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第１回堺市美原区政策会議 

開催日時 令和３年１２月９日（木）午後７時００分～８時２２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、喜多委員、米谷委員、塩野委

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、鳥井委員、中田委員、西村委員、伯井委員、松本委員、

山本委員 

事務局職員 澤田区長、木下副区長、大野課長、津田課長補佐、妻谷主幹、荻野係長、

西川 

関係課職員  

案件 １ 美原区の魅力の発信方法について 

２ その他 

傍聴者 ５人 

配付資料 次第 

資料１ 委員名簿（五十音順） 

資料２ 美原区ビジョン2025（概要版） 

資料３ 令和４年度 美原区 区域まちづくり事業 

 

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、澤田から一言ご挨拶を申し上げます。 

 

○澤田区長  皆様、こんばんは。美原区長の澤田でございます。お寒い中、またお疲れの中、

本日の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、平素は、

美原区の区政推進に何かと御理解、御協力いただいておりますことを重ねて、この場をお借

りしましてお礼申し上げます。 

  この区政策会議は、区の実情あるいは特性に応じまして政策を進め、特色ある区行政の実

現を図るために、お住まいの方だけでなく、学校、団体、さらにはお勤めの方にも広く御参

画いただき自由闊達な御意見を頂戴し、区政の推進に資することを目的として設置させてい

ただきました。 

  皆さん御存じのとおり、現在、美原区の黒山地区の西地区ではこの９月にビバモールがオ

ープンいたしました。そして、東地区のららぽーとは来年の秋１１月頃になろうかと思いま

すが、オープンいたします。これによりまして、美原区のまちづくりは大きく進展し、美原
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区が飛躍的に発展を遂げる、そういうチャンスに恵まれてきております。この機会を捉えま

して、美原区では「美原区ビジョン２０２５」を策定させていただきました。その中で、１

０年後の将来像として「“みんな”の架け橋になり 笑顔あふれるまち 美原」とさせてい

ただいております。美原区に関わる皆さんをおつなぎさせていただき、美原区が育んできま

した特色を生かしながら、この将来像の実現に向かって我々も努めていきたいと思ってござ

います。 

  本日、御参加いただきました委員の皆様方にはそれぞれ多様な御意見を頂戴いたしまして、

美原区が持続的に笑顔あふれるまちに発展するように本日の会議を運営させていただきたい

と思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。 

 

○司 会  続きまして、委員の皆様を５０音順で簡単に御紹介いたします。お名前を呼ばれ

た委員は、その場で御起立ください。 

  《各委員紹介及び、座長を堀内委員にお願いしていること、また、座長に事故があるとき、

又は、座長が欠けた時に代わりに座長の職務を行っていただくよう田中委員にお願いしてい

ることを報告》 

   

○司 会  続きまして、事務局職員を御紹介いたします。 

《事務局職員紹介》 

 

○司 会  続きまして、堺市美原区政策会議の設置目的等について、簡単に御説明いたしま

す。 

  この会議は、区民等の意見を反映しつつ、区ごとの実情及び特性に応じた政策形成を進め、

特色ある区行政の実現を図るために設置されており、区長は委員の皆様からいただいた様々

な意見を参考にさせていただき施策を進めてまいります。 

  なお、この会議は単一の結論をめざすものではなく、広く意見をいただく場所であり、世

代や立場などの違いにより意見が違うこともあると思いますが、御自身の立場で積極的に意

見を述べていただきますよう、お願いいたします。ただし、他の方の意見を否定することや、

御自身の意見に賛同するよう促すようなことは控えていただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、「美原区ビジョン２０２５」について、簡単に説明させていただきます。 

  資料２を御覧ください。 

  「美原区ビジョン２０２５」は、「堺グランドデザイン２０４０」や「堺市基本計画２０

２５」を踏まえ、バックキャスティングの手法を用い、１０年後、２０３０年の美原区がめ

ざすべき将来像と、その実現のための基本理念と基本方針を示し、美原区に関係する全ての
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人にとって共通の目標となる計画であり、美原区区民評議会での審議を経て策定に至りまし

た。 

  計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間で、「“みんな”の架け橋になり 

笑顔があふれるまち美原 ～さあ、一緒に挑戦しよう～」を１０年後の美原区がめざす将来

像として、美原らしさの発揮、新しい発想や技術の活用、誰一人取り残さないという決意を

基本理念として、「安全、安心に暮らせる」「魅力的で訪れたくなる」「やってみたいが実

現できる」の３つの基本方針を設定して活動プランに沿って計画を推進してまいります。 

  本日の会議では、基本方針の２、「魅力的で訪れたくなる」の２つの活動プラン、アフタ

ーコロナを見据えた魅力の発信、“みんな”が主役の情報発信に関係する美原区の魅力の発

信方法について御意見を頂戴したいと考えております。 

  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の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。 

 

○堀内座長  では、ここから私のほうで進行をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。皆様には、円滑な議事の進行に御協力をお願いいたします。 

  まず、案件１の美原区の魅力の発信方法について、区ではどのようにお考えなのか、事務

局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局荻野  では、私、荻野から説明させていただきます。 

  まず、資料３を御覧ください。 

  案件１、美原区の魅力の発信方法について、御説明させていただきます。 

  美原区では、先ほど御説明しました「美原区ビジョン２０２５」の美原区の将来像に向け

て、令和４年度区域まちづくり事業として、「美原区の“みんな”で魅力発信推進事業」と

掲げ、魅力を区民や来訪者など“みんな”によって広く発信できる環境を整備し、多くの人

が魅力的で訪れたくなる地域をめざすための活動を検討していきます。 

  “みんな”についてですが、２枚目の中段にありますとおり、“みんな”とは、行政、企

業、学校、団体、個人や培ってきた美原らしさ、新しい発想や技術など美原区に関係する全

てを表現しており、“みんな”がつながり笑顔になる美原区の実現を目指して取り組んでま

いりたいと思います。 

  御存じのとおり、美原区は緑が多く残り農業基盤も充実し、歴史文化の豊かな落ち着いた

街並みを有しています。また、この９月から来年の秋にかけては、黒山地区の開発により大

型商業施設や堺市総合防災センターが順次開業し、多くの人が集まることが予想されます。 

  新しい変異株が世界中で拡散し予断を許さない状況ですが、新型コロナウイルス感染症が

落ち着いた後は、多くの人々に美原区の魅力を感じてもらい、訪れたくなるようなまちを目
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指しその魅力を発信できる環境の整備に努めたいと考えております。 

  現在、美原区では、広報紙、ホームページ、ツイッターの３種類の媒体で情報発信してお

りますが、行政が行う情報発信には公平性の観点などの制限もあり、“みんな”が積極的に

情報にアクセスし、その実感した情報を発信される方は少ないように思われます。 

  区役所として今後予定している施策として、５点お示しします。 

  １点目としまして、コロナ禍により外出やイベントが開催しにくい状況となりました。そ

こで、美原区の写真やコメントなどの魅力を投稿できるＳＮＳの活用。 

  ２点目としまして、今までに発掘、発見した情報をデジタルの地図に反映して手軽に美原

区を感じてもらえるような取組を考えております。 

  ３点目として、地域の情報を共有できる場の創出として、北区で利用が既に始まっている

アプリケーション「ＰＩＡＺＺＡ」を美原区でも２月に導入する予定としております。この

「ＰＩＡＺＺＡ」とは、まちに暮らす人同士がお互いに情報を発信し合うことで、まちのこ

とを知り、つながりを作っていくことができるアプリになっています。身近なイベントや日

常の暮らしに関する情報交換、不用品のやりとりなどを通じて、地域密着型のコミュニケー

ションを促進することができる地域のＳＮＳになります。このお互いに情報共有できる「Ｐ

ＩＡＺＺＡ」を活用した取組について検討しています。 

  ４点目として、美原区では、区の魅力を発信するために農業と歴史を感じてもらうことを

目的に、地元の農家の方が中心となり栽培している「美原の古代米」を活用した農作業イベ

ントや特産品開発を行い、美原区のＰＲをしています。これらの活動は、テレビや新聞に取

り上げてもらい少しずつ知名度が上がっています。今までは、イベントを開催し区のホーム

ページで掲載しておりましたが、さらに魅力を発信できる手段がないか検討しています。 

  ５点目としまして、美原区では、転入者や希望者に美原区を知っていただけるよう、美原

区ガイドマップを配布しております。こちらの事業は、今後も継続して進めていく予定とし

ています。 

  また、これらの魅力発信、情報発信によって集まった美原区の写真やコメントなどは、今

後、写真展や投稿された写真をほかのアプリケーションへの再掲載など幅広く有効活用した

いと考えております。説明は以上となります。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。それでは、これから皆さんお一人ずつ、自分の思っ

ていらっしゃることを自由に言っていただきたいと思います。ただ、この会議室が９時まで

ということで時間制限がありますので、大体一人３分という感じで御意見をいただきたいと

思います。順番としてまず阿部委員に言っていただいて、次に岡本委員、次に喜多委員とい

うように交互にいく感じでお願いします。次に、智葉委員にいって、最後、私と田中委員が

言うという形でいきたいと思いますので。よろしいでしょうか。 
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  では、まず、阿部委員からお願いいたします。 

 

○阿部委員  私は民生委員をしております。大きく広く発信ということは、今は思いつきま

せん。この前、区民まつりのときにYouTubeでその様子が流されていましたが、各地区の会

館で御覧になった方がたくさんいらっしゃいました。足の不自由な方や体力に自信のない方

もいらっしゃいます。遠くまで歩いていくのはつらいけれども、いきいきサロンなどだった

らみんなと近くで集まれて良いわというお声が、コロナ禍で会えなかったこともあって最近

はよく聞こえてきます。 

  区民まつりの様子や、農芸高校の生徒さんたちの活動の様子等、YouTubeで今もまだ見る

ことができます。このように発信された様々な動画をいきいきサロン等で皆さんに見ていた

だくということができれば、パソコンを触るのは苦手とおっしゃる方々も一緒に動画を見て

知ってもらい、感想等話し合えたら良いのかなと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。次、岡本委員、お願いいたします。 

 

○岡本委員  岡本寛史と申します。美原区の魅力の発信方法について申し上げます。 

  美原区の魅力を発信するには、現状のように感染状態が落ち着いている状態では、ツイッ

ターやYouTube、それから対面でのイベント、行事をハイブリッドで行う必要があると考え

ています。 

  まず、ツイッターやYouTubeについて申し上げます。 

  美原区に移住した場合の家族の目線を、仮想の家族、架空の家族の目線を通じてツイッタ

ーやYouTube、インスタグラムと連携し、美原区の防犯活動や舟渡池公園、黒姫山古墳を紹

介し、みはら区民まつりの様子をオンラインで紹介するということはいかがでしょうか。美

原区の舟渡池公園など美しい風景だけではなくて移住情報も発信して、美原区民は再発見、

ほかの地域の方は新発見してもらえる内容を発信するほうが良いと考えております。 

  イベントでは、今のコロナが抑えられている状態や、またはアフターコロナでは、みはら

区民まつりや近鉄バスさんや南海バスさんと連携して美原の遺産を巡る、ほかの市からバス

で美原まで来訪して美原をウオーキングするようなことがあれば、シニア層にも受け入れら

れ、公共交通機関の一助になると考えております。 

  若年層の世代には、公園や文化会館を利用し、年に１回か半年に１回ほどで婚活パーティ

などを事業者と連携して行うことも考えてはいかがかなと思います。単に出会いの場を提供

することだけが目的ではなくて、美原区の魅力を紹介することで美原区の魅力を発信するこ

とができると考えております。 

  以上のように、コロナが落ち着いている現状では、人数を制限したりマスクの着用を求め
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た上でオンラインと対面のイベントを両方行っていくことが重要であると私は考えておりま

す。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。次、喜多委員。 

 

○喜多委員  府立農芸高等学校の喜多でございます。本校は、美原区に百有余年存在させて

いただいておりまして、様々なところにも御協力をさせていただきながら、逆に、本校のほ

うが美原区さんに助けていただいているかなと考えております。 

  ただ、様々なイベントや取組等が近くにいるとよくわかるのですが、なかなかそれが広く

外にいっていないような感じは以前から受けておりました。こういった場合に本校でも様々

な情報発信をしているのですけれども、できる限りそれを美原区さんの取組と関連づけなが

ら、連動しながら、生徒たちに何とか口コミで広めるようにできないかなと考えています。 

  インスタグラム、ツイッター、フェイスブック等で情報発信をされていますけれども、こ

れは例えば区内にあります本校と美原高校さんで、生徒がそれをフォローするような形で広

がっていくと、堺市内、大阪府外にも広がっていくのかなと。こういうところがあるんだ、

こういうイベントがあるんだということをまず知っていただくことが一番根幹になってくる

のではないかと思っています。 

  一生懸命情報発信し、それをまずは受け取っていただけるような具材を、何とか学校全体

として生徒が動き発信し、フォローし合うことによって何とかつなげていければと考えてい

るところでございます。 

  例えばどういう情報を発信すればいいか、フォローすればいいかというところは、やみく

もに生徒に頼るだけではなくて、効率よくフォローし合える形は美原区さんと一緒に考えて

いければと考えている次第でございます。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。次、奥野委員、お願いいたします。 

 

○奥野委員  美原の古代米プロダクツの代表をさせてもらっている奥野でございます。区役

所の皆様方によって古代米も大分普及してまいりました。ここに御出席の皆さんは古代米を

食べていただいたことがあると思っておりますが、黒姫山古墳の近くで３反半ぐらいの田ん

ぼで古代米を生産させてもらっています。古代米の生産を始めて１０年目ぐらいになります

が、おかげさまで需要がだんだん増えてきまして、耕作面積をもっと広げられないかという

話が出ております。 

  たくさん取引してもらっているところでは、無印良品や直売所の「あすかてくるで」、ハ

ーベストの丘などがあり、耕作面積を広げたいのですが、普通の農家さんと一緒で後継者が
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できないため、広げるのも難しいところがあります。なかなか現状を打破するまでにはいっ

ておりませんが、古代米の需要増にこたえられるように後継者を育てていきたいと思ってお

ります。 

 

○米谷委員  米谷でございます。一つは、発信ということで先ほど阿部委員からもございま

したけれども、区民まつりについての取組がいろいろと話題を呼んでいて面白い取組だった

と思っております。 

  先ほど事務局から令和４年度の美原区の区域まちづくり事業の中での発信の方法について

説明されていましたが基本的にはそういうことが良いのではないかなと思います。 

  ただ、美原区の魅力の発信については、区民評議会の中で審議をしてきた内容もございま

す。諮問事項に対する答申の中には、現状の魅力と、これからどのような魅力づくりをして

いくのが良いのかということも述べられています。 

  ビバモールや、ららぽーとができるなかで美原区は大きく変わることが予想されますが現

況の魅力と、これからどう変わっていくのかということを踏まえた将来的な魅力づくりとそ

の発信という、２つの面を考えていかなければならないのではないのかなと思っております。 

  この区政策会議では、美原区の魅力の発信方法について審議をするということになってお

りますけれども、何が美原区の現状の魅力なのかということについて、各委員の皆さんが知

ってもらうことが大事なことではないだろうかと思っております。 

  皆さんには、区民評議会の答申の文書も配られていると思っておりますが、その点につい

ても、今、何が美原区の魅力であるのか。それをどう発信するのかという現況の問題と、将

来ららぽーとができた後のこれからの美原の魅力づくり。その発信をどうするのか。黒姫山

古墳、大型店舗、舟渡池を含めたラインの中での美原の魅力の発信をどうしていくのかにつ

いても、ぜひ、議論をしていかなければならないのではないかなと思っております。 

 

○塩野委員  近鉄バスの塩野と申します。当社では、美原区内で８つの路線を運行しており

ます。当社はそれほど規模の大きなバス会社ではありませんけれども、８つの路線というの

は、他の地域と比べても非常に多い路線数でありまして。また、御利用も他の地域と比べる

と非常に多く御利用いただいているというのが現状でございます。 

  今回御定義いただいております「安全、安心に暮らせる」というところの中で、安全で快

適な交通環境の取組の強化というところがございますけれども、こちらにつきましては、ま

ず分かりやすいところで言いますと、バスのバリアフリー化ということで、ノンステップバ

スの導入ですとかを引き続き続けていきたいと考えております。 

  また、ＫＰＩの中で、バス利用者数を伸ばしていくという目標も立てていただいておりま

すけれども、こちらも今後、ららぽーとさんができるということで非常にニーズが高まるこ
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とが予想され、バスをもっと御利用いただけると考えております。 

  また、もう一つの基本方針であります、魅力的で訪れたくなるというところにつきまして、

ＳＮＳなどで魅力発信をしていただいているようですので、そういったところを中心に、例

えばバスを使って美原区を巡ってみるツアーなどを一緒にできるのではないかと考えており

ます。 

  また、ガイドマップの作成に入るとことも挙げていただいておりましたが、例えば路線バ

スの中でガイドブックなどを置いてみるなど、バスの中での宣伝活動に御協力できるところ

があるのではないかなと考えており、美原区さんと一緒になっていろいろなことを考えてい

ければ良いのかなと思っております。 

 

○髙岡照美委員  髙岡です。私は一番大事なのは、いろいろな情報をたくさんの人たちが知

ることができる広報活動をしないといけないと思います。 

  各学校で、子どもたちは学年に応じて自分たちの住んでいる校区にどのような良いところ

があるのか、お店屋さんはどんな工夫をしてお店をしているだろうか、工場のあるところだ

ったら何を作ってどういうところにその製品が送られているのだろうかという勉強をしてい

ますが、それを広げ勉強することによって、私たちはこんなすばらしい美原区に住んでいる

ということを実感させる。そして、子どもたちは地域で育つとよく言いますので、子どもた

ちが笑顔ある、活気のある生活できる行事とかを考えれば良いのではと思います。 

  私は図書館ボランティアもしていますが、先日、図書館まつりをしたのですが一回行って

みようかというお客さんが本当にいないのです。広報紙にも載りましたが図書館まつりでは、

お話会や紙芝居、手作りコーナーや、お絵かきコーナーがあったりするのですが広報をもう

少し重要に考えて広めれば、みんなが知るきっかけになると思います。 

  それと、これから成長していく子どもたちに、自分たちの美原の良さをより知ってもらう

手だてみたいなものを学校と一緒に地域でもしていく必要があるのではないのかと思ってい

ます。 

 

○高岡裕子委員  私たちはＪＡの中で加工場をやっていますので、その活動を通して皆さん

に協力できるかなと思っています。区民まつりでは古代米を使った商品をオンラインで皆さ

んに知っていただいたり、今はコロナで来られないですが、農芸高校製菓の２年生の方が１

年に１回、お餅づくりに参加してくれていて、ちょうど１０年ほど続いております。 これ

からも、コロナが終われば続けていきたいと思っています。 

  また、古代米の田植えした頃からお声をかけていただいて、ずっと参加させていただいて

いいますので、そういう活動を通して美原のために協力できればなと思っています。 

  私たちの活動は、美原町が堺市になるときに大阪を食べよう事業というのに推薦していた
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だいて、ＪＡさんにご協力いただき加工場を造りました。ですから、また何かあればいろい

ろ言ってきていただいたら協力したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○髙岡里恵委員  公募で選んでいただいた髙岡です。私は松本さんに声をかけていただいて

美原区政策会議の構成員に応募しました。せっかく選んでいただいたのだったら美原のため

にお力になりたいなと思いました。 

  私は、父も祖父母も美原で生まれ、美原で育ち、私自身もずっと美原に住んでおります。

美原のいいところは高速道路がすごく充実していることと、まだ緑が残っているというこ

とだと思っています。 

そこをもっと若い世代の方、これから子育てをされる方などに魅力を発信できたらいいな

と思っています。 

ららぽーと、防災センターもできて発展していく過渡期で、これから美原がどう変わって

いくのかという、すごく重要な時期なのかと思っています。 

  私は自分自身が幼稚園で働いていたこともあり、子どもは国の宝、子どもが生き生きして

いないといけないと考えています。この間、頂いた資料を見ていましたら、美原も子どもの

人口は減っていき老人の人口は増えているという現実で、子育てしやすい魅力的なまちにな

っていってくれたらなと思っています。 

  私は古民家カフェをしているのですが、ＳＮＳはすごい発信力だなと思いました。撮影ス

タジオの会社の方に声をかけていただいて、たまたま来られたのがジャニーズの方でした。

それがツイッターで広がって、全国からファンの方に来ていただきました。海外は台湾、中

国、韓国からも来ていただきました。美原には本当はたくさんの素敵なお店があります。そ

れを一目見て分かるような情報誌なども一つの発信方法ではないかと思います。 

  また、子どもは外で遊んだり身体を動いているのが一番生き生きしていると思っておりま

す。このコロナ禍でなかなか外にも出られなかったりします。例えば、暑い夏も雨の日も屋

根のある公園があれば良いと思います。美原は交通の便が悪いので車で移動というのが主だ

と思うのですが、駐車場にできる土地もまだあると思うので、美原以外の家族の方にも来て

いただいて、買い物や遊べる場所があったら素敵だなと思っています。 

 

○堀内座長  今ここで、向かって右側の列の委員全員に発言していただきましたので、次は、

私が言って、その次に田中委員、そして左側の列ということでよろしくお願いいたします。 

  私は区民評議会で会長をさせていただており、その時はあまり委員としての発言をしなか

ったのですが、今回は自由に発言させていただこうと思っております。 

  ここまで各委員の御発言を聞いていて思ったのが、区での取組のＳＮＳや、あるいはハイ

ブリッドにするとか、やり方はいろいろあるにせよ、多分問題なるのが担い手の問題だと思



 

10 

います。例えば、子どもたちにいかに活動に関わってもらうかなど、奥野委員からは古代米

の担い手が今大変だというお話がありましたが、大学生などは逆に割と余裕があると考えて

います。 

  私は隣の市の松原市にある阪南大学の国際観光学部の教員をやっていまして、学生をフィ

ールドワークに連れていき、いろいろな活動をしている人たちと交流させることにより、学

生は社会人力を身につけるし、逆に、学生はＳＮＳをやっていますので、それを周囲に知ら

せることができる。去年や今年はコロナのせいでそれがあまりできなかったのですが、来年

もう少し落ち着いてきたら、美原区に学生を引率しまして、これまでの委員の活動に関わら

せていただいて大学生目線で発信できればいいのかなと思っておりますのでよろしくお願い

します。 

  

○田中委員  美原らしさというのは、皆さんは御承知と思いますけれども、やはり昔から神

社仏閣がたくさんあることと、また別の会議でこの４月に美原に来られた方が美原には人の

温かさを感じると言っておられました。ずっと美原に住んでいる者にとってはなかなか分か

りにくいのですが、人のつながりは確かに地域の中で強いですし、防犯活動も熱心にしてお

られ、それは従来の美原のよさだと考えております。 

  今回、先ほどから話が出ておりますように、黒山の西側では商業施設が９月にできまして

来年秋には東側にも商業施設ができます。新しい魅力としまして、買い物、食事、そしてレ

クリエーション施設がたくさんできますので、美原区内でほとんど生活が可能となるような

状況になっていくと思います。 

  その商業施設には、予想では多い日には西で１万人、東で３万人の来客があると言われて

おりまして、ほぼ美原の総人口ぐらいの方が一日で来られる日もあるようでございます。そ

ういう方々が新たに昼間に来られるわけですから、発信方法としましては、やはりその人た

ちにも美原の魅力を知っていただくことが重要で、イベントを地区や区と共同して行うなど

とともにＳＮＳなどを利用できる情報発信の拠点をつくり、簡単にスマホで情報を調べられ

るというような環境整備が大切ではないかというふうに考えております。 

 

○智葉委員  美原区ＰＴＡ協議会より参りました、智葉と申します。美原区には大地幼稚園

合わせまして９校園あります。５つの小学校、２つの中学校、さつきの学園に関しましては

小中一貫になっていますので全部で９校園で活動をしていますが、昨年度、今年度と残念な

がら活動という活動はできず、予定していたことができないというところが実情です。 

  私は、大地幼稚園のＰＴＡから関わらせていただており、美原の良さは、まち自体が小さ

いので顔見知りが大変多いことと、自然が豊かなことですが、残念なことに年々園児が減っ

ているということも現状ではあります。 
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  今の子どもたちは、ＳＮＳなどで新しい情報を手に入れるというのは得意ですが、忘れて

はいけないことは、心を育てて人を育てることであり、子どもはその年代でもあると思いま

すので、目で見て、体験して美原を知ってもらうことが大切だと考えています。美原区には

古い町並みや神社やお寺もたくさんあります。そういうところも魅力の一つなので、小学校

では校区内のまち探検などにも出かけますし、私は西小校区ですので農芸高校さんが隣にあ

り畑農作業では一緒に関わらせてもらっています。 

  ４年ぐらい前にはＰＴＡの研修会を農芸高校の１００周年に合わせて行い私たちが実際、

農芸高校へ行って校内を説明していただきました。今年度に関しては、子ども会で古代米で

活躍されている田守さんらにもお世話になって工芸教室、竹細工をつくるお手伝いなんかも

していただきました。世代間を越えた交流というのも、子どもたちに教えていきたいなと思

っているところです。 

  ＳＮＳもすごい発信力があり良いのですが、少し前にスタンプラリーみたいな形で冊子を

作られ古代米をもらえるとか、オリーブオイルをもらえるような企画があったと思うのです

が、私の職場で美原区じゃない人がそれを手に取って非常に興味を持っておられましたので、

ＳＮＳだけじゃなく、手に取って実際見られる、体験できるということでもどんどん発信し

ていけたら良いなと思っています。 

  また、大型商業施設ができますので、掲示できるようなブロックを作ってもらい美原を歩

いてみようよというマップなどを置いて、お買い物に来たついでに美原の良さを知っていた

だけたら良いなと思っています。 

 

○豊岡委員  大阪木材工場団地協同組合の豊岡です。美原は、実はものづくりのまちでもあ

り、木材工場団地は材木や建材などの企業さんも多いですが、その一方で、金属加工会社も

多く、堺市内で内陸部で唯一の産業集積地であるということで、堺市にとってもこの美原の

産業、ものづくりというのは非常に大切な位置づけになっております。 

  もともと河内鋳物師が鎌倉の大仏さんをつくったように、金属加工の伝統というのが中世

の時代からずっと続いているという歴史もあって、産業観光ということも発信のコンテンツ

としてあるのかなと思っております。 

  美原区内にある太成学院大学さんでは、経営学部の取組として地元の企業の方に来ていた

だいて講義をしていただき、翌週、その講義をしていただいた会社に見学に行くということ

をやっておりまして、地元の産業をよく理解していくということで取組をされております。 

  基本方針の３番目に「やってみたいが実現できる」というのがあるのですが、まさに企業

にとって美原の魅力を発信するということは即リクルート、採用につながってきます。美原

が働きやすい土地であるということが、区内そして区外からも学生さんが就職をして魅力あ

る企業で活躍していただけるような循環ができたら良いなと思っております。 
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  大体どこの企業ともに採用活動をするときには、美原というのはどんなにすばらしいとこ

ろなのかということを企業としてのミッションであったり、働き方であったり、それと同時

に地元の魅力というのを発信していくということが採用につながっていくのかなと考えてお

ります。 

  ぜひ、美原にある企業さんに向けて、採用活動をするときにぜひ美原の魅力を発信するよ

うにやっていきましょうよということを区として取組をしていければ、また地域の活性化に

つながっていくのかなと思っております。 

 

○鳥井委員  鳥井でございます。阿弥自治会の会長をしておりますが、今は高齢化や独り暮

らしの方々とか施設に入らなければいけない方々が増えているような状況です。その中で、

やはりコミュニケーションが一番大事じゃないかなと思っております。コミュニケーション

を取る方法を各自治会が率先してやっていき、その中において、みんなで美原の魅力をつく

っていくということが必要で、新しく入ってこられる方もおられますが、その方々が「ああ、

よかったな。この美原に住んでよかったな」と思えるように自治会が中心になって動いてい

かなきゃいけないと思っております。 

  ですので、阿弥自治会としては、小さなイベントを行い、自治会便りを掲示板にも貼って、

皆さんに発信しているところです。回覧だけでは見ない方でも掲示板では割と見ているので、

スマホやパソコンでは、若者たちは見ますが、やはり年配の方々は紙の字を見るというのに

慣れていらっしゃるので、両方を併せ持ってやっていかなければいけないのではないのかな

と思っております。 

  この間の区民まつりもそうですが、パソコンが無い方もおられますので阿弥自治会では実

際に会場を設定し、５０人ぐらい近くの方が見に来ていただけました。その中でコミュニケ

ーションがあり、良かったわって帰られた方が多いので、やはり自治会としては、小さなイ

ベントをやっていくことによって、美原のよさを発信できるのではないのかと思っておりま

す。 

 

○中田委員  南海バスの中田でございます。 

  今、情報発信の媒体というのも非常にたくさんありますし、情報自体がすごく世の中にあ

ふれているのかなと思っています。広く情報発信していくということは非常に大事ですが、

単に情報を垂れ流しても、なかなか目にも止まらないですし、人の心に刺さらないのかなと

思っています。情報発信する側としましても、美原区の特色とか魅力というものに対して、

何となく歴史とか農業とかのイメージだけでなく、具体的に何を誰に向けて発信するのかと

いうところが非常に重要で我々バス会社の役割としましては、美原区民の方々の生活、それ

から美原区への来訪者に向けて、使いやすい、分かりやすいバスということで、いろいろな
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アクセス情報を発信していきたいし、そこを追求していきたいと思っています。 

 

○伯井委員  私の意見というか、提案としては、魅力の発信方法を考えるのもしたら良いと

思いますが、我々で政策会議のＳＮＳを作って発信してはどうかと思います。お話を聞いて

いたら非常に多様な方々がいらっしゃって、例えば私も会社の代表として来ていますが、地

元と一緒に連携して実施していることもたくさんあり、何も営利目的だけじゃなくても発信

は十分にできると思いますので、我々が輪番で区役所さんの協力もいただきながら、発信す

るというのはどうかと思います。 

  私は区長のアカウントもフォローさせていただいているのですが、やはり行政さんのアカ

ウントというのは制約も多く非常に難しいと思うので、我々はその合間を縫って発信できた

ら良いのではないかと思います。 

 

○西村委員  西村と申します。美原に生まれて、美原に育って、美原が好き過ぎて、ここの

公募もさせていただきました。 

  私は今、八上小学校区に住んでいて、八上小学校のＰＴＡ会長をさせていただいています。 

その縁があって、来年から小学校の地域コーディネーターを務めさせていただくことにな

りました。それと、八上小学校区でこども食堂を運営させてもらっています。北小学校にあ

るきたっこキッチンさんと一緒に力を合わせて、子どもたちがまちを元気にしていけたらな

というふうに日々活動しています。 

  私は子どものことしか分かりませんが、私が美原を何でこんなに好きなのかなと思うと、

やはり人と人とのつながりがあって、すごく温かい、美原は景色もよかったり、緑も多かっ

たりといういいところもいっぱいあるのですが、何よりも人が温かい、良い人がすごく多い

というのが一番大きいのではないかと思っています。そういう部分を子どもたちにも伝えて、

子どもたちがそれぞれ自分で誇りに思えるようなまちになっていけたらなと思っています。   

ただ、情報があまりなかったり、子どもたちも美原のことを知ろうにもどこに行ったら良

いのか分からないことがあります。 私は小学生の子どもがいますが、ＳＮＳの使用とかは

禁止していますで、多くの子どもはＳＮＳで知るという機会は少ないかもしれないなと思っ

ています。広報も毎月届いていますが子どもには難しく新聞のような堅い内容に見えますの

で、あまり子どもたちが手に取って見ることはないのではないかと思っています。例えば、

春休み、夏休み、冬休みのタイミングで広報の子ども向けバージョンとかがあったら、休み

を利用してバスに乗って黒姫山古墳に行ってみようとかのコーナーがあったり、古代米はこ

んな人たちが作ってくれていますよとか、こういう古民家カフェがありますよとか、子ども

の発言って結構大人が動くので、それで大人たちも今まで知らなかった、子どもの目を通し

て発見が出てきて楽しいのではないのかと思います。 
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  まずは美原に住んでいる人に美原を好きになってもらいたい、そうなると口コミで他の人

にも伝わっていくことになるんじゃないかなと思いました。 

 

○山本委員  フルタ製菓の山本と申します。 

  フルタ製菓は、毎年１２月にクリスマスセールを行っていまして、たくさんの方々に来て

いただいています。去年と今年はネットでの販売しかできていないので、来年は開催して、

少しでも美原を盛り上げていきたいと考えています。 

  美原区の発信方法ですが、先ほどユーチューブを活用する話がありましたが影響力のある

ユーチューバーの方を活用することで、より多くの方に、特に若い世代に魅力を発信できる

のではないかと考えています。 

  また、ららぽーとやビバモールもできたので、美原区の歴史的なものとか、例えばだんじ

りなどを展示するなどして、美原区以外から来た人にも、訪れた際に知っていただけるよう

にしていけば、魅力をもっと発信していけると思います。 

 

○松本委員  松本と申します。よろしくお願いします。 

  私は普段、教育関係の仕事と農業関係をやらせていただいております。まず情報発信をす

るうえで、美原の魅力とはそもそも何なのかというところの再定義が必要なのかなと思って

おりまして、先ほど米谷委員からもあったように既存の魅力と新しく出てくる魅力をしっか

りと考慮した上で、これから美原区がどういう魅力を作っていくのかが決まってこないと、

発信方法も議論できないんじゃないかと思っています。 

  魅力をどういうメッセージ性を持って発信していくのかというところをしっかりと決めた

上で、先ほどおっしゃられていたように具体的にどういうターゲットに対して発信するのか

が決まれば方法も決まるのではと皆さんのお話を聞いていて感じました。 

  私個人としては、ららぽーとやビバホームができる中で区外の若い世代の方々がどんどん

来てくださると思いますので、そのついでに美原の魅力もしっかりと知ってもらえるような

形の情報発信が望ましいと思っていて、若者世代に向けた情報発信というのをぜひやってい

ただきたいと思っています。 

  先ほど民間で立ち上げて発信するというお話もありました。行政ではすごく制限が多いと

思いますので、民間で何かを立ち上げて、そこにどれだけ区民の方とか、外部の方とかを巻

き込むかということがすごく重要だと思うので、いろいろな方々がその情報発信に参画でき

るようにしていくことが必要だと思っております。 

  ２つ目として、私は奥野委員と古代米関連のイベントを一緒にさせていただいていて、そ

こをきっかけに農業塾に入り、農業、米作りを今、教育とは別でやらせていただいています。

そこでは合鴨農法という農法で米を作っており、喜多校長の農芸高校さんと今年度、古代米
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と農芸鴨を使って、生徒たちが地域課題を解決していくというプロジェクトを一緒にやらせ

ていただいています。その中で感じることは、子どもたちが中心になってどんどん地域に関

わり、地域の課題を解決していくことで子どもたちが魅力をどんどん知っていくと思ってい

るので、今回は高校さんとの連携でしたが、例えば地元の小学校、中学校などに知ってもら

いながら子どもたちにも情報発信に関わってもらうことができれば、すごい面白い発信がで

きるのではと思いました。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。 

  これで一旦、全ての委員に御発言いただきましたが、ほかの委員の意見を聞いた上で、こ

れを言い忘れていたとか、もしありましたら言っていただきたいと思います。 

 

○米谷委員  今、松本委員のほうから出された美原の魅力は何かという部分なんですけども、

先ほど申し上げましたように、市長からの諮問に対する答申案が出ております。そこで、区

民評議会の中で美原の魅力について論議をしておるんですけども、この資料は、委員さんみ

んなに渡してもらって、その論議を進めるというのが一番いいんじゃないかなと思いますの

で、ぜひ答申書を各委員さんに渡していただくことをお願いしたいと思います。 

 

○堀内座長  ほか、どうでしょう。 

  お願いします。 

 

○松本委員  米谷委員、すみません。ちょっと見れてなくて申し訳ないんですけれども、そ

れはある程度の魅力を整理されて、この魅力をどこに対してどういう戦略で発信するかとい

うところも、もうまとまっているような感じなんでしょうか。 

 

○米谷委員  方法については、具体的なことは出ていませんけども、例えば大型店舗の開発

によって、多くの人がここ美原区に訪れてくると。美原の魅力を知ってもらうという点から、

イベント等で人をただ集めるということだけではなく、買い物等で自然に集まってこられる、

この方に美原の魅力が認知される方法をとるのが一番ベターではないだろうかとかいう、こ

ういうような内容が含まれております。 

  それから、いろいろと美原の魅力については何があるんだろうかということについても触

れられておりますし、ただ、今日お話を聞いてて、本当に面白い話が出てるなと思います。

そういう中で、もう少し掘り下げたこともみんなで意見を交わして、そしてどの部分をどう

発信するのか、どういう方法をとって情報を発信していくのかという、これは皆さんととも

に考えていけばいいんじゃないかなというふうに思います。今日はいろいろ意見を聞かせて
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もらって、面白い話がいろいろあるなというふうに思っておりますので、そこの論議を深め

ればいいんじゃないかなというように思いますので。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。 

  ほか、どうでしょう。何か別の観点から言い忘れたこととかありましたらお願いします。 

 

○岡本委員  岡本と申します。よろしくお願いいたします。 

  委員の皆様のお話を聞いていて、私も言ってしまっているのですが、ＳＮＳやツイッター

は、美原区では堺市の中でも高齢者の方が非常に多く少しなじまないのではないかなという

ふうに感じております。パソコンも高齢者の方はあまり見られる方とかはいらっしゃらない

ですし、スマートフォンは高齢者の方でも持っている方は多いのですが、わざわざツイッタ

ーやインスタグラムのアプリを取り入れるということは難しい方もおられますので情報の発

信の仕方というのは、紙媒体というのが基本になってくるのではないかなと思います。 

  それから、ビバモールやららぽーとの箱物ができたからといって、それが魅力なのかとい

うのは少し疑問に感じます。大型商業施設ができても孤立化とかは防ぎようがなく、コミュ

ニケーションや独居老人の方の見守りとか、子育て世代には安全性の問題とか防犯、そうい

ったことが魅力なのではないかなと思います。 

  阪和自動車道のジャンクションなどがありますが車を乗る人がどんどん減っているので、

カーシェアや車を運転できる人が地域の方をタクシーの代わりにするという取組も１つ考え

ていかなければと考えております。 

 

○松本委員  先ほど、農芸高校さんとの取組の件について少しお伝えさせていただきました

が、農芸高校さんというのは本当に歴史のある高校で、そこで培ってきたノウハウ、知見が

本当にあると思っています。古代米も美原区として力を入れているところだと思いますので、

農芸高校さんのノウハウをどう社会に開いていくのかというところが重要で、今教育業界で

も社会に開かれた教育課程みたいなところをすごく言われたりしています。地域のノウハウ

を開いていくというところが重要になってきており、それをどう地域の活性化、地域の課題

解決につなげていくのかということです。農芸高校さんは美原のすごく重要な資源、魅力だ

と思うので、子どもたち、地域の方や行政も含めて発信していくことが重要と考え農芸高校

さんの魅力をお伝えしたいと思ったので発言しました。 

 

○堀内座長  いろいろ御意見ありがとうございました。事務局には、これらの意見を参考に

政策を進めていただきたいと思いますが、今すぐにできるのは、マッチングさせることじゃ

ないのかなと思っています。初めての方もいらっしゃると思いますので、こんな人もいるん
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だなと思って、自分がやりたいことを進めるためにはこの人と組めば良いんじゃないかとか、

そんな場に今回なれれば一番良いのかなと、まず思いました。 

 

  次は、案件２、その他ですけど、これは特にないということですか。 

 

○司 会  その他については、今回、特にありません。 

 

○田中委員  先ほど米谷委員さんからございましたけれども、この４月か５月に区民評議会

の答申を出していいます。 各委員はまだお持ちじゃないですね。「美原区ビジョン２０２

５」も区民評議会の審議を経て策定されたものですし、皆さんお持ちになったほうが良いと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○堀内座長  後日、お渡しいただくということで、よろしくお願いいたします。 

 

○司 会  はい。 

 

○堀内座長  それでは、本日の案件はこれで終了ですので、事務局に引き継ぎたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

○司 会  以上をもちまして、令和３年度第１回堺市美原区政策会議を閉会いたします。 

  本日はありがとうございました。 

 

 

 


