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第２回堺市美原区政策会議 

開催日時 令和４年３月２３日（水）午後６時３０分～８時９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、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、高砂参事役、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 ４人 

配付資料 次第 

資料１ ピアッザチラシ（美原区版） 

資料２ ピアッザチラシ（子育て版） 

 

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 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。どうぞよろしくお願いいたします。 

  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。 

  それではまず案件１．「美原区の魅力の発信方法について」、今年度、区ではどのような

事業を行うのか事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局荻野  美原区役所企画部総務課の荻野と申します。それでは早速説明させていただ

きます。 

  まず案件１．「美原区の魅力の発信方法について」、今年度、区が実施する事業について、

御説明いたします。 

  この事業は、美原区ビジョン２０２５の将来像の説明にあるように「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とつながり合えるような、“み
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んな”の架け橋になる美原区」をつくるための、１つのツールと考えております。 

  スクリーンに実際の画面を映しながら説明させていただきます。 

  参考に、本日資料１「ピアッザチラシ美原区版」と資料２「ピアッザチラシ子育て版」の

チラシ２枚もお配りしております。 

  前回の会議でも説明させていただきましたコミュニケーションアプリ「ピアッザ」につい

て、説明させていただきます。 

  このたび美原区では、このピアッザアプリ内に、「堺市東区・美原区エリア」としまして、

３月１日からエリアを開設いたしました。ピアッザとは、街の情報を、利用者同士で情報交

換し合うことのできるアプリになります。ピアッザは、地域に特化したＳＮＳで、投稿した

情報が時系列で表示されるページがエリアごとに設定されており、美原区は東区との共通エ

リアで展開しております。 

  この「エリア」とは、コミュニケーションをやりとりする地域を限定した範囲のことで、

利用者が見たいエリアを選択する仕組みになっています。 

  堺市では、ほかに「堺区エリア」「中区エリア」「西区エリア」「北区エリア」が開設し

ています。 

  また近隣では、「大阪狭山市・河内長野市・富田林エリア」と「太子町・羽曳野市・藤井

寺市エリア」の２つの地域でも開設しております。 

  ３月２２日時点での「東区・美原区エリア」を選択している利用者の数は２１５件となっ

ています。美原区・東区エリアでは、南海電鉄と連携協定を結び、エリア内での鉄道沿線情

報や、駅周辺のイベント情報の発信などを通じた市民同士によるコミュニティの活性化を目

指しています。 

  このアプリの利用者は主に地域住民・行政・地域にある企業で形成されています。 

  また子育て世帯向けのチラシ、資料２のチラシになります。これの左下のほうに「安心、

楽しい３つのポイント」の２つ目にあります、このアプリを安定的に運営するために、運営

会社が公認した地域の方を、コミュニティデサイナーとして設置しています。 

  このコミュニティデザイナーとは、そのエリアの投稿内容や投稿数を確認して、近所の情

報を発信する役割として定期的に投稿したり、ほかの利用者の投稿にコメントしたりするこ

とで、積極的に利用者同士のコミュニティが生まれるような働きかけを行うなど、地域コミ

ュニティを活性化するための活動を行い、アプリ内を見守っています。 

  個人でピアッザを利用する主なものとしては、利用者が選んだ地域に対して、情報収集を

行い、その地域に対するコメントやイベント情報などを発信すること、ベビー用品、家具な

ど使われなくなったものの譲り合い、病院や遊び場、グルメなど近所の教えてほしい情報を

交換し、共有したりすることが挙げられます。 

  その他には、ハザードマップや指定避難所の情報を集めた「防災情報リンク集」、大阪府
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警察安まちメールによる防犯ニュースなど自治体からの各種情報をすぐに見ることもできま

す。 

  また子育てやお勧めのランチ、飲み歩き好きなどのピアッザが設定したグループがあり、

興味のあるグループに参加し、限定的に情報交換できるサービスもあります。 

  さらに、区の取組として、美原区の「魅力の発信・発掘」、「防災・防犯」などをテーマ

にした投稿を促す見出しと、そのテーマに関連するキーワードを定期的に特設し、キーワー

ドをつけて投稿することで、より限定した情報交換・交流を可能とする仕掛けを行い、コミ

ュニティの活性化を図ります。 

  美原区としましては多くの方にこの東区、美原区エリアのピアッザを利用していただき、

美原区に関係する人々が少しでもつながりやすく、また情報を共有していただけたらと考え

ております。 

  このピアッザを含め、ＳＮＳをもっと身近に感じ、みんながそれぞれ利用しやすいツール

を活用し、情報の発信や収集により、美原区の魅力が区の内外に広まればと考えております。 

 説明は以上になります。 

 

○堀内座長  御説明、ありがとうございました。 

  委員の多くの方は多分ピアッザに加入しておらず、まずはこのピアッザの内容や基本的な

部分に関して、御質問や御意見がありましたらお願いいたします。 

 

○米谷委員  私もピアッザに入れさせてもらっており、確かに情報の共有とか、防災の問題

とか、いろいろな情報については面白いものだなと思っていますが、この区政策会議でどう

いう美原の魅力を発信するのかということを論議するのが大事ではないかと思っています。 

  確かにピアッザというのは情報の交換について、それなりのものがあると思いますので、

それを進めていくことについては否定しませんし進めていったらいいと思いますが、この区

政策会議が持っている意義というのか役割というものは、やはりきちっと確認したほうがい

いのではないかと思っており、確かに美原の魅力の発信という言葉は使われていますが、で

はどのような魅力を発信していくのか、その論議がまずこの区政策会議の中でするべきでは

ないのかなと思っています。 

  この区政策会議が作られたのは条例の中にも書いてあるように、「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、もって特色ある区行政の実現に資す

る」ということで、先ほどピアッザの情報発信の中にもキーワードを決めて出していくとあ

りますが、それを誰が決めるのか、美原の魅力についてはどのようなものがあるのかなど区

政策会議の中で決めるというのが、この区政策会議が作られた背景ではないのかなと思いま

す。 
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  今までの経過もいろいろ見てきましたが、条例の第３条には意見聴取ができる事項が書か

れていますが美原区の政策会議開催要綱では、意見を聴取する事項について、「美原区ビジ

ョンの２０２５に係る施策等に関する事項」と「美原区長が必要と認める事項」になってお

ります。 

  ところが、このビジョンについて、美原区政策会議で何ら論議されておりませんので、や

はりその論議をまずやるということを委員の人に知ってもらうことが大事ではないかなと思

います。 

  市長も、この区政策会議等について、また住民に身近な行政機関である区役所について、

地域の実情に合った仕組みや、それぞれの特色に応じた機能強化が必要だと言っており、地

域の課題解決がどのように図られていくのか。区役所がどこまでやれるのか。本庁や関係者

をどのように巻き込むのかなどの課題を踏まえて、区民評議会から区政策会議に変わってき

たわけで、強化の中でも区民の声を区役所に届けやすくする仕組みであるという位置づけが

されています。 

  情報発信はなるほど必要ですが、その前に美原の特色について、もっと論議をするべきで、

区民評議会でも議論しましたがそれが絶対ではなく、美原の中で特色あるものは何なのかと

いうことを皆さんの意見を聞いて、さらにそれを広げていくということが大事ではないのか

なと思うのです。 

  今、区政策会議に求められていることは、美原区民の願い思いをどのように美原区政に反

映させることができるのかということで区政策会議を通じてそれをやっていかなければなら

ず、情報発信は確かに大事ですが、それはその論議が終わった後でやるべきではないのかな

と思います。 

  情報発信についても魅力ある内容によって発信の方法は変わると思いますので、まず美原

の魅力にはどのようなものがあるのか、何を進めなければならないのかを議論することが  

美原区の特色のある区政を進めることにつながると思いますので区政策会議で何を論議する

のかについて、座長さん、副座長さんに考えていただきたいと思います。 

せっかく皆さんにこのように来てもらっているのですから、そこの点をもう少し出して、

特色ある美原区にできる論議になれるようにぜひ考えていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

○堀内座長  今の件に関して、私個人の意見ですが、これらのことは同時並行でしていくこ

とで、このような情報発信の機能があり、区政策会議の皆さんの中で、自分はこういうふう

な発信しようと思うとか、委員や他の人がこういうことを言っているので、じゃあこの件に

関してはもっと皆さんと改めて議論しようとかのフィードバックをやっていけばいいと私は

思います。 
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○米谷委員  前回第１回のときも、情報発信のことで皆さんの意見が出てきました。ピアッ

ザについては、私は否定しませんし良いものだということはわかりますがそれ以前に議論し

なければならないことがあると思います。 

それと２月に予定していた会議がコロナの影響で延期になり今になりましたが第７波が起

こり会議が伸びることもあるかもしれませんので座長さんにお願いしたいのはこの会議でい

つまでにまとめるのか、何回の会議でそこまでもっていくのかを考えていただきたい。また

テーマについても２回同じように情報発信について議論するのではなく各会議のテーマにつ

いてどうするのかを考えていただくように要望いたします。 

 

○堀内座長  米谷委員からご意見等いただきましたが、まずはこのピアッザというアプリ

に関して中身に関する質問や、こういうことはできるのかというような基本的なところで御

質問あったらお願いいたします。 

 

○松本委員  ピアッザの具体的なところについて、先ほどお話しいただきましたピアッザコ

ミュニティデザイナーという仕組みについて、どういう流れで決定されるのかをお伺いした

いのですが、あともう１つ、ピアッザは、私も見させていただいて、すごくいいツールだと

思っています。 

その理由としては、コミュニティバリューという、その区内での参加率や貢献率、ネット

ワークみたいなところが、今までまちのつながりとか活動とかは、数値化できなかったもの

が多くあったと思うのですが、それが数値化されて出てくることが、すごくいいと思ってい

ます。 

  先ほどのコミュニティデザイナーがあるのと、コミュニティバリューがあることも、ぜひ

皆さんに、区民の方に理解していただくほうがよいのではと思っています。 

 

○事務局荻野  ご質問の１点目、コミュニティデザイナーの選定つきましては、運営会社が

行っております。  

今はまだ美原区・東区エリアのデザイナーは選定されておりませんが、今後このアプリが

軌道に乗った段階で、運営会社がコミュニティデザイナーの募集をかけ選定する予定です。 

その場合、一定の投稿を今までにやってくれた方などを選んでいくと聞いております。 

  次に２点目のコミュニティバリューにつきましては、美原区がピアッザ公認アカウントと

いう形で選定され、この公認をピアッザ株式会社からいただくことによって、１週間当たり

何件投稿されたのか、何件「いいね」がついたのか、フォロワー数が何人なのか、ユーザー

数が何人なのかなど、一定の数値化したものが、1週間単位で連絡が入ることになっており
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ます。 

 

○松本委員  ありがとうございます。以上です。 

 

○堀内座長  他にご質問等ございますか。 

 

○伯井委員  この登録というのは、個人でないとできないのでしょうか。具体的に言います

と、美原区政策会議として登録することは可能なのでしょうか。 

 

○事務局荻野  美原区政策会議として登録することは可能ですが、運営方法などにつきまし

ては、委員の皆さんで決めていただく必要があります。 

 

○伯井委員  米谷委員がおっしゃったように、きちんとその定義というか議論をしないとい

けないというのはおっしゃるとおりだと思うのですけれども、座長おっしゃったとおり、や

りながら考えるのも一つの方法で、まず自分たちでやってみて、いろいろなことを考えてや

りながら、別にやってみて向いてなかったら止めてもいいので、個人的には区政策会議とし

てやってみたいなと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。区政策会議のアカウントで情報発信するには皆さんで

議論し意見を反映させるべきですが、その前に各個人でアカウント登録していただいて情報

発信していただくことがあっても良いのではと思っています。 

  美原区は新たな情報発信の場としてピアッザに参加するということですので、各委員の皆

さんもよろしければ情報提供していただけたらと思います。 

なお、前回は一人一人に何か自己紹介も兼ねて御意見いただいたのですが、今回は委員の

皆様方の中で、こういうことを行おうと考えているとか、こういうことをしたら良いのでは

ないのかという意見をお持ちの方に発言をお願いいたします。 

それは個人でも構いませんし、区政策会議の発信でも構いませんのでよろしくお願いしま

す。 

 

○松本委員  このピアッザですけれども区外へ発信するというよりも、基本区内で美原区の

方々がコミュニケーションを積極的に取っていくという位置づけで活用するという認識で大

丈夫ですよね。 

 

○事務局荻野  そうです。まずは区内の方がつながって情報共有していただくことが重要と
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考えています。ピアッザにはメインエリアである美原区・東区の他にサブエリアを選択する

ことができますので、他のエリアから情報収集したり、他のエリアに情報発信することも可

能です。 

 

○松本委員  承知しました。それを踏まえた上で、今後の発信の在り方、やり方みたいなと

ころに関しては、委員の皆さんで様々な情報を各々の活動で発信していくということがすご

く重要だし、委員だけではなく、区民の方々を多く巻き込んでいけるような企画やアプロー

チがすごく重要なのではと思っておりまして、案出しをどんどんやっていったほうがいいの

ではと思っています。何か具体的な方法はあると思うのですが、いろいろな意見を収集すれ

ばいいのではと思っています。 

 

○堀内座長  というわけで、ぜひ皆さん、何かありましたらどんどん言ってください。 

 

○髙岡里恵委員  基本的な質問ですけれども、このチラシはどこかで配られているのですか。 

 

○事務局荻野  今のところは、子育て世帯向けのチラシが先行してでき上がってきましたの

で、美原区内の保育園や幼稚園関係に世帯数の枚数を配布させていただきました。今後はお

手紙、子ども、児童のお知らせにこのチラシが入ってくると思います。 

  なお、一般向けのチラシについては区役所内のほか古代米の協力事業者さんにもお願いし

たいと考えております。 

 

○髙岡里恵委員  このピアッザは３月１日から美原区で始まったのですよね。それなのに３

月２９日の時点で登録が２１５名ってすごく少ないなって思います。 

  私は今日、個人的にお店で登録させていただきました。 

  登録で名前を入れたりいろいろするのがちょっとおっくうだったりもしましたが、内容を

確認すると「譲ります」などの内容があり、ジモティや農業専門のマッチングアプリのよう

にうまく利用できたら良いなと思いました。 

  以前、座長の先生がおっしゃられたように、時間がある学生さんとかが必要な方とめぐり

合わせることが、このピアッザでもできるのではと思いました。 

  そのためには多くの人にまず手に取ってもらい、このＱＲコードを見てもらうことが大事

だと思いますので、私はまず周りにいる自分の知り合いに登録してもらうようにいいます。 

多分、皆さんチラシのＱＲコードで読み取ると思うのでアルテベルや区役所など多くの場

所にチラシを置いてすぐに手に取れるようにすることが必要だと思います。 
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○堀内座長  ありがとうございます。ほかにもありましたら。 

 

○岡本委員  図書館とか区役所の１階にいろいろ案内のチラシとかを配架していると思うの

ですが、そういうところにこのピアッザのチラシを置く予定はないのでしょうか。多分この

アプリを知っている人はあまりいないと思いますので、図書館やたくさんの方が行かれる公

共機関などに置かれるほうが良いと思うのですが。 

 

○事務局荻野  今後は図書館や保健センターなどチラシを置いていただけるところにお願い

しようと思っています。なお、広報さかい美原区版の３月号と４月号や美原区のホームペー

ジにピアッザ開設の記事を掲載しております。 

 

○岡本委員  ありがとうございます。 

 

○堀内座長  私もピアッザを１週間ほど前にインストールし確認したのですが。よく出てく

る内容が、どこどこの公園に行ったらきれいだったとか、よくインスタグラムであるような

タイプの情報で、逆に求人募集などの情報は見ないので、そのような情報交換もできたらも

っといいかなと個人的には思います。 

  どうでしょう。もし何かありましたら、お願いします。 

 

○田中委員  ２点ございまして、まずピアッザの内容ですけれども、防災情報が入っており

ました。いわゆる美原区ビジョンの２０２５の基本方針で、安全・安心に暮らせるが一番に

出ており、今はコロナ含め大変興味ある話題だと思います。 

  全国的に少子化で人口が減少しており、美原もだんだん人口が減っていくようですけれど

も、それをくい止めるためには子育て世代にたくさん美原に住んでもらうことが大切です。 

  子育て世代も高齢者も一番関心があるのは、安全・安心だと思うのですが、防災に関しま

しては、今年も４つの校区で防災訓練を行いました。もちろんコロナの対策で、規模を縮小

しておりますけども、やりました。 

  そして防犯に関しましても、防犯パトロール隊が組織されて、美原区内を巡回しておりま

すが、参加される方はどうしても年配の方が多く、当然、子育て世代は忙しいと思いますが

自分たちの問題でもありますので、防災活動、防犯活動にはお互いに参加して、自分たちの

まちをみんなで守るというふうにしてほしいと思います。そういう場合にこういうアプリを

使って、皆さんにお知らせするのもいいかなと思います。 

  それからもう１点は、先ほど米谷委員も言われましたが、美原区の魅力を発信する方法の

１つの媒体として、このピアッザはやればいいと思いますが、美原区の発信方法が、これだ
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けではもちろんなく、いろいろな発信方法があると思いますので、ほかにもどんなやり方が

あるかというのも議論ができたらお願いしたいと思います。 

 

○堀内座長  他に御意見ありましたらお願いします。 

 

○鳥井委員  ピアッザ自体は良いと思うのですが、美原区の独自性を発信したいと言われて

いるのにチラシの内容が北区とほとんど同じというところにショックを受けました。 

前回いただきました北区のチラシを見て美原区にもできればよいと思っていたのですが、

美原区の独自性を発信するのであれば写真も同じものを使うのではなく北区とは違うという

ところをもっとアピールしていただけたら嬉しかったと思います。 

  それとこの中身で子育て支援は重要と思いますが子育て以外のところへのＰＲはどのよう

にされるかが気になっております。 

  例えば高齢者の方はこれを見ることができないかもしれませんが、介護する方々はケアマ

ネージャーさんがどちらにいるのかとか、どういうところに施設があるのかなどの情報を欲

しがっていると思いますので発信方法も考えていただけたら嬉しいと思います。 

  あと、防犯・防災はいつ発生するかわかりませんので、何か問題が起こった時にどういう

ところに行けばよいのかなどの情報の発信も大事だと思います。 

  先日、黒山校区で、防災訓練させていただきました。そのときに無事ですマークという、

みんなの家で無事か、無事でないかということがわかる訓練させていただきました。 

校区会員に無事ですマークを配布し、私の組では大体６０％から７０％近くの人に協力し

ていただきました。防災防犯は皆で協力することが大事だと思いますので、その発信方法も

考えていただけたら嬉しいなと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。他はどうでしょう。 

 

○伯井委員  私は、高岡さんと一緒に北校区で民生委員させていただいており、また地元丹

上地域で青年団にも入っていますが、小学生とかのお子さんがいる家庭は子ども会などで地

域コミュニティーとしてのつながりがありますが、先ほどおっしゃったような防災活動もそ

の間の世代のつながりがなく年配の世代まで飛んでしまうのが現実だと思います。 

  防災活動を含めいろいろな活動をこのＳＮＳを利用し区政策会議として発信することをや

っても良いのではと、おそらく「いいね」もつかず件数も伸びないかもしれませんが、我々

のような団体がやることに意味があり、普段触れることの無いような情報をその世代に発信

することに価値があるのではないかと皆さんの意見を聞いていて思いました。 
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○堀内座長  ありがとうございます。 

  委員の皆様方のお話を伺っていて、多分ピアッザに個人として情報発信する人は、ふだん

からＳＮＳをよく利用する人で、防災とか介護とか地域活動などをされている方はＳＮＳに

載せようとは思わないので、どのような情報が重要なのかを区政策会議で考えて載せていく

ことがこのピアッザの使い方になるのかなという気がいたしました。 

 

○岡本委員  美原区役所の方たちは、このピアッザがどうなればゴールというか、達成だと

考えておられるのでしょうか。登録者数が増えればそれがゴールなのか。それとも美原区で

多くの人が見るようになれば、そこがゴールなのか。それとも図書館や博物館などに人がた

くさん来るようになればゴールなのかという疑問があります。 

  それから、ベビー用品やお下がりとか、家具を譲り合うとかいうのがありますが、知らな

い人たちが出品していて、欲しいという人もいるかもしれませんが結構怖いと思うので、そ

の辺の安全性などは担保されているのでしょうか。 

 

○事務局荻野  ゴール、最終地点というのは、今はまだ開設したところですし、何を目標に

するのかというところまでは考えておりません。 

あと、一応区としましては、このアプリを使って、区民の方たちが情報共有しながら、区

の魅力を発信していただく１つのツールとして考えおり、ゴールを特に決める必要があるか

どうかについても考えていく必要があると思います。 

  もう１つ、知らない人からの物を交換したりもらったりすることは区役所が介入するもの

ではなく、個人同士のやりとりで進めていってもらうものと思っています。 

 

○司会  もともとこのピアッザというのは、あくまでも皆さんがつながるツールの１つと考

えており、美原区は魅力があってもなかなか認知されていないとかの声がありますので、区

民同士が自由に情報交換でき発信できるように導入させていただいております。 

 そして美原区に関係する皆さんが、たくさんの意見を出し合いながら、楽しく魅力などを

情報共有していただいた中で、各個人の方が違うツールを使っていただいても結構ですので、

それを外へと発信していただけたらいいのかなと考えております。 

 

○智葉委員  このピアッザはちょっとターゲットが若い人向きかなと感じています。 

地域のつながりや地域活動についてなのですが、自治会離れやＰＴＡも活動をしたがらな

い、子ども会も加入しないっていう方々もたくさんおられます。 

そういうコミュニティから遠い人たちをどうやって巻き込むのかっていう情報発信も、

個々に必要なのかなと思います。 
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  活動に参加したくない人は、そこに魅力がないから参加したくないのであって、若い人た

ちが美原区に住みたくなるような魅力をどう発信していくのかが重要だと感じています。 

  このピアッザについては広報で少し見ましたが区役所に行ったときにあまり目につかない

感じでしたのでもっと周知できるような案内は必要かと思います。 

  また、区役所窓口の待ち時間や病院の待ち時間などに魅力を発信するような動画などを流

すこともいいと思っています。 

もっと美原の何かに参加したくなるような情報をこちら側も提供することが大事ではない

のかなと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。多分、考える魅力じゃなく、ふだん暮らしていて何も

気づいていない人たちが、実はここに暮らしていて楽しいんだっていうような魅力を伝える

のが大事だろうということですよね。 

  私も質問なのですが、ピアッザで動画は使えるのですか。 

 

○事務局荻野  今のところ動画の機能までは整っていません。今後、運営会社が動画機能を

拡充するかどうかはわかりませんが、今は静止画、写真の投稿を地図にリンクするという機

能までは拡充できると聞いています。 

 

○堀内座長  ほかどうでしょう。結構いろいろな意見が出てきましたけれども。 

 

○阿部委員  私は民生委員をしておりますが、２月ごろから認知症のお独り住まいの方がい

らっしゃって、それに気づいてくださった方というのは、御近所の方です。 

  私たちの子供の頃は、「卵を買い忘れたからちょっと卵貸して」とか、「おみそ貸して」

とかの会話が、お台所にいる母や御近所のおばさんたちから聞こえてきましたが、今は気づ

いてもらえることが難しく、私を見て、私はここにいるの、誰か気づいてというのが届かな

いことがいっぱいあると思います。先ほどの「お譲りします」や防災などのイベントや教え

てという情報は、「おみそ貸して」「卵ある」というようなツールになる気がします。  

子育て世代では、お仕事を持ってらっしゃる方がたくさんいらして、ホッとできる時間っ

ていうと、お風呂から出てきて寝るまでの時間帯なので、若い人たちに発信していこうと思

ったら、こういうツールがあったら、発信するほうも、それから受け取るほうも便利じゃな

いかなって思いました。 

 

○堀内座長  ほかどうでしょう。まずは何か「こんなんができたらいいんじゃないかな」と

いう意見があればお願いします。 
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○高岡委員  美原区の魅力でいうと私たちぐらいの年代の人たちが古代米を一生懸命頑張っ

てくれているのですが、例えば空いている土地などを利用して、もっと古代米を皆さんで植

えていただくように魅力を大きくするようにしていくことも大事だと思います。 

これからの時代は農業もしっかりやっていくことが大切で、例えば私たちよりももっと若

手で今農業を頑張ってやってくれている人をたくさん知っており、美原区でもハウスを５つ

も６つも作って、イチゴをネットで販売して、おいしいと評判になっている人など、そうい

う若手をもっと育成するような農業も大事なことで、それも魅力の１つかなと思っています。 

土地を商業施設などに貸すだけではなくて、そういう農業をできる若い子に、堺市や大阪

府の協力を得ながらもっと若手に農業をやってもらい、その魅力を発信していけたら良いと

思います。 

 

○西村委員  さっき高岡さんが言われていたように２１５人は確かにちょっと少ないなと思

いました。まず登録してもらわないと見てくれる人がいないので、魅力が幾らたくさんあっ

たとしてもどうにもなりません。 

私も３月頭ぐらいに直ぐに登録しましたが、今現状フォロワーが２人で、発信したところ

で２人しか見てくれないっていうのがあるので、登録者数をまず増やすところから考えたほ

うがいいのではと思いました。 

  美原区で考えてみると、今年度の区民まつりは、いろいろな動画をＹｏｕｔｕｂｅにアッ

プしていましたが、見取り図の動画再生数が桁違いに大きくて、芸能人の力ってすごいなと

いうのがありました。 

  美原区の中でも芸能活動をしている人は割とたくさんいて、モデル活動をしている子もイ

ンスタグラムでフォロワー１万人を超えていて、そういった子も美原区内にはたくさんいる

ので、美原区公認みたいな感じでピアッザに入ってもらって、例えば区役所のイベントなど

を美原区公認のアイドルや芸能人などから発信してもらえると見る機会も増えるでしょうし、

美原区に住んでいない方たちも、好きなアイドルに会えるかもという気持ちも持ちながら、

見てくれる人も圧倒的に増えるのではと思いました。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。今の御意見で多分アイドルを呼ぶには、多くのお金か

かると思いますが、ゆるキャラとかだったら割と安くできるし、ボーカロイドも人工音声で

できますので、何か区政策会議のゆるキャラのようなものを作っても良いのではと個人的に

は思いまいした。 

 

○米谷委員  先ほど伯井委員からもありましたように、区政策会議でピアッザを使い発信す

ることには賛成です。 
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  それと情報の発信の仕方にはいろいろあると思いますが、昨年の区民まつりで、せっかく

ああいう活動をしてきたのに、例えば区役所の１階のホールのテレビはいつもＮＨＫばかり

流れているので、区民まつりの動画を流すこともあって良いのではないかと思っています。 

  継続的に地域活動の問題をするならば、自治会活動なども、ここではこういうことをやっ

ているということを発信する仕方もあるのではと思います。 

確かにピアッザも良いと思いますが、美原の魅力が何でどのような形で発信するのか。 

  先ほど古代米の話も出ておりましたが、ライムを植えてまちづくりの発展をしようとか。

泉北ニュータウンのほうではレモンを植えて、まちづくりを進めようとかが出てきており、

美原区でもまずそのことを論議する必要があると思います。 

ピアッザではお年寄りが利用しにくいと思いますので、区役所のテレビでまず区民まつり

の動画を流すようなことも考えるべきではないかと思います。 

  私も自治会長をやっていますので、できるだけ自治会の活動について理解していただくよ

うに毎月Ａ４の裏表でニュースを出しておりますが、反応のある時とない時があり、できる

だけ住民の動きを知らせると反応があると感じています。 

  なお、ＩＣＴの問題でも堺市からのお願いでＳＮＳを使った取り組みも自治会で何を伝え

るのかということを役員会できっちり決めないといけないと思っています。 

  情報発信は確かに大事で、先ほど伯井さんから区政策会議でアカウントをとって情報発信

していくことには賛成ですが何を発信するのかを我々で決めていくことが重要で区役所だけ

では進まないのではと考えています。 

  今我々委員に求められているものは、確かに発言も大事ですが、自分らも一緒にそれをや

らなければならない。そのことについて論議を始めていかなければならないんじゃないかな

と思っています。 

 

○松本委員  先ほどの米谷委員のお話をお伺いして、私自身も何を発信していくのか同時並

行でやっていったら良いと思っています。 

例えば先ほど西村委員おっしゃったように、いろんなモデルさんとかを巻き込んでいくと

か、地域の活動の方を巻き込んでいくっていうことも決めていくべきだし、ピアッザはあく

までも１つのツールでフェイスブックやＹｏｕｔｕｂｅとかのいろいろある中で、美原区ビ

ジョン２０２５で掲げるなか、どのような魅力を美原区は作ってくのか、今までの魅力があ

り、これから商業施設がどんどん建っていって新たな人が流入していく中で、この１０年ど

ういう魅力を美原区で作っていくのかということなしに、ツールの議論をしていたところで、

本筋の幹の部分がしっかりしないと全然進まないと私自身も感じたので、幹の部分を先に議

論するべきではと感じました。 
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○岡本委員  このピアッザというアプリですが誰をターゲットにするのかということが非常

に重要だと考えております。子育て世代向きということですが、美原区に住んでいる子育て

世代の人をターゲットにしても、実際の中身が伴っていないと子育て世代は多分増えないと

思います。 

ほかの地域から美原区に若い世代が転入してもらうには、このピアッザを他の市、河内長

野市、羽曳野市や大阪市内にも配架していく必要があると思います。 

子育て世代が増えている地域は、口コミとかが増えていくと思うので、中身が大事だと思

います。情報を発信してもターゲットになっている人が魅力をそれほど感じられなかったら、

結局はこのアプリだけがいいというものになってしまう気はいたします。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。 

  私個人の意見を申し上げたいのですが、ここまでピアッザのツールだけ言っていてもしょ

うがなく、中身を言わなきゃいけないっていうのはそのとおりですが、では美原区全体で、

人口が３万人ぐらいで平均をとってもしかたがないと思うのです。 

私が以前やってきた大学での仕事でよくやったのが、全体を紹介するのではなく特にいい

ものを見つけ出して紹介し、それでほかの人を巻き込んでいくのが、多分やり方としては一

番早いのかなと思います。 

  それで、まずは委員の皆様方で、自分はこういうことをしているということがあるのであ

れば、それを積極的に発信していただく。あるいは自分じゃなくても、情報発信してなくて

も構いませんので、これは魅力的だというものがあるのでしたら、ぜひ次回の場で、それを

紹介していただく。その中で、最終的に区として、どれをアピールするのかが決まっていく

のではないのかと私は思っています。 

  確かに一番大事なものを議論するのも重要ですが、この会議の場も何回開くか分からない

ので並行で進めるほうが良いと私は個人的に思うところです。 

  それではここまで委員だけで話ししていましたが、これまでの意見踏まえ、事務局はどの

ようにお考えですか。 

 

○司会  様々な御意見いただきまして、大変参考になりました。 

なお、委員の皆様は当然お立場によって考え方は違います。 

もともとこの会議は、１つの意見をまとめるというような場ではありませんので、様々な

意見が出て当然であり、御自身が所属する会社や団体を背負われて発言されていると思いま

すので、今後どのような形で進めていくのかは行政の判断になってくるものと考えておりま

す。 

よって、構成員の皆様が個々で発信されることについて、私どもが否定するものではあり
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ませんが、この会議で何か１つの方向を絶対に決めないといけないというようなことではな

いと考えております。 

 

○澤田区長  様々な御意見ありがとうございます。 

  私が思いますのは、魅力というのは、いろいろな魅力があると思っていまして、世代によ

っての違いもあるし、活動のシーンによっても魅力というのは違うと思いますので、美原の

魅力はこれだっていうものを、今決める必要はないのかなと思っています。 

  このピアッザはあくまでもツールであって、これを使うのが目的ではなく、これを使うこ

とによって、皆さんがコミュニケーションを交わしながら、その中で何が魅力かというもの

を発見していく。そのあくまでもフィールドがこのピアッザなのかなと思っています。 

  そこで皆さんが、こんな楽しいことがあるよ、あるいはこんなことが魅力だと思うんだけ

どな、というようなことをピアッザの中でコミュニケーションを交わしていただき、じゃあ

それをみんなでやってみようかとかいうような提案もできる。そういう場に、このピアッザ

を使っていただければいいと思っております。 

しかし、皆さんが情報発信する際に、ピアッザではなくインスタやＰＶをＹｏｕｔｕｂｅ

で発信するなどいろいろな方法があると思いますので、ピアッザはあくまで入り口であり、

ツールであって、目的ではないと思っております。 

このピアッザの中で皆さんが、たくさん議論を交わしていただけたら、それがいろいろな

ところにつながっていく、そのことが１つの目的でもあるのかなと思っています。 

 

○米谷委員  先ほど事務局の区役所職員の人の説明について、ちょっとそれでいいのかなと

いう疑問に思うことがあります。 

我々がここで論議をしているというのは、決められないということかも分からないですけ

ども、それなら言いっ放しでいいのかなという、そういう捉え方に聞こえました。 

今の職員さんの話を聞いていて、そうではないだろうと、ここで論議をして決められない

ことがあるかもしれませんが、その方向で何とかしていこうではないかという論議をしてい

くということを考えていただきたい。 

ああいう言い方をされたら、どうぞ言ってください。どんどん意見を言ってください、ま

とめなくてもいいですよということになるので、そうではなく我々は真剣に美原をどうする

んだと、美原をもっといいまちにしなければならないというふうに思っている。 

皆さんもそういう気持ちでこの場に参加をされておられると思うので、先ほどの答弁みた

いなことしてもらったら、やる気がなくなるなというふうに思いますので、よろしくお願い

します。 
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○阿部委員  １回目のときだったと思うのですが、私は何も分からないままでここに来て、

それで何かを決めるんだ、何かをしないといけないんだということでいっぱいだったんです

が、一番最初に説明してくださったのが、ここで話をして、何かを決めてくださいというこ

とではなく、まず一人一人がどういう考えを持っているのかを聞きたいので、どなたかが発

言された言葉に対して、例えあなたが反対であっても、あなたの意見に反対ですよっていう

ことはおっしゃらないでくださいと１回目のときに話されたと思います。 

自分が持っている考え、持っているもの、感じたことをどんどん出していってください。 

その中から私たち行政は良いと思うことをすくい上げていきますので、皆さんの意見を聞

かせてくださいと確かおっしゃられてました。 

  だから、私たちが先頭に立って、何かを決めねばならないのではなくて、私たちはこんな

ふうに考えているよ、こうなのよ、これどうですかと投書するように意見を真ん中に落とし

ていって、それを「あ、これいいやん」、「思いもつけへんかったなあ。じゃあ１回これを

すくい上げてみようか」というふうにする、私はそのつもりで来ているんですけれど、それ

でよろしいですか。 

 

○澤田区長  はい。今おっしゃっていただいたとおりです。この区政策会議の前には区民評

議会というのがありましたが、これは何かを決める場ということで、テーマを決めてあまり

にも何かを決めるということになってしまったがゆえに、なかなか議論が広がらなかったと

いう反省のもと、今回この区政策会議では、皆さんに多様な御意見を発言していただき、そ

れは正しい、正しくないではなく、それをやってみよう、面白いよねっていう、共感を得る

場になればいいと思っています。 

いろいろな立場の方に御参画いただいていますので、様々な御意見があって当然だと思い

ますので、その中で私ども、あるいは皆さん方が共感される、そういったものを美原区役所

だけではなく、我々とともに民間の皆様方も取り組んでいただける場になればと考えており、

ここで何かを決めるというようなことにはならないかと思っております。 

 

○堀内座長  私も各委員がそれぞれ自由な意見を言って、それが言いっ放しになっていると

は思わないです。というのも、初めはみんなが美原の魅力を素直に言えばいいのではと思っ

ていたのですが、そこでいう魅力は外から見たインスタ映えする物ばかり連想していました。 

ところが委員からいろいろ意見を言っていただく中で、そういう情報発信の対象にならな

いようなもの、あるいは自治会とかの活動に参加してない人が、参加しようと思わせるよう

な、見栄えがいいとかではなくて、活動したら、参加したら、楽しそうだなとか、皆さんが

意見を言い合うことによって、方向や考えがまとまってきたように私は思っていました。 

  何かを決めるようにしなくても自由に意見を言い合うことで何となくぼんやりとしたもの
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が出てきていると思います。   

どうでしょうか。何かこれだけは言っておきたいということがありましたら、お願いいた

します。 

 

○奥野委員  この会議は１人が１回しゃべらないといけない雰囲気になっていますが、人数

が多いので場合によっては１０人ぐらいの２グループに分けて会議するような形をとっても

いいかなと思います。 

  それとピアッザですが、私は７０歳代で高齢者が増えている時代ですので、高齢者の話も

聞いてもらったらいいと思います。 

  今までは、農家をやっていれば成り立っていたのですが、現代はもう社会が多様化して４

０代、５０代ぐらいの人の後継者がいないというのは、どの社会でもなかなか難しい問題だ

と感じております。 

 

○堀内座長  会議の開催方法については事務局のほうで検討していただければどうでしょう

か。 

 

○岡本委員  今日ピアッザの意見を皆様からいろいろ聞かせていただいて、勉強になりまし

たが、このピアッザを私たちはどうすればよろしいのでしょうか。区政策会議で発信してい

けばよいのか、委員の人たちがいろいろな情報をピアッザに発信していけばよいのか。それ

ともどういうものを取り上げるのがいいかを話し合っていけばよいのか。それともどういう

ふうな人にターゲットに絞るのかを決めればいいのか、ちょっと疑問に思いました。 

  あと子育て世代を増やすのであれば、美原区内だけではなくて、他の市とかにも、南海さ

んも提携されているということですので、南海電車の駅とかにチラシを配架されたら、他の

市からももしかしたら交流ができるかもしれません。 

  先ほども言いましたが、この区政策会議の委員はピアッザに対して何をすればいいのかを、

知りたいと思います。 

  

○堀内座長  事務局からお願いします。 

 

○澤田区長  まず私どもからお願いしたいのは、ピアッザを広めていただきたいということ

です。現在登録者数が２１５人ですが、たくさんの人に登録いただくことがまず第一と思っ

ておりますので、皆さん方でお知り合いの方に広めていただく。そして皆さん方で実際にこ

のピアッザを使っていただいて、情報発信していただく。そこから何か新しいものが生まれ

てくるのではないかなと思っておりますので、まずは広めていただいて、使っていただく。
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それが私どものお願いです。 

 

○髙岡照美委員  このピアッザのチラシは区内の全保育所と幼稚園の家庭に配布されたので

しょうか。 

 

○事務局荻野  そうです。園児の保護者向けに配布しております。 

 

○髙岡照美委員  このチラシは２枚セットですか。 

 

○事務局荻野  いえ、子育て世代のチラシだけをお配りしています。 

 

○髙岡照美委員  それ以外にチラシを配る予定はないのですか。小学生の子供たちに配ると

か。広めてくださいって言われても一から十まで説明できません。 

だから子供たちが持って帰って親が読むとか、回覧板に１枚つけるとか「ああ、今度こん

なんできたんやな」というふうにわからないといけないのではないですか。 

  これを利用できる人はすでにスマホを使える方で年寄りには使い方もわかりませんので、

広めるには、まずこれを知らさないといけないと思います。 

広める人数も多くないので、チラシを置くことも大事です。食堂に置いたり、美容室に置

かせてもらったり、郵便局さんに置かせてもらったりするのも大事で、それをしなければな

かなか広がらないと思います。 

  私は１回目のときにも言いましたが、子どもは学校へ行ったら、学校のよさを勉強して、

２年生３年生になったら校区の勉強もします。北小校区にはこんないいところあることを勉

強しますが、八上小学校区のいいところは知らない。八上の子は八上校区の勉強を３年生で

する。子供たちに自分の住んでいるところの良さを黒山でしたら古代米などを知ってもらう

ことが重要で美原の魅力の発信は絶対知ることから始まると思います。 

知ることとは実態を知ることだと思うので実態を知ってその魅力を知る。 

自分たちは良い所に住んでいることが分かれば、子どもたちも美原を愛する大人になって

いくと思います。このチラシについても大事だと思いますので、もっとたくさんの人たちの

目につくように配布の仕方などを工夫していただけたらなと思います。 

 

○堀内座長  そろそろ時間ですので、どうしてもこのことは言っておきたいというのがあり

ましたら。 

 

○山本委員  まずはピアッザなど、どこで情報発信をしているのかを知ってもらう必要があ
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ると思います。 

  私の地元では、地域行事の案内などを町内会の掲示板や回覧などを通して知っていただい

ています。また他の町に住んでいる親戚や保育園・小学校等にも協力してもらって、若い保

護者への案内も行っています。 

  美原区にはたくさんの企業があると思うので、社内での回覧などで回してもらうことで、

アプリや情報発信している場所を知ってもらって、美原の魅力をもっと広げていくことが大

切だと思います。 

 

○堀内座長  ありがとうございました。 

 

○岡本委員  先ほど区長がおっしゃられた、ピアッザを広げていただきたいということで他

の委員も言われていたように、個人でご近所の人に教えようとしても、かなり無理があると

思います。 

ＳＮＳにしてもいろいろなサイトがあり、偽アカウントなどの怖い事件やトラブルのケー

スもあるので、警戒されている方も多いと思います。 

それから「お譲りします」というのもトラブルとかが怖いので、よほど物があふれていて

処分に困っている方でないと利用しないと思いますし、個人で発信してくださいと言われま

しても、難しい面がありますがその点についていかがお考えでしょうか。 

 

○司会  必ず個人で情報発信してくださいというのではなく、もし発信できる方がおられま

したらしていただくという形でお願いします。 

強制的に委員の皆さんに必ずしていただくようなものでは一切ありませんので、よろしく

お願いいたします。 

 

○松本委員  すみません、個人的な思いとか決意というところですが、先ほどおっしゃられ

ていたように、議論の中で各々思っている美原の魅力が出てきて明確化されて行くという認

識を改めてできましたので、私自身も農業や教育の活動をやっており自身の活動や、美原区

の魅力だと思っているものをピアッザで発信しようと思っています。 

委員の皆さんも美原区の魅力だと思われていることがあると思いますので、可能な限りそ

れを発信していけばよいのではと思いました。 

  もう１つは、小学校・中学校の教育機関に御協力いただくのはすごくよいと思っていて、

先ほど言われたように地域での活動や地域の方を講師として呼ぶなどを授業の一環でやられ

ていると思いますので、そういったところをピアッザで発信をすると結構子どもの親世代が

ピアッザのターゲットに当たっていて使用頻度が高いと考えられますので、すごく面白いの
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ではと思っておりました。 

 

○堀内座長  ありがとうございます。 

  まずはできる人がやればいいと思いますので、やれる範囲で楽しくやるのが一番だと思い

ます。その結果として、区政策会議アカウントみたいなもので発信するものが決まってくる

と思いますので、まずは気楽に、やれる人だけやっていただく。あと宣伝するのもやれる範

囲でやっていきましょうという感じでどうでしょうか。 

  では案件１についてはこれぐらいということにさせていただきたいと思います。最後ピア

ッザに情報提供していただける方は、ぜひよろしくお願いいたします。 

  案件２、その他に関しては特にないと伺っておりますので、事務局に引き継ぎたいと思い

ます。 

 

○司会  ありがとうございます。 

  それでは澤田区長より、ひとこと御挨拶申し上げます。 

 

○澤田区長  すみません。お疲れのところ、少しお時間頂戴したいと思います。 

  年度末の押し迫った中でお集まりいただきまして、ありがとうございます。また２月に開

催させていただく予定でしたがコロナが収まらないということで、このような時期になり申

し訳ありませんでした。 

  私ごとで恐縮なのですが、この３月末で定年退職ということになりまして、私の名前での

開催で皆さんにお集まりいただくのは本日が最後ということになります。当然、美原区の区

政策会議ですので皆さんには引き続き集まっていただき、新しい区長のもとで多様な御意見

を忌憚なくいただきたいと思っております。美原区のために、私どもも一生懸命取り組んで

まいりたいと思っておりますので、引き続き皆様の御協力をよろしくお願いいたします。 

 

（拍手） 

 

○司会  それでは以上をもちまして、令和３年度第２回堺市美原区政策会議を閉会いたしま

す。 

  本日はありがとうございました。 

 


