのでつながっていく必要があると感じ、そのツールの１つとしてピアッザ

を導入させていただきました。 

  また、例えば堺市の子どもや子育てに関する計画の中にも、新たに美原区子育てキラキラ

プロジェクト事業を追加し、定期的に親子が集う場の提供、保護者の趣味に焦点を当てたク

ラブ活動の実施、子育て応援マップや（仮称）親子でお出かけＭＡＰの作成など、多くのつ

ながりにより安心して子どもを産み育てられる環境整備に努めております。 

  今後、より一層地域の方と一緒に活動している人を増やすため、どのような方法がよいと

お考えなのか、委員の皆様の御意見を頂戴したいと考えております。 
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  説明は以上です。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。事務局より案件２についての説明がありました。こ

の件に関して御意見、御質問がありましたらお願いいたします。先ほどのららぽーとの利用

に関連する話もあるので、ぜひいろいろとお願いいたします。 

 

○田中委員  自治会としての立場で申し上げますと、確かに自治会の加入率が全国的に低下

しています。あるアンケート調査によりますと自治会そのものを必要と思うという方が、加

入者で８４％、未加入者の方も５８％の方が必要と思っておられます。未加入の理由としま

しては、自治会からの勧誘がなかったのが、３８％。自治会があるのかどうか分からないと

いう方も４分の１おられました。そして、未加入者が自治会にどのような活動があれば入会

するかというような問いに対しまして加入者も未加入者も一致しているのは防災・防犯で、

未加入者の方も防災に関して助け合いは必要だと考えておられます。防災・防犯が１番で、

そしてお祭りやスポーツ大会など子どもが参加できる地域の活動が活発であれば入りたいと

いう方がおられます。 

  やはり感じますのは、自分の住んでいる地域に参加できる場や仲間が欲しいという人は結

構おられると思います。結構なパーセントの方がそういうふうに思っておられるのは事実で、

何かきっかけがあれば入会してもらえると思います。そして、未入会は若い世代の方が多く

私どももこれから考えていきたいのは、祭りや様々なイベントを含め子どもさんが一緒に参

加できるようなイベントを組み気軽に参加してもらったら入会されるきっかけになるのでは

ないかと感じています。これは従来から言われていることですけれども、これをすれば必ず

入るということはなかなか難しいので、そういうことで進めたいと思っております。 

  

○堀内座長  ありがとうございます。今、田中委員から主に自治会に関連して御発言いただ

きましたが、それ以外にもいろいろな会があると思いますので御意見がありましたらお願い

いたします。 

 

○山本委員  まずはどのような活動を行っているのかを知ってもらうことが大事だと思いま

す。広報とか回覧を回していても、１０代や２０代の若い人たちは見る機会も少ないので、

興味を示す人もその分減ってくると思います。美原区にはららぽーととか、ムサシとか、ビ

バモールの大型商業施設がたくさんあるので、そこに人が集まるとこで宣伝を行ったり、活

動をそこでしたりすることで、多くの人に美原区内外の人に知ってもらうことができると思

います。 
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○松本委員  ピアッザを使われる方というのは、比較的２０代から４０代、５０代ぐらいの

ところがメインターゲットになると思いますが、誰か参加してくださいというよりも、区民

の方々が自分たちで主体的に企画を練り上げていく過程が、一緒に活動していく上ですごく

重要でそのフローをしっかり作らないといけないと思っています。あとは美原区の課題、も

しくはこれからどのような美原区にしていきたいのかなどを収集して、それを基に様々なイ

ベントに展開をしていく。例えば、ららぽーとを活用して、何かイベントを行う。もしくは、

ＫＰＩにも設定されているような事例を取り上げて、こういうことが実現できるということ

を全区民に共有し、どんどんそういう声が上がってくるような仕組みが作れればよりいいの

ではと思っています。まずは自分の子どもたちのために何かをしたいと思っている子育て世

代の方々の意見を集めることをピアッザでやったら面白いかなと思います。 

 

○岡本委員  自治会についてお話をさせていただきます。私の住んでいる自治会には、自治

会に加入しない人問題が発生しております。自治会はコミュニケーションや住民自治、情報

共有をしていく中で大変意義があることなのですが、私の自治会でも勧誘をしないとか、今

は自治会に入っているけれども、脱退をしたいという申出が非常に多くあります。年会費を

払わないといけないですが、会費を払いたくないからというよりも、自治会の役員になった

ときの負担が大きいからというのが大きな理由のようです。夏まつりの行事なども、屋台や

やぐらなどを高齢の役員の方が、朝早くから暑い中組み立てなければいけないということは

大変負担が大きいです。 

  じゃあ、現役世代にやってもらおうとしても現役世代には子育てや仕事があり、それにプ

ラスアルファ、夜集まって役員会をするということは敬遠されがちです。しかし、自治会を

なくすことは地域にとって大きな損失なので準備や書類作成は地域にとらわれずボランティ

アにアウトソーシングするということはいかがでしょうか。それから、盆踊りとか各種地域

のお祭りなどは小学生や中学生、高校生の方が一番楽しみにされているわけですので、子ど

もたちが楽しむだけではなくて、過程を知ってもらうことや、自分たちのお祭りということ

で、準備からそれぞれできることをやってもらうということは、今までやっていた方々の負

担軽減になると思います。それから、小学生、中学生、高校生の方たちが一番メインで楽し

まれるお祭りですので、企画なども自分たちで企画してもらうということも自治会の役員に

とっては負担軽減になると思います。ですから、各種そのお祭りとか行事などは、その役員

だけが企画をして、その他の方はお客として入るだけではなくて、参加したい人みんなが企

画や構成など、そして後片づけなどをやってもらうことを進めていくというのが、一番よい

のではないかと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。今の御意見で、一委員として申し上げますと、まさに
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それこそピアッザでやればいいと思います。ボランティアの方募集とか、企画段階からやっ

てもらえませんかみたいなのがあったらいいのではないかなと個人的には思います。 

  ほか、どうでしょう。何かこういった、地域の集まりに関することについて御意見ありま

したらお願いいたします。 

 

○高岡里恵委員  私の知り合いの富田林市の方からの話ですが高齢の方たちにとって移動手

段が問題で高台にある地区では地区で車を所有し皆さんを乗せて買い物に行くようです。 

  千早赤阪村のお友達は近所の人たちを乗せて買い物に行ったりできるように二種免許を取

りに行くと言っていました。バスもいいのですが、買い物した後、荷物を持ったまま歩いて

家まで行くのは困難で、家の近くまで運んでもらえればと思っている高齢者も多くいると思

います。美原区は交通の便が不便なのでそういう方法も１つかなと思います。 

 

○米谷委員  私も自治会長をしていますが他の自治会と同じように、高齢化で亡くなられた

り、施設入所されて会員が減るということが起こっており何とか自治会を活発にしようと堺

市とともにＩＣＴ化するためにＬＩＮＥを利用し役員の連携を進めており組長まで広げる取

り組みを進めています。きっちり組長に隣組をまとめてもらえるように今年から組長のＬＩ

ＮＥグループを作ってもらっています。 

  ただ一番の悩みが、定年が延長になり仕事があるので自治会の役員をできない人が増えて

おり、役員が７０歳ぐらいになってきているという問題も出てきています。  

自治会として努力しているのは、毎月自治会の活動ニュースを発行、役員会が終われば発

行するようにしたり、自治会のアンケートを１年間に２回実施をしたりしています。 

フレイルを防止しようということで、百歳体操というグループ立ち上げて、できるだけ人

が集まり、絆がつくれるものをしようと努力をしています。ただ、コロナの中で今休憩して

いるふれあい喫茶を早くやってほしいという意見が出ており、できるだけ早く再開し、いろ

いろな話ができる場を作っていこうと努力しています。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。コロナもありましたから、対面での出会いがなかなか

難しかったこともあったかと思うのですが、これから対面での出会いが復活していけばいい

のではないかと思います。 

  ほか、どうでしょう、何か御意見とかありましたらお願いいたします。 

 

○阿部委員 私は民生委員をしています。民生委員の活動は福祉委員会の活動と重なるところ

があるのですが民生委員の場合は自治会に入っていらっしゃるか、入っていらっしゃらない

かということは全く無関係に活動しております。 
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ところが、福祉委員会は自治会に入ってらっしゃる必要がありますので本当でしたら一人

住まいの方まで回覧が行って欲しいのですが、自治会に入っていないために回覧が回らない

ことがあります。 

そのような方にはなるべく口頭でお伝えしますがイベント等に関しては自治会加入が条件

の場合もあり、その点が悩みの一つです。 

１月末の校区委員会でも、何とか自治会に入ってもらうように話し合いましたが、お独り

住まいの高齢者や、御夫婦２人だけで老老介護になっておられる方の中には自治会費を払う

のが難しいと言われる方もおられ、そういう方たちをどのように招き入れていけるのか、何

か方法がないのかという思いがあります。 

  それと、今、タクシーがなかなか電話で来てもらえない。急病になられて１時間近くタク

シーを呼んでいるが全く連絡がつかないから夜に連れていってほしいという連絡が入ること

もあります。基本としてタクシー代わりに動くということを民生委員はしてはいけませんが、

コロナの予防接種などで、いろいろなタクシー会社に連絡してもうまくいかない場合や、娘

さんや息子さんはいらっしゃるけれども、遠い所に住んでいるからどうすることもできず結

局民生委員がお連れすることがあります。 

公共の乗り物があったとしても、予防接種の時間に間に合い、待たないで帰れるかという

とそういうことはなく頭を悩ましています。 

 

○岡本委員  すみません、自治会ではなくて老人会、サークル活動の加入に対してお話をし

たいと思いますがよろしいでしょうか。高齢者に社会的な活動をしてもらうには、最近、広

報さかいに掲載されていた美原のウォーキングなど、家で退屈している高齢者の方々には効

果があると思います 

問題はコロナ禍ということで家を出ないことが習慣化している人や体が不調なことを動機

づけに家にいる人は、広報でサロンや美原のウォーキングのことを知っても参加するのは難

しいと思いますので、引きこもることによるリスクや参加することによるメリットをもっと

アピールしたほうが良いと思いますので堺市のホームページや広報で大きく掲載したらよろ

しいかと思います。また、定年退職をされて実際にボランティア活動やサークル活動などに

参加されている方の声を載せるのも心に響くのではないかと思います。 

いろいろな活動がありますが電話するのが気後れするという方もおられますので電話をし

ないでも入りやすい手段とかがあれば考えていただきたいと思います。 

  それから、入ったらずっとやらなくちゃいけないのではないかという心理が働くと思うの

で、お試しでもウエルカムという環境をつくればよいかと思います。また、高齢者だけの集

まりではちょっとという方もいると思うので、若い人と高齢者の方たちが関わる機会があれ

ば、若い人たちも高齢者の方たちにいろいろ教えられて勉強になるでしょうし、高齢者の方
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も若い方に教えて、やりがいを感じることがあるので、そういうことができる事業を創出で

きればと考えております。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。今の件に関して思ったのが資料３の自治会加入のパン

フレットには安心して暮らせるまちづくりとかいろいろ書かれていますが、特に高齢者の方

にとっては人と話をすることが孤立を防ぐとか、元気になるとか、健康になるとか、あるい

は役員に入ることの不安みたいなものが解消できるようなパンフレットがあればいいのかも

しれしないですね。意見ということで聞いていただければと思います。 

  ほか、どうでしょう。 

 

○西村委員  私も自治会の役員を今やらせてもらっていますが、私の地区は、割と自治会に

入っている人が多く、人が減っていてどうしようということがまだ起こっていません。 

私は八上校区の東大饗自治会ですが、何年か前から地区まつりをするようになりました。

組長さんや自治会の役員だけでなく、お祭り応援隊というボランティアを募集して、出店は

何にするのかなど様々な意見を出してもらえるようにみんなで会議を重ねお祭りをつくって

いくという形をとっていて、総勢で五、六十名のスタッフになります。 

会議に欠席する人もほとんどなく、祭り当日も元気に子どもさんを連れて、みんなでわい

わいと参加するという形ですので、若い世代のお父さんやお母さんたちも子どもがいつもお

祭りでお世話になっている関係で自治会に興味を持ってくれていることが大きいのではと思

っています。 

  あと不定期ですが地区新聞を発行し、防犯灯を設置したなどの細かいお知らせを載せて回

覧板で回しており自治会の役員の仕事を見ている方も分かりやすいのではと前から思ってい

てやはり先ほどおっしゃっていたように何をしているのか分からないというのは、そこに飛

び込むことは怖いので、オープンにして活動内容を小まめに発信することがすごく重要にな

っているのではと思います。 

 

○堀内座長  はい、ありがとうございます。それこそ可能な範囲でピアッザを使い、楽しく

やっていることを発信していただけたら、ほかの自治会も参考にできるのではと思います。 

 

○西村委員  はい。 

 

○堀内座長  ほか、どうでしょう。よろしいでしょうか。 

  それでは、案件３、その他について事務局からお願いします。 

○事務局荻野  それでは、案件３、その他について事務局より説明をさせていただきます。 
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  昨年３月の美原区政策会議で頂きました御意見を基に、先ほどからお話が出ているのです

が、情報発信を進めさせていただいた内容について御報告させていただきます。 

  まず、ピアッザのチラシについてですけれども、美原区の文化会館アルテベルや区役所な

ど、多くの場所に置いて、すぐに手に取れるようにすることが必要との御意見を頂きました

ので、区役所の市政情報コーナー、美原図書館、保健センターなどに置かせていただき、あ

と田植えイベントと稲刈りイベントの参加者、農芸高校の一部の生徒様、木材通団地事業所

協議会様など様々な場所で配布させてもらいました。 

  １２月末日時点でのピアッザのＳＮＳ、東区・美原区エリアの登録アカウント数が６６５

件になっています。人口比でいくと北区のアカウントの数に次いで２番目に多い状態になっ

ています。他の区と比較しても遜色ない登録数となっていると考えておりますが、各団体の

イベント紹介や参加依頼などの情報が少ないのではとの御指摘もいただいています。徐々に

ではあるのですが登録いただいている皆様と共に掲載内容を充実させて、より一層多くの方

に登録いただけるように、区としても取り組んでまいります。 

  また、委員の方でアカウントを取得して積極的に情報発信を行っていただいていることが、

区でも確認できていまして、大変感謝しております。ありがとうございます。区役所といた

しましては、昨年４月中旬から５月中旬にかけて、美原区の魅力をキーワードとして投稿し

てもらう企画を行い、たくさんの投稿がありました。また、今月、第２弾としまして、ピア

ッザ内で美原区の魅力を投稿していただく企画を開催中です。本日御出席いただいている委

員の皆様も御協力いただける方は、情報発信などよろしくお願いします。 

  また、前々回の座長の堀内先生から御提案いただいておりました、阪南大学との連携事業

は、美原区から依頼させていただき、資料にもありますが、先生のゼミを受けられている学

生さんが、美原都市拠点周辺を実際に歩いて確認して、学生目線で美原区の魅力をピアッザ

に投稿いただきました。資料６のような都市拠点周辺の散策マップを作っていただいている

ところです。 

  さらに、この３月からですが、写真や動画を投稿するサービスのＳＮＳであるインスタグ

ラムも開設する予定にしております。先ほど、松本委員からもお話があったのですが、ピア

ッザのユーザー層は子育て世帯の３０代から５０代でおよそ７０％を占めております。イン

スタグラムのユーザー層は１０代、２０代が中心になっており、そのユーザー層の違うＳＮ

Ｓを区として運営しまして、それぞれのＳＮＳに投稿された情報を、美原区役所のアカウン

トを介して、別のＳＮＳに紹介することで、１０代から５０代の世代が相互に情報を共有し

ていただき、より一層多くの方に美原区の魅力を伝えていきたいと考えています。 

  こちらにつきましても、委員の皆様でぜひインスタグラムを利用している方は、美原区の

魅力のハッシュタグをつけて、美原区の情報発信と美原区のアカウントを登録していただき

ますよう御協力のほどよろしくお願いいたします。また、まだ利用されていない委員の方に
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つきましても、これを機に利用を開始いただき、美原区の魅力の発信に御協力いただければ

と思います。引き続きピアッザも並行して取り組んでまいりますので、併せて投稿などよろ

しくお願いいたします。 

  堺市としましては、来年度の事業としまして、このピアッザやインスタグラムに投稿され

た美原区の魅力が感じられる情報や、堀内先生と学生さんで作っていただいた散策マップを、

大型商業施設に掲示したいと考えております。また、従来区役所で実施していた子育て世代

同士をつなぐイベントや相談会なども、大型商業施設で開催できればと考えております。 

  事務局からは以上になります。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。この地図に関しては、私からも一言申し上げますと、

これは学生に作らせていますので、そんな大層なものではないのですが、一応趣旨としまし

ては、ららぽーと堺に来たお客さんは車で来る方が多いと思いますので、その方が徒歩で歩

ける範囲で、こんな楽しいところもありますみたいなことを見てもらうことを目的にしてお

ります。そのせいで最大でも北余部公園など徒歩１０分ぐらいの範囲で限定しています。 

本当は法雲寺の辺りまで行きたかったのですが、それだと徒歩で行くべきでないと思いま

したので、今回は含めておりません。 

  それでは、その他に関して事務局から説明がありましたが何か御意見、御質問ありました

らお願いいたします。 

 

○松本委員  ピアッザでどんどん投稿していきながら盛り上げていくということは、すごく

大切だと思いますし、先ほどあったようにこれから子育て向けのイベントも検討されていく

中で、先ほど申し上げたように、なるべく主体的に区民の方が関われるような仕組みをつく

る必要があると思っていて、情報提供だけではなく魅力にハッシュタグをつけて上げたもの

をただ取り上げるだけではなくて、区民の方々が関われるような企画が絶対必要だと思って

います。 

  少し話はそれるかもしれませんが美原区では商業施設が建っていく中での農地もかなり減

ってきていますが、田植えイベントや稲刈りイベントには多くの子育て世代の人に来ていた

だいています。古代米の発信をららぽーとと連携したり、古代米を活用した商品の企画を子

どもや子ども会の方たちと一緒に考えて販売するなど様々な企画があると思いますので、で

きるだけ区民の方が参加しやすいようにしていただければピアッザの利用者数も増えると考

えます。 

  役所がアカウント数を伸ばすというよりは活動に参加している人が勝手に伸ばしてくれる

ような仕組みが絶対必要だと思っています。 

  とりあえず私はインスタグラムをフォローしておきます。 
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○堀内座長  ありがとうございました。 

  ほか、どうでしょうか。ＳＮＳというのは、やっている人じゃないと、なかなか雰囲気が

分からなくて、私もピアッザをやってみましたが、なかなか勝手が分からないものですね。

でも、やっていれば慣れると思いますので、もし委員の方でこれからやってみたい方がいら

っしゃいましたら、ぜひ、されてみてはいかがかなとは思います。 

  どうでしょう、何かこの件で御意見ありましたら。今回、まだ御発言されてない方もいら

っしゃると思いますので、何かありましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。では、本日の案件は全て終了ということで、事務局に引き継ぎたい

と思います。 

 

○司会  以上をもちまして、令和４年度第２回堺市美原区政策会議を閉会いたします。 

  本日は長時間ありがとうございました。 

 

 


