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平成２８年度第２回淀川区区政会議 

安全・安心なまち部会 

 

  日 時：平成２９年２月２日（木） 

      午後６時３０分～午後８時２７分 

  場 所：淀川区役所５階 

      ５０４会議室 

 

○西政策企画課長 

 定刻となりましたので、淀川区政会議安全・安心なまち部会を始めさせていただき

ます。 

 私は本日の進行役を務めさせていただきます淀川区役所政策企画課長の西と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日副議長の姫野委員は御欠席とお伺いしております。 

 ただいま、区政会議安全・安心なまち部会委員７名中６名の御出席をいただいてお

ります。定数の２分の１以上の委員が出席されておりますので、会議が有効に開催さ

れていることをここに報告申し上げます。 

 なお、本日出席委員並びに区役所の職員につきましては、お手元の座席表にて御確

認いただきますようお願いいたします。紹介のほうは割愛させていただきます。 

 それでは、次第に沿いまして議題に移らせていただきます。今回は、会議に先立ち

まして、委員の皆様にあらかじめ、「安全・安心なまちづくり」に関する課題の中か

ら、関心のあるテーマをお伺いいたしました。 

 本日の会議では、皆様の関心が特に高かった「防犯の取り組み」と「要援護者の支

援体制」のこの２つのテーマを取り上げさせていただきます。事務局からは、もう一

度改めてそれぞれの課題の現状につきまして、簡単に御説明をさせていただいた上で、
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委員の皆様から自由な御意見賜りたいというふうに考えております。 

 この区政会議の部会は、区政会議の議論を効率的かつ効果的なものにするために、

それぞれ所掌事項について意見交換を行う場として位置づけられております。この

「安全・安心なまち部会」で取り扱うのは、「防犯や防災、地域福祉や健康づくりに

関する事項」となっております。 

 少人数の会議でございます。よりテーマを深く掘り下げた意見交換をしていただく

ことも可能かと考えております。区役所への御意見・御質問だけではなく、この機会

に他の委員の方々にお伺いしたいこともございましたら、遠慮なく御発言賜わればと

思います。 

 会議の時間は２時間を見込んでおります。午後８時３０分には終わってまいりたい

と思いますので、御協力いただきますようお願いいたします。 

 それでは、ここからは横山議長に進行をお願いいたします。 

○横山議長 

 はい。それでは、改めましてこんばんは。今日は副議長がお休みということで、私

１人で、非常に緊張しておりますけれども、皆さんなるべく自由な、先ほど説明あり

ましたような、きょうは形態でありますので、御意見いただけたらと思っております

ので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと座って進めさせていただきます。  

 それでは議題の安全・安心なまちづくりの取り組みについてということで進めてい

きたいと思います。先ほど事務局から説明がありましたように、今回、２つのテーマ

について、意見交換を行います。各テーマ意見交換の時間は５０分程度を見込んでお

りますので、御協力よろしくお願いいたします。 

 まず、それでは事務局のほうより、「防犯の取り組み」について、説明をお願いい

たします。 

○新井市民協働課長 

 こんばんは。市民協働課長の新井です。本日はお忙しいところ御出席賜り、まこと
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にありがとうございます。 

 それでは、資料３に基づき、ちょっとかけて説明させていただきます。 

 Ａ４の横長の資料３のほうをごらんください。 

 防犯の取り組みについて、現状、街頭犯罪７手口（ひったくり、路上強盗、自動車

盗、車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自転車盗）の１０万人当たりの発生件

数が、大阪市は平成２６年１，０８３件、２７年９５３件。淀川区は８４８件が２７

年度は８２１件で、市内の中で１１位となっております。北部衛星都市平均５４６件、

２７年度は４９７件と、どれも少し減少傾向にございます。大阪府警の街頭犯罪抑止

総合対策の成果、刑法犯罪認知件数が平成１３年から半減するなど、府下の治安情勢

は格段に改善した。大阪府警の平成２８年犯罪抑止対策、府民の不安感を払拭して、

安心感を醸成する必要がある。子どもや女性を狙った性犯罪、ひったくり・路上強盗、

自動車関連犯罪ということで、左の表を見ていただきますと、１０万人当たりの発生

件数ですが、真ん中の折れ線グラフが淀川区となっております。平成２０年度１，３

０９件であったものが、平成２７年度は８２１件に激減している状況です。全体的に

減っております。 

 また、右の表でいいますと、子ども女性被害の発生件数が、２６年度９８件、２７

年度１２９件、２８年度１３３件とふえていく傾向にございます。上記以外の淀川警

察署において取り組む犯罪、平成２８年署指定犯罪として、還付金詐欺・自転車盗の

犯罪抑止対策を指定しております。大阪府下の特殊詐欺認知件数と被害額として、平

成２５年１，１１０件で３２億円、２６年度７９１件で３５億円、平成２７年１，１

７０件４１億円となっております。特殊詐欺として、よく最近多いのが役所の名前を

語った還付金詐欺というのがありまして、税金の還付であるとか、医療費の還付、あ

るいは、国民健康保険料の払い過ぎで還付ですということで、電話をかけてＡＴＭに

呼び出して振り込め詐欺を働くという件数がふえていく傾向でございます。 

 それから、右のほうに移りまして、平成２８年度の主な取組実績、１２月末現在で
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すけれども、区民の防災意識の促進、安まちメール登録者月平均８，６１８件。安ま

ちメールというのは、淀川警察署が事件とかが起こった場合に気をつけてくださいと

か、このような犯罪が起こりましたというようなメールを発信するんですけど、これ

は大阪市内の所轄署で淀川署が一番登録者数が多くて、平均８，６００人ですけど、

２位の城東警察署管内ですと、７，４００件ということで、かなり２位のところに差

をつけてるぐらい安まちメールの登録者数が多い状況となっております。  

 それから、安まちメールの防犯情報のホームページの発信１８１回、ツイッターな

どにて情報発信をしております。それから、安まちメール登録推進チラシの配布５８

回ということで、防犯の各種キャンペーンのときとか、区民まつり、あるいは、こど

も文化のまつりとか、出前講座、あるいは、多いのは小学校の入学式のときに父兄の

方に安まちメール登録いかがですかということで、各小学校１７校ですね。うちのセ

ーフティよどがわチームが、登録促進のチラシを配布しております。 

 次に、地域の防犯活動の普及。防犯活動への参加人数延べ１８，４２０人。これは、

淀川区の３区防犯プロジェクトであるとか、地域安全運動の区民大会、あるいは、各

種の防犯活動で地域の参加人数を数えた件数でございます。それから、防犯腕章新規

配布として、ことし木川南小学校に１００枚配布しました。コミュニティ・アイの新

規参入起用もございます。それから、防犯の広報としても８回、「よどマガ！」、

「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」等で広報しております。各種防犯活動として、１１２回。こ

れは、自転車灯の盗難防止キャンペーンであるとか、年金支給日に振り込め詐欺防止

キャンペーン等を行っている状況でございます。それから、子ども向けの防犯教室９

回として、小学校とか幼稚園のほうに不審者の対応訓練などを行っております。  

 次に、犯罪抑止に配慮した都市環境づくりの促進。今年度、防犯カメラの設置をす

るということで３０台、淀川警察署と協議して犯罪多発場所を中心に、信号柱に設置

する予定でございます。それから、市民局防犯カメラの設置が、淀川区内の公園で２

４台設置しました。子どもの安全見守活動が９６回で、校外学習の同行見守りとか、
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小学校の要請に応じて下校時の見守り等を行っております。それから、青色防犯パト

ロールの防犯広報の昼間に１８１回、夜間に１７回行っております。 

 平成２９年度の主な具体的取組。入学式などで保護者に対して安まちメールの登録

促進活動を区内２０カ所で行っております。それから、振り込め詐欺防止活動、警察

と一緒に年金支給日に銀行前とか無人のＡＴＭ付近で啓発活動を行います。それから、

「コミュニティ・アイ淀川」と協働したひったくり防止活動ということで、ひったく

り防止カバーを配布したりするキャンペーンを行います。それから、市民局防犯カメ

ラの設置３０台の予定です。それから、子どもや女性被害防止のための青色防犯パト

ロールの実施、昼間に２３５回､夜間に２２回の予定です。 

 以上で資料の説明は終わります。 

○横山議長 

 はい、ありがとうございました。それでは、早速意見交換に移らせていただきたい

と思います。約５０分を予定しておりますので、せっかくですから、お一方ずつこの

資料を含めて、こんなアイデア、こんなことやってるよ、こうしたらどうやというよ

うなことを、ぜひ御発言いただきたいと思いますので、それでは、すいません。藤野

さんからお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 

○藤野委員 

 これ事務局のほうに聞いてもいいんですかね。何でもいいんですか。きょうのこの

今の議題についてお聞きしてもいいんですかね。 

○横山議長 

 質問もありということで。 

○藤野委員 

 質問もいいですか。 

○横山議長 

 はい。最初は、それでもどうでしょう。今もし御自身の地域でされてることとかあ
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れば。 

○藤野委員 

 それと関連することなんです。 

○横山議長 

 さようですか。はい、それじゃあ発表いただいて、御質問ということで。 

○藤野委員 

 前にもちょっと一度新井課長にお聞きしたことあるんですけど、防犯カメラの件で、

結構三津屋地域、何分の１かの補助がついたやつがありましたね。もう終わりました

けど。 

○新井市民協働課長 

 過去に。はい。 

○藤野委員 

 過去にありましたね。その件で、一応４台地域についてるんですね。それで、僕が

知る限り、もっと多く聞いてはるんですけど、警察のほうから、見たい、という件が、

僕で４回ぐらいお聞きしたことあるので、もとの三津屋会館でもっとあると思うんで

す。この前もちょっと会館に行ったら警察の方がずっとビデオ見ておられて、まあ４

台しかないですけど、いろんな形でお役に立ってるのと違うかなと思うんですよ。皆

とも話ししたことあるんですけど、例えばここに、３０台ちょっと防犯カメラ設置が

ね。これは信号柱に、２８年度につけましたと。あと公園設置で２４台というお話が

ありまして、次に２９年度で、実はこの件でお聞きしたいんですけど、市民局防犯カ

メラの設置というのは、これは公園のことですか。上の２４台と同じことになるんで

すかね。 

○新井市民協働課長 

 今回、２９年度は。 

○藤野委員 
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 また違うんですか。 

○新井市民協働課長 

 学校の通学路を中心に、やっぱり犯罪が起こりやすい場所ということで、主に道路

付近になる予定でございます。 

○藤野委員 

 要するに、つけるかつけないかという基準は、それは前におっしゃっておられた警

察とあくまでも調整しての話ですか。 

○新井市民協働課長 

 警察と、ここにつけたほうが効果的であろうということを調整しながら、やはり地

域の方の御意見も伺いながらと思っております。 

○藤野委員 

 いや、一度去年、去年というより昨年度でしたかね。小学校でちょっと校門出た後、

男がちょっといろんな不審な行動を起こして、校長先生とかいろんな何日間ずっと、

放課後ですけど、行ったときに、たまたまそこは防犯カメラのないところだったので、

あればもっとわかったと思うんですけど、そういう交差点とか、前につけたのは恐ら

く窃盗が目的なんですね。それで、逃げる途中の写真が写ってるとかだったんですけ

ど、もっとみんなと協議すれば、子どもたちを中心に、つけるところがあるんじゃな

かろうかなと思って、この前お聞きしたんですよ。ところが、これ３０台。要するに、

もう補助はありませんというお話だったので、地元が何ぼ負担すれば、またお願いで

きるのがあるかなと思ったんです。 

 それで、実は去年に、夏にちょっと。やっぱり暗いんですね。照明灯の話になるん

ですけど。とりあえずカメラと、その１件。後ろを追いかけられて、夜、何とか逃げ

た、未遂に終わって逃げたという件が１件ありまして、それが町会長会議で報告があ

って、何とかならへんかなというお話がちょっと上がったことを今ちょっと思い出し

たんです。 
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 カメラのほうも、それで、この前実は区政会議の議事録をちょっと読んでたら、要

するに相談で何とかなりますよという御返答がちょっとあったものですから、３０台

よりほかに何とかあるのかな。全額とは言いませんけど、補助で出していただける方

法があれば、またつけたい、みんなでつけるところも、もう一度検討したらいいん違

うかなと、思ったんです。カメラについては。 

 それで、もう一つその街路灯の件なんです。それで、街路灯も実は昨年ちょっとお

願いに上がったときに、今年の枠がもう十何台ですかね。１０台ぐらいって言ってた

かな。枠が決まってたのは。要するに、街路灯、蛍光灯が決まったのは。それで、予

算的には大体もうそのぐらいの予算なんですか。その街路灯で。 

○新井市民協働課長 

 工営所で確保している防犯灯に関しては、それぐらいありまして、それと別に大阪

の市道で街路灯がない地域、暗いというふうに判断した地域は、工営所が防犯の形で

街路灯をつけます。それは、別の話、別枠。 

○藤野委員 

 そうですね。それはもうＬＥＤつけていただいて非常に明るいんです。それで、問

題はやっぱりそこからちょっと入った暗いところ、大体地域で、町会でずっとつけて

おられるんですけど、やっぱり暗いところは結構あるので、予算的に私がお願いに上

がったときに、いやもう１５台ぐらいですと、ああ、もうすぐ満杯になってしまうの

で、そこらあたりの余地はあるのかなというふうに思った。 

○新井市民協働課長 

 まだ来年度の分が１５台いっぱいにはまだなってない状況やと思いますので、一度

うちの課のほうに御相談していただきましたら。 

○藤野委員 

 そうです。一度相談に上がらせてもらったんです。ただし、書類出すのは４月以降

ですよということなので。 
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○新井市民協働課長 

 はい。 

○横山議長 

 ちょっとまた細かい議論は、後ほど回答していただくことにしていただいて。  

○藤野委員 

 という話がありましたので、だからその枠をもうちょっと広げていただけないかな

ということなんです。 

○新井市民協働課長 

 はい。 

○横山議長 

 要は、あれですよね。その防犯カメラにせよ、街灯にせよ、その効果的な場所と、

つけ方と、その運用をどうしたらいいかということを、もし成功事例があればちょっ

とまた後ほどお聞かせいただけたらと思います。 

 はい、じゃあちょっとお次、すいません。森田さん、お願いします。 

○森田委員 

 僕も防犯カメラのことで、もうさっき藤野さん言うた話やけど、ことし３０台設置

して、うち独自でやった３０台は、もう今年度はないんですね。これは。  

○新井市民協働課長 

 三国地域だけ３０台ということですか。 

○森田委員 

 いえいえ、違う。これ区全体でっしゃろ。この３０台いうのは。  

○新井市民協働課長 

 はい。区全体では、公園も合わせたら５４台になるんです。 

○森田委員 

 ５４台やけどね。もうそやから、今２９年度に出てるのは３０台だけですやんか。  
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○新井市民協働課長 

 そうですね。 

○森田委員 

 市民局防犯カメラ。そやから、前年度の同じ防犯カメラの設置３０台、これは２９

年度はなしいうことになりますかな。 

○新井市民協働課長 

 区役所の予算で設置するものは２８年度に３０台で、市民局予算では来年になりま

す。 

○森田委員 

 せやから、２９年度はないいうことやね。 

○新井市民協働課長 

 区役所の予算は確保してなくて、こっちの市民局予算に。 

○森田委員 

 それだけなんやね。要するにね。 

○新井市民協働課長 

 はい。移行するということになります。 

○横山議長 

 もっと台数があったほうがいいということですか。 

○藤野委員 

 そうそう。やっぱり防犯カメラというのは、抑止力いうの物すごいからね。せやか

ら、やっぱり数としたら、つけたほうが犯罪がごっつい減ると思います。そやから、

区役所として２８年度３０台つけてはるねやったら、２９年度もつけていただいたら

どうかなと思っただけです。 

○横山議長 

 カメラをふやす予算の。 
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○森田委員 

 カメラを。この市民局の３０台とは別にね。 

○横山議長 

 御要望ということで。 

○新井市民協働課長 

 予算要求がもう。 

○横山議長 

 了解です。ちょっとそうしたら、防犯カメラの２つ出ましたので、もし違うところ

での何か御意見をぜひいただきたいと思いますので、山本さんお願いします。  

○森田委員 

 この２８年度の子どもの見守り活動の９６回いうので、これあります。これは、こ

この区役所の職員の方がやられた分だけですね。 

○新井市民協働課長 

 そうです。セーフティよどがわが校外学習の同行見守りとかをやった回数でござい

ます。小学校から依頼があって。 

○森田委員 

 これ各地域に、まずこれは独自にやっておられると思いますねんけど、そこら辺の

数は把握はしておられないんですかね。 

○新井市民協働課長 

 地域のほうは上のほうの防犯活動に入ってるのではないかと、防犯活動への参加人

数の延べのところの１万８，４２０人の中に、これ内数で。 

○森田委員 

 防犯活動への参加人数、ここに入ってるわけね。 

○新井市民協働課長 

 はい。１万８，４２０人のところ、ちょっと回数カウントしてないんですけど、こ
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このこれが区民さんの人数なので。すいません。回数また調べておきます。  

○横山議長 

 それでは、続きまして、山本さんお願いします。 

○山本委員 

 今の防犯カメラですけども、よくこれ警察と相談されてつけられたみたいな、私の

ところ結構商売屋さんが多いので、結局独自にしたりとか、町会でもつけていらっし

ゃるところが多いです。防犯カメラね。それ見せてほしいとか、結構ひったくりとか

そういうことも聞いてるんですれども、一応町会長会議とか近々のときに、いつもも

っとつけてほしいという御意見はあるんですよ。だけど、今見ましたら３０台。これ

はやっぱり警察と相談して。 

○新井市民協働課長 

 ということと、こちらの公園の２４と。 

○山本委員 

 公園は、もうついたんですね。 

○新井市民協働課長 

 市民局の３０台は、大阪市長が３年間で、大阪市内で１，０００台をつけるという

ふうに宣言された部分でございます。３年間で１，０００台ということは、１年に３

００台なんですけど、２４区で本当は割りますと十何台なところを、淀川区かなり最

初から多い目にエントリーしてるので、ちょっと多くいただいてる状況でございます。

一応、これは大阪市長の３年間で１，０００台をつけるという中になっております。 

○山本委員 

 去年出ましたよね。公園につけるところは全部、淀川区の。あれはもうついたんで

すね。 

○新井市民協働課長 

 つきました。１月に工事をしたと聞いてますので。 
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○山本委員 

 そうですか。 

○新井市民協働課長 

 区内の公園ですと。やってる最中ですか。トイレとか、電源、電柱のところで、引

き込み電源のあるところにつけております。電源が必要なので。 

○横山議長 

 ごめんなさい。ちょっと皆さん、カメラのことに話が集中してしまってるので。  

○山本委員 

 いいですか。もう一つ。 

○横山議長 

 はい。 

○山本委員 

 この振り込め詐欺の活動って、これ私防犯の女性部をやってますので、年金支給日

に淀川区順番に地域を女性部が銀行に行って１時間ほどですけど、大丈夫ですかと言

っていって、朝の時間が結構９時とか８時とか早いので、お年寄りって年金そんなに

早く取りに来られないんですよ。１５日。だから、それも防犯協会にも言ったんです

けど、もうちょっと時間を遅くしてもらわないと、たとえ１時間でも、ほとんどお年

寄り見えないですよ。１時間ただ立ってるような状態が多いので、これは警察のほう

もしていただきたいなと思ってるんですけど、それはもう１年に２回ほどしか回って

こないんですけどね。別にやってますので。 

○新井市民協働課長 

 二月に一回やから、一応年６回とはなってるんですけど、それ以外でも突然安まち

メールとかでこの辺に発生したと言ったら、うちの安パトでも回ったり、セイフティ

ーよどがわと警察とで回ったりはしておりますので。 

○山本委員 
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 安まちメール物すごい入ってきますもんね。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。 

○横山議長 

 カメラにしろ、振り込め詐欺の見回りにせよ、区役所に対する要望ということにな

ってるんですけども、できましたら、せっかく委員いますので、こういうときどうし

てんのとか、そういうことも含めて進めていきたいなと思いますので、長尾さんお願

いします。 

○長尾委員 

 きょうニュースでもありましたけど、生前贈与詐欺でやってましたけど、私の携帯

にも、どう言うんですかね。ドコモと書いてあって、あなたは宝くじに当たりました

とか、それから、１億当たりました、もう最初からもう詐欺やとわかるようなもの送

ってくるんですよ。もうそれが何回も入ってくるんですよね。私はもうすぐ消します

けども、それにひっかかる人も、生前贈与詐欺にひっかかってるでしょ。こういう問

題についてどこかが指導するとか、役所さんでも、携帯とかあそこにいろんなもの入

ってきますけども、こういうのはどういう対処したらいいかという、そういう知恵と

か。 

○新井市民協働課長 

 出前講座とかで、こんな手口あります、とか常にお話ししたり、チラシを配布した

りとかはよくしてるんですけれども、いろんな手口を紹介しながら、警察さんと一緒

に手分けしながら、各地域で出前講座とかで注意喚起はしてる状況なんですけど、例

えば、高齢者の食事サービスとか出てきてくれる人は友達同士で話ししたり、お話を

聞くことができるので、注意になるんですけど、一番ひっかかりやすいのが家で１人

でいらっしゃる方に、電話でそういう詐欺まがいのところ、お話とかが多いので、ち

ょっとそういう高齢者。 
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○長尾委員 

 まず、誰かに相談するということが大事やと思うんですね。 

○新井市民協働課長 

 そうなんです。 

○長尾委員 

 自分でせずに、誰か息子さんでも近所の方でも相談するということが。ただお年寄

りはそれを信じてしまってアクセスしたり、いろんなところも送ってくると思うんで

す。 

○新井市民協働課長 

 それで孤独ですし、時間もあっていうたら、久しぶりの電話やったらちょっと長話

ししてしまって、そういうところにつけ入られてしまうとか、あるいは、健康食品と

かのそういう買ったりしたときの名簿が、詐欺の集団に流れてしまうとかで、電話登

録されるとかあるらしいので、警察ともそういう詐欺、振り込め詐欺を重点強化する

ような話し合いを今しているところなんです。特に高齢者の方の被害、お金も持って

らっしゃるので被害額が大きいというところは、警察さんとは本当に相談しながら、

重点的に取り締まりなりを強化して、こちらも情報発信もしながら、ちょっと注意喚

起も呼びかけていきたい。 

○長尾委員 

 これ今回、私の町会にもあったんですけども、訪問詐欺ですけど、いきなりお年寄

りのところへ来て、水道の周りを見せてくれと言って入ってきて、ここ傷んでます、

ここ傷んでますと。息子さんおられたんですけど、昼間はお一人なので、もう契約書

にサインしてしまったんですけれども、そのことを息子さんに言ったところ、役員さ

んだったので、町会内に全部知れ渡って、待ち受けてまして、詐欺師。 

○新井市民協働課長 

 業者さん。 
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○長尾委員 

 工事に来たときに、町会で役員がばあっと来て、どういうことですかと、いろんな

もう突き詰めて、結局向こうが折れてしまってなしになったんですけども。  

○新井市民協働課長 

 防止できてよかったですね。 

○長尾委員 

 それまでにも、かなりお金払ってしまってるんですけどね。だから、みんなで、そ

の。 

○新井市民協働課長 

 防ぐ。そうですね。 

○長尾委員 

 対処するという、メールでも町会に全部送って、こんなことありますよ、近所にも

来てませんか、ということで、チラシとか配って。 

○新井市民協働課長 

 やっぱり声かけることも大事ですし。 

○長尾委員 

 声かけ、みんなに声かけるということが大事やと思うんですけど。 

○新井市民協働課長 

 あと、宣伝してるんですけど、相談先として消費者センターがありますので、クー

リングオフとかができましたら、お金取り戻してくれますし、相談員さんがかわりに

交渉してくれたりとかありますので、よく女性会さんの講座とか、食事サービスとか

でも宣伝させていただいておりまして、ちゃんと相談したらお金が返ってくる方法も

ありますよ、ということも周知していきたいと思っております。 

○山本委員 

 それが、その出てきてる人だったらわかりますけどね。 
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○新井市民協働課長 

 聞くことができたりね。そうですね。 

○山本委員 

 今おっしゃったような１人でいらっしゃる方は。 

○長尾委員 

 １人でおられる方は、自分で判断してしまって、もうお金を振り込んでしまってる

んです。もうどうしようもないんですよね。 

○山本委員 

 クーリングオフがわかってないんです。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。 

○長尾委員 

 だから、常にお年寄りに声かけてあげて、何かありませんか。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。御近所で見守りするとか。 

○長尾委員 

 こんなことありませんか。不審な車が前に停まって、工事車が停まったりしたら、

声をかけてあげるとか、地域でそういうことを見守るというのも必要だと思うんです

けど。 

○新井市民協働課長 

 はい。悪質業者なんか、言葉巧みで、点検だけは無料なんですと言いながら、トイ

レの何か水の流れが悪いとか、天井に雨漏りするとか、水道の浄水器が必要ですよと

か、今だけとか言って急かしたりするので、やはり本当に相談できるような環境が必

要というのを本当に痛感しております。 

○長尾委員 
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 まずそういうときは、役所さんだったらどこへ連絡すればよろしいんですかね。  

○新井市民協働課長 

 役所ですか。 

○長尾委員 

 相談、どこの課がいいんですか。 

○新井市民協働課長 

 消費者センターが一番いいとは思うんですけど、私も２年前ここ来るまでは消費者

センターにいてたんです。講座とかで話す側の立場におりましたし、相談員の資格も

もっておりますので、もし区役所でしたら市民協働課お電話くださいましたら、消費

者センターにつないだりすることもしますし、アドバイスもしますので。  

○横山議長 

 今のところ相談窓口がはっきりしてないから、なかなか御高齢者の方が困ってると

いうようなことでよろしいんですかね。 

○長尾委員 

 はい。たまたまその息子さんから会長さんのほうにこんなことがあったんですけど、

どうしたらよいですかということで、また業者が来るんですよという、町内の役員さ

んがもう待ち構えてて、きょう来るいうことで、来たんですけども、どういうことで

すかって突き詰めていくと、向こうがだんだんひいていって、それ以降はもうなくな

ったんです。だから、みんなで圧力をかけて町会全員で対処したら、向こうもひくと

思うんですけど。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。全員で見守れたらいいんですけど。 

○長尾委員 

 個人的にやると、いろいろ不具合が起こってくるとは思うんですね。 

○新井市民協働課長 
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 そうですね。だから、うちも防犯の窓口ですので、区役所でしたら市民協働課のほ

うにも御連絡いただきましたらアドバイスできることはさせてもらいますし、地域で

こういう講演に来てくださいということでしたら、どこでも出向きますので。  

○横山議長 

 わかりました。それでは、次、一丸さんお願いします。 

○一丸委員 

 先ほどのお話の続きですけど、私の近所でも独居の高齢者が多いので、事あるごと

絶対鍵閉めときなさいよと言っとかんと、勝手に鳴らして勝手にはーい言うて、入っ

てくるからね。鍵かけて開けるまで、ちょっと何秒間かありますやん。１０秒ほどね。

その間に、何か誰やろなとかいろいろ考えつくから、鍵だけはかけときよと言うんで

すけど、中にはちょっと幾分か認知症がかかってる方もおられるので、だから、帰っ

てきて鍵かけんと閉めただけのお家もあるんですわ。だから、帰るときには、必ず鍵

かけときよ言うて出ていくんですけどね。また、訪れる際は誰々です言って前もって

電話して、それで訪れるようにしてます。必ず前もって連絡なかったら開けたらあか

んでと。先ほど言ってたその消費者センターね。もし、そういう電話のとこやね。そ

の消費者センターの。 

○新井市民協働課長 

 シールとかもありますので、玄関先に張るとか、玄関先に大阪府警、消費者センタ

ーとか、連絡先を書いてたり、電話の傍に張るようなシールもございまして。  

○一丸委員 

 ありますか。 

○新井市民協働課長 

 玄関先でも張っておいたら、ここの家は消費者センターに連絡するすべを知ってる

んだなという抑止力にもなったり、大阪府警の名前もありますので、もし言っていた

だいたら幾らでも取り寄せもしますし、お渡しもしますので。 
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○一丸委員 

 わかりました。だから、その電話のとこおって、不審な電話にはすぐさま応答はし

ない、返事はしないということでね。消費者センター。 

○新井市民協働課長 

 消費者センターの電話番号も書いてあるんですね。すぐにここに電話くださいみた

いな感じで。 

○一丸委員 

 それを目の前にあったら。 

○新井市民協働課長 

 悪質な訪問販売お断りというふうに書いてありますので。 

○一丸委員 

 シール、電話番号わかるやつが電話の前にあれば。 

○新井市民協働課長 

 だから、電話に張るのと、玄関先に張るのと、大阪府警、大阪市消費者センターと

横にちょっと２つ列挙しておりまして、やはり確実にとめることはできないかもしれ

ないけど、少し抑止効果に、ここは何か連絡先を知ってるんやな、みたいなところは

ありますので、おっしゃっていただいたら。シールは私どもで今保管しておりますの

で言ってください。 

○一丸委員 

 それとあともう一つ、さっきの防犯灯いうんかね。道路照明いうんですかね。十三、

神津のほうは商店街がずっとはしってますが、各店舗は６時、７時になったらもう閉

めて帰ってしまはりますので、大体それに合わすように照明の照度をおとしてはるん

ですね。ちょっと遠くのほうへ行けば、もうほとんど消すような状態で、防犯灯、犯

罪抑止力のためには照明つけたほうがいいなと思うんですけど、商店街は経済戦略局

が窓口で、局に、防犯カメラを、アンケートとか、ふやしたいとか、それをずっと夜
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中もつけるんやったら、照明、補助を幾分か負担してくれと言ってはるらしいんです

けど、なかなかそれはできへんということで、こういう市全体がかかわってやってる

防犯の関係を１つの局ですかね。知らぬ存ぜぬでは、ちょっとまずいんじゃないかな

と、それだけちょっとお願いして。 

○新井市民協働課長 

 はい、わかりました。 

○横山議長 

 ありがとうございます。そうしたら、私議長ですけれども、せっかくですから出な

かったところで、１つだけ私も発言させてもらえたらと思いまして、皆さん、安まち

メール入っておられる方。安まちメール登録されてますでしょうか。 

○新井市民協働課長 

 登録してますよ。 

○横山議長 

 その認識は、存在の認識はおありですかね。私はコミュニティ・アイという企業側

の防犯活動もしてまして、そこのコンセプトと青年部というのもあるんですよね。各

地域に１人ぐらいいらっしゃると思うんですけど、そこのコンセプトも、この安まち

メールの登録数をふやそうということで、３、４年前から活動してるんです。これ何

でやってるかというと、この数が大阪市内で一番になれば、きっと抑止効果が出てく

るやろうということをめざしてやってた結果、もちろん我々だけの活動じゃありませ

んけど、こうなったと。でも、ただなったのはええけど、実はこれもなかなか広報で

きてない現状があって、本来でしたらそこに使って、淀川区が一番登録件数が多いよ

ということを伝えれば、私ども最初に防犯の取り組みをしたときに警察さんに教えて

いただいたのは、犯罪者の数が減ったわけじゃないと。その地域地域で減った理由が

あって、そこは防犯意識が高いから、その人数、減った人数はほかの区に行っただけ

という理屈らしいんですよね。非常にわかりやすくて、ということは、もっともっと
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淀川区が防犯意識が高いということがわかれば、この数字はもっともっと、淀川区だ

けは安心、安全になると、これがいいのか悪いのかはちょっとおいといて、これをめ

ざして活動したわけなんですよね。ぜひ皆さん、私からちょっと議長としてのお願い

と、青年部の立場と、コミュニティ・アイの立場からですね。ぜひこの防犯に絡む方

には、ぜひ登録いただいて、各地域に帰っていただいて、そういう話をしていただい

て、登録件数をふやすということをぜひ今やりたいなと思ってるんです。今お聞きし

て思ったのは、防犯カメラにせよ、振り込め詐欺のシールのことにせよ、こういう時

代ですから、メール配信でここにカメラがつきましたとか、消費者シールがこんなん

できましたとかいうのを発信が、もしできるのであれば、これは大阪府警がやってる

ものですから、警察へのお願いになるんでしょうけども、連携して、そういうことが

どんどんその情報発信してくれば、今までは人のパワー、マンパワーでそれぞれ皆さ

んが防犯の会議であったり、皆さんの知り合いに口頭で伝えてたものが、一つ文章つ

くってぽちっと押すことで、今やったら８，０００人の人たちにこんなこと。  

○新井市民協働課長 

 できるんでしょうね。 

○横山議長 

 という仕組みがあるので、ぜひ活用できたらいいなと実は思ってます。ただでもこ

の人数がふえないと、効果も期待できないので、そんなことをぜひ皆さんに、私はき

ょうお願いしたなと、皆さんのお話を聞いてそう思った次第です。 

 せっかくですから、こうやって話いろいろしていただいて、多分カメラの、先ほど

でいうと設置の効果的な場所と、それを実際どう使ってたとか、使って効果があった

こととか、それについて何か皆さん御自身の地区で成功事例なんかがあれば、ぜひ共

有して、１つの指標というかにできたらいいなと思うんですけども、何かそういう事

例おありですか。 

○長尾委員 
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 私の地域ですけども、幸い繁華街というか、そのゲームセンターとかそういうのは

ないんですけども、夏の巡視がなくなってしまったんですよ。 

○横山議長 

 なくなってしまった。 

○長尾委員 

 今までいいかどうかはわからないけど、今までは夏の巡視で日を決めて、きょうは

どこの当番ですというふうに、まちを回ってたんですけども、最近回っても、人、子

どもさんとか、たむろしてるようなところはないんですよ。回っても誰もいないし、

公園行っても子どももいないし、あるとき、無駄じゃないか、回るのもと。前はコン

ビニとか子どもさんがいたんですけども、最近行っても全然いないんですよね。もう

やってる意味がないんじゃないかということで、会議でこれもうなくしませんかと。

別に問題ないんじゃないんですかって、夏休みですけどね。結局なくなってしまった

んです。いいか悪いかよくわかりませんけど、防犯上そういうことがなかった。最近

ないので、また何かあったらやるかもしれませんけど、今のところはそういう巡視が

なくなってしまったという。 

○横山議長 

 それに対する弊害はないわけですよね。 

○長尾委員 

 ないですね。今のところは。 

○横山議長 

 うん。なるほど。 

○長尾委員 

 前は、５、６年前、もっと前ですかね。公園で遅くまで遊んでる子どもがいたんで

すけど、ゲームして家の中にいるのかもわかりませんけど、もう外でたむろしてると

かが全然なくなったんです。会議であんまり意味がないんじゃないかということで、



24 

夜遅くにね。１０人も２０人も地域回るのも、あんまり意味ないんかなと思う。安全

なまちになったかもわかりませんので。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。 

○横山議長 

 されてますか。その今のケースでいいますと。 

○藤野委員 

 ほかの団体、例えば青指とか子供会で回ってますわね。 

○長尾委員 

 幸い、そういううちはそんな問題になる場所があんまりないので、強いて言えば、

公園ぐらいですね。でも、公園回っても人いないし、散歩の奥さんとかが犬連れて回

ってるぐらいで。 

○新井市民協働課長 

 平和な感じですね。 

○横山議長 

 やめて、また犯罪がふえたら本末転倒ですけど、それが通らないのであれば、まあ。  

○長尾委員 

 そういう声を聞けば、また巡回するんですけど、今のところは何もないので、抑止

力で回ってたほうがいいかもわかりませんけど。 

○新井市民協働課長 

 防犯カメラの効果でいいますと、２７年の３月に淀川３区で防犯カメラを区境とか

に１００台設置、淀川区で４０台設置したんですけど、それで５月に最初のひったく

り犯人を捕まえまして、２７年度３１件だったひったくりが、２８年は１５件に半減

したんです。防犯カメラで経路をずっと追っていくみたいで、犯人の逃走経路がわか

るらしくて、それでカメラの抑止効果としては、ひったくり件数が半減したという効
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果がございます。 

○横山議長 

 なるほど。皆さんそれどこについてるかっていうのは、把握されてますか。御自身

のその地区の中でどこについてるっていうのは、全て把握されてると思うんですけど。  

○長尾委員 

 ああ、大体わかってますけど。 

○森田委員 

 この辺やったらわかるけど、各家庭とか、うちらなんかの商店街つけています。商

店街はやっぱり、人が多いの何か知らんけど、よく来るらしいです。理事長に聞いた

ら、やっぱり商店街でよく防犯カメラを見に来ますねん。それで何か、交番が来て、

刑事が日にち変えて、違うときに見に来る。あれ森田さん何とかならないのか、言う

て。一度持って帰ったら、それ回したらええだけのことやのに、交番が持って帰って、

返しにきて、また刑事課かどっかが来て。何かそんなん言うてました。 

○横山議長 

 ついてるところは公表されてるんですか。 

○新井市民協働課長 

 ある程度、この辺というのは公表しますんですけど、あんまり細かいどの範囲とか

までは、やはり逆にもしも。 

○横山議長 

 死角があればということですか。 

○新井市民協働課長 

 いや、逆に悪用されても困るので。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 設置を公表したものがあればね。その場所が詳細にわかれば、そこを通って逃げな

い。 
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○横山議長 

 ああ、そういうことね。 

○新井市民協働課長 

 悪用されても困るということで。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 逆にだから、カメラがある場所というのは公表できません。 

○新井市民協働課長 

 カメラがどっち向いてるかとか細かいことまでは、大体この辺とか。 

○横山議長 

 悪用される可能性がある。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 犯罪に使われる、逆に利用されるんですよね。だから、今は、プライバシーの関係

があるので、カメラで防犯対策をちゃんとしてますよということを、その場所に行っ

たときにはシールを貼ってわかるようにしてます。だから、撮られてる人は、映像と

して撮られてるということは認識できるようにはしてますけど。 

○横山議長 

 でも、つける側とすると、今度はどこが死角になってるかを知るためには、必要な

情報ですよね。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 ただ、だからそのあたりは警察の判断もあるんですけどね。カメラの犯罪抑止効果

というのは、犯人が逮捕されるというのがあるから、捕まるというのがあるから、抑

止効果になるんですね。だから、そこのプレッシャーがないカメラなんて、全然怖く

も何ともないので、だからそういう意味で言えば、詳細に公表すれば抑止効果がある

ということではなくて、画像で逮捕されるという圧力です。だから、今課長言いまし

たけど、ひったくりが２７年に半減、ことしも半減してます。 
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○新井市民協働課長 

 ６０件、３１件、１５件と、だから４分の１になってるので、２年前に比べたら。  

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 だから、カメラの効果というのは、一番最初言いましたけど、すぐに逮捕されてる

ので、それ以降もそういう形で逮捕されるという圧力。 

○新井市民協働課長 

 何カ月かなかったでしたね。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 なかったです。 

○新井市民協働課長 

 ５月に逮捕されてから、しばらくは。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 半年ぐらいなかったかな。 

○新井市民協働課長 

 なかったですね。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 なかったんやけど、またあって、それもすぐ捕まった。だから、ひったくり犯は手

出せないんですね。 

○横山議長 

 各地域でその予算おりたら、結構取り合いになるんですか。ちょっとごめんなさい。

そこの認識があんまりないもので。俺のとこつけてくれよとか。いやいや、あんたら

のとこつけえやとか押しつけられるのか。 

○森田委員 

 いや、あれはもう警察と一緒に決める。 

○新井市民協働課長 
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 そうですね。警察さんがやっぱり犯罪を起こってる件数、場所を知っているので。 

○横山議長 

 ああ、そうか。ごめんなさい。認識不足で。 

○新井市民協働課長 

 一番取り締まり効果のあるところということで、警察と相談しながらやっていると

ころなんです。 

○横山議長 

 ということは、もう単純にやっぱり予算が多くて、ふえればふえるほどええという

議論にはなってくるのですか。取り合いやったら、偏ったりするけど。 

○新井市民協働課長 

 あと維持管理経費もずっとかかってくる、ふえればふえるほどかかってきます。た

だ他の区さんよりは倍以上つけている状況はあるんです。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 今区の中で、２１年からつけてるんですけどね。今、５１８機ですね。今後３年、

もうことしの３０も含めてですけど、今後を含めて１００機ですから、３０年度の末

には６２０機ほど防犯カメラが設置されます。 

○横山議長 

 淀川区全体として、こういうことをもうちょっと伝えていきたいですね。これだけ

ついてるから、犯罪するとあんたら捕まるよという。 

○新井市民協働課長 

 はい。だから、市長でいう大阪市全体で１，０００台って言ってるうち、うちの３

０台も入れて、淀川区だけで１００台つけるような感じになっているので、厚く防犯

には力を入れている状況は状況なんです。 

○横山議長 

 わかりました。 
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 ちょっとそうしたら次の振り込め詐欺の話もたくさん出ましたので、その辺で、こ

れも何かこんな成功事例あったよとか、いや、これ問題だからこうしたほうがええん

ちゃうかというのが、もしあれば。 

○一丸委員 

 よろしいか。 

○横山議長 

 どうぞ。 

○一丸委員 

 振り込め詐欺で、何かお年寄りばかりが狙われてるようなニュアンスにとれるんで

すけど、実際にあったんですが、学校の先生してたんですが、しっかりしてるはずが

やめて５５歳ぐらいのとき、息子言うて名乗って、私や僕やとか言って、何か金必要

やでと言って、ほなら、やっぱり自分の息子ということで動転してしまったのかな。

慌てて、銀行へお金を引き出しに行く、出たときに、父親か誰かが帰ってきて、どこ

行くねん、銀行行く言うて。ちょっと待って。それでよく話ししたら、だんだん電話

の主がおかしいなというようになってきて、またしばらくしたら電話する言ってたか

ら言うて、部屋におって１時間半かぐらいにまた電話あって、用意はできたかとか言

うて、私はここのお手伝いやけど名前何て言うねんって聞いたら、しどろもどろして、

言わんとわからへんがなって言って、結局向こうがプツッと切った。 

○新井市民協働課長 

 未然に防ぐことができた。 

○一丸委員 

 しっかりしてる人も、魔法にかかってしまう。だから、振り込め詐欺だけはほんま

に直接電話とったら、頭の中真っ白になって、どう行動するかわからんと思います。

私は直接とったことないんですけど、もしおたくの息子さんがこうこうこんなんで急

に必要やから言われたら、動転してしまうかもわかりません。 
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○新井市民協働課長 

 そうですね。銀行の閉まる３時前に、２時４５分ぐらいに電話して、もう早く早く

って言ったり、だから、本当に相談する人が必要だなっていうのと、そういう電話を

むやみに受け取らないように、例えば、留守電にしておくとか、そういうことも必要

なのかなと。相手のほうが巧みなので、だから、お年寄りですとやはり孤独とか、健

康とか、お金の不安とかにつけ込んでうまく話を引き出したりしはるので、事例とか

を話しながら注意喚起はずっとしていきたいとは思っておりますし、警察とも取り組

みながら。 

○一丸委員 

 それとね。ちょっと体の弱ってるお年寄り相手にして、おたくのことを気にして見

てますよということで接近していって、１週間おきに３回ぐらい、いろいろ買い物し

たり、仲よくなって、それから、実はお金必要やねんとか言って、そういうようなの

１回聞いたことあるんです。 

○新井市民協働課長 

 悪質な業者ですと、ちょっと認知症がかかってるような方を車で迎えにいって、そ

の悪質な業者の会社の人を３人、認知症の方１人で銀行まで連れていって、その方に

お金をおろさせて、また車で自分のとこの会社行って、何か高い健康食品を買わせた

りとか、サインさせたりとか、やっぱり狙われやすいので、そういう情報を共有しな

がら、包括支援センターの方がお家訪れたときも、ちょっと様子を見ていただくとか

したほうがいいと思っておりますので。 

○横山議長 

 相手はそらプロですから、どんな状況でも必ずやってくるとは思うんですよ。だか

ら、それを改善しようと思ったら生活環境変えないといけないので、そのもうちょっ

と手前の、もうちょっとで気づいたのにという、先ほど長尾さんがおっしゃったよう

なところで、未然に防げる方法を考えてあげたいと思いますね。さっきのシールなん
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かせっかくあるんやったら、これもっと言ったら配るんじゃなくて、そら何かのきっ

かけで、もう自動配布できるような仕組みがあって、せめて電話にあれば、何か言っ

てるときにでも目に入れば、ちょっとおかしいなって感じる人もいてるでしょうから

ね。そんなことができたらいいなとは思いましたけどね。 

○山本委員 

 うちはね。会長に聞いてみたりもするからね。皆玄関にね。会に出てた人は貼って

ます。玄関に。それから電話のとこにも置いといてねって言うてるの。 

○横山議長 

 何の会に出たとき。 

○山本委員 

 食事サービス。 

○新井市民協働課長 

 食事サービスで出前講座させていただいたんです。そのときにそういうものを。 

○山本委員 

 そうしたら、みんな玄関に張ってます。出てきた人は。 

○横山議長 

 やっぱりそれやったら、草の根運動しかないですもんね。だってシールの存在自体

多分知らない方が大半なわけで。 

○山本委員 

 結構黄色いので、目立つからね。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。わかりやすい。相談先の電話も書いてますし。 

○横山議長 

 私も過去の訪問販売やってた仕事ですから、ピンポンの下に張ってると、ちょっと

やっぱりちゅうちょしますよ。押すのも、黄色いあののシール貼ってるとね。 
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○新井市民協働課長 

 そうそう、大阪府警察とも書いているので、やっぱり。 

○横山議長 

 書いてます。だから、小さなことの多分積み重ねで、犯罪者って多少、だます気持

ちがなえたりすると思うので、いかにそういう機会にね。 

○山本委員 

 それと、紙ですけどね。うちはマンションですけど、出てきた人は数知れてますの

で、みんなに貼っていただくようなもの、いただけるのでしょうか。 

○新井市民協働課長 

 消費者センターのほうから言って取り寄せることはできるので。 

○山本委員 

 そうですか。 

○新井市民協働課長 

 はい。また、おっしゃっていただきましたら。マンションの方でも、もし何かお集

まりのときに３０分でも、この前のように食事サービスのすき間でもいいんですけど、

呼んでいただいたらお話もいたしますし、ぜひ御活用いただけましたらと思います。  

○横山議長 

 前いいなと思ったのは、その区役所からもらう、書類とかに封筒に安まちメールの

案内が入ってた時期があったんですよ。あんな形で、例えば、そのシールを、その４

月の入居シーズンとか入れることとかも可能なんですか。 

○新井市民協働課長 

 そのシールをセンターから取り寄せるということになりますので、そのシールでは

なくて、もう印刷メーンに何かこういうふうにしてくださいとか貼ったりとか、そう

いう周知はいけるとは思うんですけど、ある程度ちょっと限度はあると思うんですけ

ど、無条件にその何て言うのか、制限なく配布というのはちょっと、向こうのほうも
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都合があるとは思いますので、また御相談いただきましたらと思います。 

○横山議長 

 わかりました。あと、カメラと振り込めも周知してるんですけども、意外と淀川区

って、私が知る限りで言うと、わんわんパトロールがあったりとか、青年部がナイト

ランをやったりとか、これ結構テレビで取り上げて話題になったりしてます。これも

同じく青年部で、青パトの体験乗車、子どもたちに青パトに乗ってもらって、小さい

ときからそういう防犯意識を高めようと、実はこんな活動もやってます。これも、コ

ミュニティ・アイという、私が所属してるところでは、小学生に対して防犯ホイッス

ルを配ったりとか、意外といろんな活動をされてるこういう成果かなと思いますけど

も、またこれも、もし何か地区でこんなことでやってるからまねしたらどうとかいう

のがあれば、ぜひ共有できると、意識の高まりにもなるんじゃないかと思ったりもす

るんですけど。 

○新井市民協働課長 

 １のつく日に安全・安心のまちづくりの青い腕章をしてますでしょ。コンビニのほ

うにも、本当にうちのセイフティ―よどがわさんが、またきょうは１のつく日やから

いうことで、１月３１日と２月１日と続けて回ったんですね。そうしましたら、回っ

たコンビニ関しては、腕章の着用率が９４％ございまして、例えば、１日だけしかつ

けるって知らなかったとか、誤解されてるコンビニもありますので、１日、１１日、

２１日、３１日は、淀川区の中では安全・安心まちづくりということで、皆さんで腕

章をつけましょうということでちょっと回った次第です。 

○横山議長 

 その腕章の存在は御存じでしょうか。皆さん。ちょっときょうは私つけてこなかっ

たんですけど。 

○新井市民協働課長 

 きょうは１日じゃないのであれなんですけど、よく役所の職員が１のつく日に。御
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存知ですか。ありがとうございます。 

○横山議長 

 知ってることだけお伝えすると、警察には腕章規定というのがあって、なかなかそ

の民間の人たちと同じものをつけるってのは難しいわけ。淀川区って、これ珍しいケ

ースだそうで、それをやはりつけてると、私も実際つけてたんですけども、住民の方

からそれ何つけてるのって聞かれるんですよね。実はこうこうこうでということで、

その意識が広がるんじゃないかという意図もあって、活動を始めたんですけども、さ

っきの１１日が大阪府警のひったくり防止キャンペーンデーで、淀川区がそれに取り

組んでるんですね。実はその活動の拠点を探してるそうで、例えば、加入してる事業

所の前で、警察と区役所の方が来ていただいて、民間のその事業者と一緒に、来てく

れた自転車にひったくり防止カバーをつけるという活動もやってます。多分これって、

別に地域でもできるんですよね。 

○新井市民協働課長 

 はい。今月ですと、北大阪信用金庫の前で、防犯キャンペーンをすると言ってます

ので、地域のそういう集まりで、地域の人と一緒に防犯活動するからということで要

請いただいたら、調整は。 

○横山議長 

 できるんですよね。例えば、センターの前でやりますとかいうことであれば。 

○新井市民協働課長 

 そうです。スーパーの前でやったりとか、郵便局のほうでやったりとかはやってお

りますので、自分のとこの地域も来てほしいのでしたら。 

○横山議長 

 結構事業所に来てもらうのは習慣化、私はされてきたんやけども、地域ってなかな

か感覚がないじゃないですか。来てもらって、センターやったら、皆さん周りの近所

の人がひったくり防止カバーただでもらえますから。 
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○新井市民協働課長 

 そうなんです。 

○横山議長 

 多分大阪人とすると。 

○山本委員 

 自転車持っていかないといけないですね。 

○横山議長 

 そうなんですよ。そこだけはちょっとネックですけども。 

○山本委員 

 なかったら、もらえない。 

○横山議長 

 こんなんも、もし皆さんどうです。御興味おありですか。 

○一丸委員 

 女性が前の買い物かごを、ちょうど買い物とかのかぶせにええわ言うてつけてはる

のは多いですからね。 

○横山議長 

 女性に限らないらしいですよ。あれつけると、もう１００％そのひったくりを防げ

るらしいんですよ。 

○新井市民協働課長 

 前区政会議で嘉悦さんが意見されたんですけど、夢ちゃんのマーク以外に、ひった

くり防止活動中という、そういう文字も入れたらと。乗って走ってることで、啓発活

動中という兼ねることができるからということで、デザインちょっと変えたんですね。

夢ちゃんも大きくして。結構それも好評でして、例えば、淀川区の３区合同のそうい

う啓発キャンペーンしたら、うちの青いカバーがよく出ていくんです。隣の区さんは

茶色と緑色を使ってらっしゃるんですけど、青いのがすごいもうすぐなくなっちゃう
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ぐらい、これがかわいいとか言って好評ですので、また皆さんセンターの前でそうい

う活動、来てくださいということでしたら伺いますので、そういうお声かけとかして

いただきましたら、防犯の講座もいたしますし、シールも配布しますので、また地域

にもお話しいただきたいと思います。 

 あと、加盟者に４小学校。十三小学校、神津小学校、新東三国小学校、木川南小学

校が、腕章を一緒につけるということで。あと幼稚園は田川幼稚園、西中島幼稚園、

新高幼稚園が加盟していただいております。 

○横山議長 

 そのときに、先ほどの安まちメールの講習とかもできますものね。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。 

○横山議長 

 それでは、ちょっと予定時間まであと５分ぐらいですので、防犯の取り組みについ

て、いや、これだけは言っておかないといけないということがあれば、最後お聞きし

て、次のテーマに移りたいと思いますので、いかがでしょうか。 

○長尾委員 

 これはどこの地域も起こってることだと思うんですけど、防犯でも防災でも町会長

でも、高齢化ですね。若い人たちがなかなか協力してもらえないんですよね。これ世

代交代をしていくという方法が、なかなかないんですよね。若い人は仕事が第一で、

定年したぐらいからお手伝いしようかという人がふえてくるんですけどね。これが何

かいい方法がないかなと思ってるんですけど、なかなか新しい若い人が入ってきてく

れないんですけど、これが一番地域として、これから考えていかないといけないと思

うんですけどね。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。 
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○横山議長 

 おっしゃるとおりですね。 

○新井市民協働課長 

 地域の住民もそうなんですけど、例えば、東三国さんですと専門学校があるので、

敬老会とか運動会とか夏祭りとか、専門学校の学生さんを一緒に呼んで、イベントを

一緒にやってるので、二十歳前後の子がもうそこらにいらっしゃるので、とっても何

か今イベントがすごい楽しいということを。 

○長尾委員 

 イベントで若い人たちを呼び込むんですね。 

○横山議長 

 そうですね。 

○新井市民協働課長 

 その専門学校の子が一緒に来はって、運動会とかも手伝ってくれるんですね。設営

から何から。 

○長尾委員 

 だから、そういうときだけ来てね。ふだんは全然関係ないときには、都合のいいと

きだけ来るということがあるんですよね。ただ、十三さんが意外と若い方が、役員さ

んがふえてるということなんですけど。 

○新井市民協働課長 

 そうですね。ちょっと若返ってる感じですね。 

○長尾委員 

 十三ぐらいなんですけども、どういう形でそういう若い人を役員さんに取り込んで

いったかというのを、教えていただきたいですね。 

○横山議長 

 確かに、防犯は特に高齢化進んでますよね。 
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○新井市民協働課長 

 はい。防犯協会の方もそうです。 

○長尾委員 

 大体もう７０近い人がほとんどやってるのでね。 

○新井市民協働課長 

 やっぱり昼間の活動とかいいますと、皆さんやはり働いてる方は集合しにくいとい

うのがありますね。 

○新井市民協働課長 

 防犯の活動って基本夜間。 

○長尾委員 

 意外と、声かけると、参加していくれるっていう、ＰＴＡの方が小学校から中学に

なったときに、逆にしてない人でも声かけると、意外とやっていただけるんですよね。

だから、声。ほんまは心の中でお手伝いしてあげようと思ってるけど、声がないから

お誘いがないからまあいいやという方もおられるので、その辺はちょっと攻めてみて、

若い人に参加してもらおうとは思ってるんですけどね。 

○新井市民協働課長 

 あと子供会の役員さんもお若い、比較的若いですね。３０代、４０代とかというか、

自分の子どもがいてるからというのもあるんでしょうけど、お若い方がよく役員さん

に入ってますので、そういう方も取り込みながらということでしょう。 

○長尾委員 

 言われたように、いろんなイベントで若い人を取り込んで、参加させていって、顔

見知りになって、そこが大事な部分あるからね。 

○横山議長 

 この場では多分一番若いと思いますので、若手代表として参加させていただくと、

やはりその人を誘い込んだりとか、興味をもっていただく感覚が大分変わってきてる
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ような気がしまして、ですから、先ほどの安まちメールとか、こういうところがきっ

かけになるん違うかなと思うんですよ。本当にスマホとかも長けてますから、まずは

それに入ってもらって、自分の地区こんなに犯罪多いんやって思ったりとか、そこに

流れてくる、例えばひったくり防止キャンペーンであったりとか、ちょっとしたお得

情報も流れてくるんですよ。クーポンがついてますとかね。こういうところからきっ

かけで、その活動に積極的に参加しようかなという気持ちが芽生える可能性があるん

じゃないかと思ってるので、安まちメールの推進を、私はちょっと個人的にも進めて

いるところです。 

○新井市民協働課長 

 「ザ・淀川」で毎月登録者数を。 

○横山議長 

 「淀川散歩」でした。 

○新井市民協働課長 

 「淀川散歩」ごめんなさい。区民の防犯意識のバロメーターというふうに、キャッ

チフレーズ書いてあるんですよ。あれうまいこと書いてると思って。 

○横山議長 

 考えたの僕です。 

○新井市民協働課長 

 そうでしたか。いや、うまいこと書いてるなと思って、それはもらわなあかんなと

か思ってて。確かにやはり防犯意識が高いほど登録多いので。 

○横山議長 

 はい。ということで、ちょうど５０分たちましたので、次のテーマに移りたいと思

います。 

 続きましては、要援護者の支援体制ということについての御意見、御質問をしてい

ただきたいと思います。その前にこれについての事務局からの説明を嶌岡課長お願い
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します。 

○嶌岡保健福祉課長 

 保健福祉課長の嶌岡でございます。よろしくお願いいたします。座らせていただき

ます。 

 資料４をごらんください。 

 淀川区要援護者名簿事業の流れということで、この事業は平成２５年から始まって

おります。もう御存じかと思いますが、平成２５年、２６年度は、区独自でやってお

りまして、平成２７年度からは大阪市全体で２４区そろって各区の社会福祉協議会に

委託事業としてやっております。この下にありますように、地域ではワークショップ

の実施ということで、皆さんも毎年参加していただいてるとは思うのですが、こうい

ったワークショップは２４区の中でも、淀川区が先行してずっとやってるということ

で、皆さんの御協力をいただいてるところです。 

 裏を見ていただきまして、要援護者名簿の目的ということで、当初は災害時の要援

護者をどう助けるかということに、主眼もあったのですが、そうではなくて、日々の

平時からの見守りという、そういったことにも名簿を役立てて、福祉の推進につなげ

ていこうということで、今やっております。その下の表にありますように、名簿の精

査を繰り返して行う中で、情報も更新をいたしまして、平時の見守り体制を確立して、

災害時の支援にもつなげていきたいというふうな思いで今進めております。  

 この事業、先ほど申しましたように、淀川区の社会福祉協議会に委託をしているの

ですが、次のカラー刷りのチラシをごらんください。その委託している事業は先ほど

申しました要援護者見守りネットワーク強化事業なんですけれども、事業名も長いで

すし、見守り相談室というところを設置いたしまして、この中でコミュニティソーシ

ャルワーカーが、実際にいろんなことをしております。 

 ここにちょうど３つほど絵があるんですけども、その１つ目のところ、地域と協力

して、災害時や日ごろの見守り活動のために名簿を作成しています。これは申しまし
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た要援護者の名簿のことになります。 

 それから、２つ目が制度のはざまにいる方への訪問・相談活動。これは、例えばで

すけど、制度のはざまと申しますのは、高齢者だけの問題ではなくて、高齢の親御さ

んと障がいのある息子さんや娘さんの御家庭だとか、あと、ごみ屋敷だとか、孤独死

の問題ですね。そういうふうな相談業務についても、見守り相談室で承っております。 

 それから、最後に認知症で行方がわからなくなった方を地域の協力によりメール配

信で発見するというこういった事業。 

 この３つの事業を合わせて見守り相談室でやっております。 

 裏を見ていただきまして、これは地域のお住まいの皆さんにもかわりやすいチラシ

にしたいということで、真ん中あたりに機能①、機能②、機能③とあるのですが、こ

ういった御相談があれば、とりあえず一旦は見守り相談室に御相談いただけたら、場

合によったら適切な機関につなぐということもさせていただいているところです。  

 ですので、きょうはまた忌憚のない御意見も頂戴しながら、各地域の独自の取り組

みの御紹介もしていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

○横山議長 

 はい、ありがとうございました。それでは、こちらのテーマについてでも、５０分

ほど意見を交わしていきたいと思います。 

 また、今おっしゃっていただいたように、成功事例とかがぜひあればお聞かせいた

だいたり、もし問題点があればもちろんですけども、できましたら、こんなことで役

立ったよとか、そういうところから議論を深めたいなと思いますので、反対回りで一

番にお願いします。 

○一丸委員 

 成功事例いうのは聞いたことないですね。ただ何年か前に、その要援護者の名簿と

いうのをやって、地図におとした記憶はあるんですけども、その後、順番に更新して

いったりいろいろするということなんですけど、更新していってるんかどうかも、ち



42 

ょっと私わかりませんし、まあはっきり言ったら、その後どうなったんかなと思って、

逆にちょっとお聞きしたいところがあるんですけど。 

○横山議長 

 わかりました。はい、お願いします。 

○長尾委員 

 私の嫁が推進員やっておりまして、これに携わってるんです。何かが起こったら、

そのお年寄りのところへ行って、１人では行けないですから社協の人と一緒に行って、

相談受けてるんですけど、できるとこはいいんですけども、存在がはっきりしないと

か、名前は載ってるんですけども、行ってもここにおられるかどうかがわからないと

ころがあるんですよ。その辺が、どう調べたらいいかというのもわからないときがあ

るんですよね。ここにおられるのか、病院におられるのか、そこの家族に連絡がつか

ないとか、そういうところが多々あるんですね。その辺を調べるその調査員ですけど

も、どこまで踏み込んで。個人情報ですけどね。今は社協さんでお手伝いしていただ

いてるんですけども、例えば、マンションとかにおられる、１人住まいされてる方な

んかも特にわからないですよね。あるところですけど、行ったら応答はあるんですけ

ども、何回もベル押したら窓をちょっと開けて、手がぎゅっと出てきて、書き込んで

くれ言ったら、そこを手が出てきて、しばらく待ってくれと言って、またこの間から

手が出てきて、一応書き込んでくださったんですけどね。いろんな怖いところもある

んですよ。まともな人だけじゃなしに、変わった方がおられるんですよね。そういう

ところへ推進員が行かないといけない。嫁さんも女なんですけども、社協の方も女の

方ですとね、安全にいかんとかいう、そういうところもあるんですよね。亡くなって

おられたところもあったような。２、３日、１週間たっても、近所の方が最近おかし

いなということで行ったら、亡くなっておられたということもあるんですけどね。  

 だから、一番大事なのは、地域で住まわれてる方が最近あそこはおかしいよとか、

新聞が滞ってるとか、チラシが入りっぱなしやとか、そういうところがあれば、地域
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で声かけあって、あそこおかしいですよという、そういう活動もしないといけないな

と思うんですけどね。大変な仕事だと思うんですよ。調査員も社協さんもね。 

 ただ、ちょっと気づいたのは、社協さんよくかわられるんです。せっかく仕事覚え

られて、私の嫁さんと仲よしになっていろいろ調べることができたなと思ったら、ま

た違う人が来られて、一からで。その辺がちょっと気になってる。長いこと同じ方が

おられて、勤めていただけたらありがたいんですけど、最近かわられて、また一から

です言って、嫁さんが言ってましたからね。そういうところはちょっと気になるとこ

ろですね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 一丸委員は、確か神津でらっしゃいましたか。去年度も１８地域全部ではなくて、

でもほぼ２、３カ所はちょっとできなかったところがあるんですけども、ワークショ

ップなんですけどね。それ以外は開催しているところが多くて、ちょっと神津がどう

だったか今手元に資料がないんですけども、今年度も一応計画する方向で話を進めて

いるということは社協から聞いております。ただちょっとまだ日にちは確定はしてお

りません。 

 今長尾委員がおっしゃったように、推進員さん、昔ネットワーク推進員さんという

方がいらっしゃったんですけども、今はこの見守り相談室というか、区社協が調査員

というネーミングでそういうふうに活動してくださっている方を雇用されて、確か区

社協の嘱託職員の身分で、きちっとした身分で活動を今していただいているんです。

今おっしゃったように、やっぱり御高齢の方や、あと障がいのある方、障がいでも身

体の障がいであったり、精神の障がいであったりいろいろありますので、入院された

り、またなかなか訪問しても御理解いただけなくて出てこれなかったり、引きこもっ

ておられたりとか、本当に調査員の方には御苦労いただいてると聞いております。な

かなか社協も人事異動が激しくて、多分１年交代でかわって、地域の方にもせっかく

顔を覚えてもらったのになというふうな声も聞いております。 
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 ですので、先ほど長尾委員がおっしゃっていたように、調査員が核となっていろい

ろ訪問調査をしたり、名簿の整理の具体的な事務をやってるんですけども、地域は調

査員１人でやってるわけではないので、町会の方だとか、あと民生委員さん。それか

ら女性会の方もそうですし、子供会、防犯協会、いろんな団体の方がいらっしゃいま

すので、何かそういった方があれっと思うことがあれば、見守り相談室なり、区役所

に御一報いただきたけたらありがたいなと思っているところです。  

○横山議長 

 はい、山本さん。 

○山本委員 

 うちがこないだ３０日に、要援護者を載せた名簿づくりやったんですけど、これで

３年、２５年からずっとやってるんですけど、町会ごとに集まりまして、その方の、

出てますよね、名前が。そこへ一応確認するんですけど、結構町会長でも民生とか私

も、やるんですけど、いらっしゃらないのが多いんですよ。役所からいただいたもの

が。２５年度のときは手上げ方式やったので、結構お名前載ってるんですけど、実際

はそんなん知らんという人もあるんですよ。同意書も要りますので。こないだも町会

でいろいろと話ししてみたんですけれども、名簿づくりはいいんですけど、もし今災

害起こったときにどうしようかとか、じゃあその町会でその見守りのネットワークを

つくらないと、やっぱり困るという話にこないだなったんです。うちの町会はね。震

災の訓練なんかやりますでしょ。そこの実行委員になってるのは、ほとんど町会の役

員がなってるんです。そうすると、自分の町会のほうに何かもしあったとき、その人

のところ行かれなくって、誰か行ってもらわないといけないので、それをどういうふ

うにするかというのは、話し合いしたんですけど、この名簿って結構いらっしゃらな

い方多いですね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 おっしゃるとおり、ここにもありますように、２５年度が独自事業、手上げ方式と
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いうことですので、その方が障がいや、何か難病があるとかではなくて、自分を助け

てほしいと思う方が手を挙げられたんですよ。ということは、例えばちっちゃい子ど

もさんを抱えておられたお母さんが、昼間は御主人がお仕事行っておられるので、何

とか助けてほしいからと言って手を挙げたりとか、高齢の方でもそうですね。夜だっ

たら、息子や娘が帰ってくるんだけども、昼間１人で不安やからって手を挙げたりと

か、必ずしも要援護者ということではない方が手を挙げられたので。２６年度からは

行政名簿といいまして、障がいとか難病とか区役所がそういう情報提供をして、その

方に同意してもらえますかという文章を送って確認できたんですけど。２５年度の手

を挙げられた方と、２６年度の方と、ちょっと温度差があって、だから、今おっしゃ

ったように、そのときは手を挙げたということで同意はされてるんですけども、実際

行ってみたらもう忘れてるとか、何しに来たんとかって。 

○山本委員 

 元気やからそんなん必要ないとかね。言われるんですよね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 それは、大変申しわけないです。本当に。ですので、この２５年度の方々の取り扱

いを、もう少し整理をしないといけないなということを、区社協と相談しているとこ

ろなんです。２５年度はしかも数が物すごく多いんですよ。それで、多分地域の方も

せっかく訪問したのに、知らんって言われたり、住んでなかったりいろいろあって、

大変な思いをされてると聞いてます。 

○山本委員 

 入院されてる方も結構、高齢者の方。 

○嶌岡保健福祉課長 

 結構多いです。 

○山本委員 

 集まって見て、ここの家が入院されてるんですって、地図におとしていくんですけ
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れども、こないだ３０日にやったんですけど、毎月、毎年やってることはやってます。

大分出入りが激しいですし、いや、もう転勤された方もありますし、いろいろありま

すのでね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 ですので、訪問しても出てこられなかったり、新聞もたまってるとか、逆にもう新

聞も全然何もたまってなくて住んでるかどうかわからないようなお家であれば、お手

紙を入れておいていただいて、次行かれたときにまだずっと入れっ放しであれば、そ

れはそれで長期間お留守かなというふうな御判断を。 

○山本委員 

 １件だけ手紙入れたんですね。推進員さんが。そやけど、全然返事がないからとい

うことで、こないだもう一回入れましょうかということになったんですけど、そうい

う方もいらっしゃるので、１回入れても本人さんがちょっと体が不自由というか、そ

ういう方なので、奥さんいらっしゃるんですけど、奥さん夜しか帰ってこられないの

で、夜行って訪問しようかねというのは言ってるんですけど、まあ町会でやってみた

ら、いろんなことがわかりますので。 

○嶌岡保健福祉課長 

 ありがとうございます。そこまでやっていただいたら助かります。 

○横山議長 

 はい、ありがとうございます。森田さん、お願いします。 

○森田委員 

 ワークショップの名簿とマップの精査と書いてますやろ。これは、大体１年単位ぐ

らいですか。 

○嶌岡保健福祉課長 

 はい。１年単位で、三国も、何月でしたかね。私も出席したんですけど。 

○森田委員 
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 まだ１年に１回しかしてないんやけども。 

○嶌岡保健福祉課長 

 秋ごろにさせてもらいました。 

○森田委員 

 これは、それでええんですかね。１年に１回で。 

○嶌岡保健福祉課長 

 はい。ただその役所が仕切るのはそうなんですけども、それもいいのか悪いのかと

いうのも、今ちょっと議論しているところなんですけども。 

○森田委員 

 最低１年に１回ということやね。最低。 

○嶌岡保健福祉課長 

 基本は最低１回はやはり精査してほしいなというのがありますし、日々の顔の見え

る関係というのが大事ですので、何かのときに声をかけ合ったり、わざわざ訪問して

いてるかいてないかというよりも、道端で会ったら顔なじみになるということも、

日々心がけていただけたらありがいなと思っているところです。 

○森田委員 

 それと、もう一点ね。この同意書の郵送で、これ名簿つくりますやろ。これ民生委

員も何か一緒に出てますやろ。 

○嶌岡保健福祉課長 

 はい。 

○森田委員 

 民生の、友愛訪問とかの名簿ありますやん。また、それはそれで、僕民生やってい

るので、この名簿また新たにくるとは聞いてますねんけど。まだきてませんねんけど

ね。 

○嶌岡保健福祉課長 



48 

 今回、民生委員さんの改選があったので、一旦引き上げさせていただいたところも

あるんです。 

○森田委員 

 その名簿とこれマッチングしてますの。一緒ですか。全然別個ですか。別にいかな

あきませんの。 

○辰巳保健副主幹 

 同じ健康福祉課の辰巳です。民生委員さんのほうの名簿については、友愛訪問とは

また別ですね。民生さんが行かれる友愛訪問とは別なんですけれども、この見守りネ

ットワーク事業が始まった２７年度からの行政名簿の詳細な情報が入った部分を、２

７年度の末ぐらいに、一旦民生委員さん、民生委員長様のほうにお渡しをしているん

ですけれども、数はすごく少ない情報だったんですね。その時点では。一旦、今嶌岡

のほうも話ししましたように、２８年度に入りまして、民生委員長様がかわられたと

いうところもあるので、かわられた方のところだけについては、一旦回収という形を

とっているんですけれども、今ちょっとそのあたりの情報が、民生委員長さんの、民

生委員さんを退任された方の認識のずれがありましたので、今見守り相談室のほうか

ら、民生委員長様のほうには個別に再度連絡を今とっているところなんです。それが

一定整理がつきましたら、今度新しい民生委員長さんと旧の民生委員長さん方にも、

更新をしていく名簿はお渡しする予定にはなっているんですけれども、まずは今お話

ししていますワークショップで地域のほうで町会長さんなり、女性会長さんとかネッ

トワークの皆さんが、地域の事情でそれぞれメンバーが違うんですけれども、そこで

一旦精査していただいてから、その後民生委員長さんに新しい名簿をお渡ししていく

方向では考えているんです。ただ中身が、民生委員長さんのほうにお渡ししているほ

うが少し詳しい情報が、入れさせていただいたものをお渡しをしてるというところで、

地域のほうでお渡ししている名簿と同じであっても、少し中身が違う状況にはなって

います。 
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○森田委員 

 中身は一緒。 

○辰巳保健副主幹 

 中身は違うんですよ。 

○森田委員 

 違う。 

○辰巳保健副主幹 

 中身は少し、対象者は同じ方で、その方の、同じ方の詳しい情報が。 

○森田委員 

 何か同じように同意書なりもらうようなことになってますねやろ。今度は民生のほ

うも。 

○辰巳保健副主幹 

 そうですね。民生のほうもというか、今統一した形の同意書に切りかえていってい

るところなんですね。２５年度に同意をとっている方についても、対応していく予定

にはなっているんですけれども、今のところは２７年度から始まった新しい同意書の

ほうの部分でまず進めていって、旧の方たちについては、新しい同意書を使って、確

認をしていこうというふうに進めていっている途中です。 

○森田委員 

 了解です。 

○横山議長 

 でも、２５年度の人と、とにかく混在してて、それを同じ同意書でもう一度取り直

そうという動きになってきているということですね。 

○辰巳保健副主幹 

 そうですね。基本はそうです。 

○森田委員 
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 別でいかんとあかんということやね。民生は民生で別に行って、これはこれで別で

いく。 

○辰巳保健副主幹 

 いやいや、民生委員長様も、地域の団体ということで含まれてるんですよ。２７年

度以降については。だけども、２５年度、２６年度が違う形の同意書だったので、そ

こを。 

○森田委員 

 いや、２５年、２６年なんやけど、民生によっては今度は新しい、今度は１２月に

改選になって、そこら辺から変えるいうてましたやろ。 

○横山議長 

 支援を求めてる人と、その民生の人が同じものがきてるのかって聞いてるわけです

よね。 

○森田委員 

 そうそう。同じ同意書、この様式がね。同じですかって。いやいや、違いますよ、

これはこれ、民生は民生、別ですよというのやったら、それはそれでよろしいねんで。

そやけど、行く人、民生かて大分かかわっている人が多いと思いますね。せやから、

友愛訪問行くのと、これ行くのと、違う人が行ったら、同じところにも行くようにな

りますやろ。それちょっと無駄ちゃうんかなと思ったからね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 それは、今もあり得るんですよね。友愛訪問に行って、また調査員なり地域の人が

行ってということが。 

○森田委員 

 今は違うから、そやから、これも本格的になってきたら。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね。 
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○森田委員 

 同じように町会の人が行って、民生が行って。同じ町会の人が何で２回も来るのか

もわからないですね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうです。そのあたりは民生委員の活動として、友愛訪問は行っておられると思う

んですよね。年何回か。こちらのこの名簿の話は名簿の話で、調査員なり町会の人が

訪問したりしてますので、そのあたりは話し合っていただいたら、民生委員の活動は、

きっと行かないといけないんですよね。町会が地域が行ってるから、民生委員の活動

は、ということもないんですね。 

○森田委員 

 だから、民生のほうもこの同意書で、同じように行きますって言うんやったらそれ

でええけど。多分違うんでしょ。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうです。 

○森田委員 

 同じ様式なりますの。 

○辰巳保健副主幹 

 対象者が確かに、友愛訪問の対象者と。 

○森田委員 

 いやいや、必然的に一緒になってきますやんか。独居とかそうなってきたら。  

○嶌岡保健福祉課長 

 高齢者の場合は、そうなってきますかね。高齢者はかぶってくると思いますね。  

○森田委員 

 必然的に民生が友愛訪問行く方と、ここら辺で名簿に上がってくる方は、もうほと

んど一緒やと思いますね。 
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○長尾委員 

 うちの場合は、もしそういうのがあれば、民生さんに連絡するし、民生さんから連

絡してもらえる。だから、ダブるということはうちではないんですけど、両方いろん

な情報を取り交わしているんですよね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね。回数が多く、いろんな人が行くというほうがいい場合もありますし、

もう連絡調整して、この月はもう民生行くから調査員は来月行こうかとか、また御相

談していただいたら、もうそれは地域で独自に考えていただいたら、確かにおっしゃ

るように、きのう来たのに、またきょう来たみたいな、そんなことになっても、もっ

たいない気もしますので、地域によっては、そんなふうに今、木川南でされているん

ですね。 

○長尾委員 

 木川です。 

○嶌岡保健福祉課長 

 木川地域でらっしゃいましたか。独自に名簿をつくって、私たちは一応名簿を提供

するんですけども、独自に名簿をつくっておられる地域もあれば、町会も結構ありま

した。例えば、三国なんかでも、あれ分譲マンションの町会でしたかね。もう独自に

色別できれいにこんな表をつくって、色づけで、ここは昼間いてるとかいてないとか、

誰が住んでる、みたいなのを、独自調査されてたりやっておられたのが、多分そうい

うところが民生委員と連携されているんでしょうかね。どうされてるのかなと思いつ

つ。ですので、ぜひまた御相談いただけたらと思います。 

○横山議長 

 それでは、すいません。最後、藤野さんお願いします。 

○藤野委員 

 はい。僕もこれの議論の輪の中に入る立場にないかもわかりませんねんけど、町会
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長をやってたときに、この２５年度の手上げ方式のときには、ちゃんと、申込用紙も

含めて、町会を通じて全部配ったんです。吸い上げも責任もってやりました。そのと

きには名簿も、実は私の三津屋地域は、ネットワーク委員さん。ネットワーク委員会

でやったわけです。２人ペアで、１人は民生委員さんがネットワーク委員。もう１人

は、ネットワークだけの委員さん、この２人で三津屋は動いてるというふうに聞いて

るんですね。ネットワーク委員会で、この要援護者の吸い上げをやったんです。その

たまたま町会長やってたときに、町会長まではその名簿をネットワーク委員さん２人

と町会長１人の３部いただいたんです。それで、僕も１部いただきました。その中に

は、今お話があったように、小さい子どもさんとか、健常者でも、僕らとの意識の違

いがちょっとあったんですけど、要援護者って、ここをよく読んでくださいよ、と言

ったんですけど、健常者の方がたくさん登録されてたと。だけど、もう拒否はできな

いので、名簿を全部上げました。かなりの数で上がったんですね。それで、その中で

私がいただいたのは１部、その名簿を持ってて。先ほどの話で、たまたま昨年１１月

末をもって民生委員さんの改選があったので、私のほうの民生委員さんの改選もあり

ました。それで、とりあえず全部返してくださいというお話があって、私の分も名簿

を３部とも返したはずなんですね。そこまでは知ってるんですけど、その後は、例え

ば、２６、２７は、ネットワーク委員さんの中で進めておられるので、実は僕もこん

な話をする立場にないので、全くもうそこからわからないんですよ。ただ動きは、た

またま新しく今度民生委員さんになった方と、うちの家内がネットワーク委員になっ

てるんです。２人でこの前回ってましたので、恐らく登録者の訪問やったと思うんで

すよ。だけど、それは詳しいことを僕も聞かなかったし、こういうことしてるんやな

というぐらいの認識しかなかったんですけど。先ほど申しましたように、もう手を離

れてネットワーク委員会の中で動いてはります。それで、うちはたまたまネットワー

ク委員長さんが民生委員長さんなんですわ。それで、一緒にたまたまなられたという

ことで、その中でこの流れをずっとしてはると思います。三津屋の中は。だから、そ
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れ以後のことはちょっと中身がわからないので、僕もこのお話が、全くできないので。 

○嶌岡保健福祉課長 

 おっしゃるとおり、三津屋地域でらっしゃいますね。 

○藤野委員 

 ええ、そうですね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 かなりネットワーク委員さんの活動も活発で、結構独自にもう三津屋としては名簿

づくりを進めておられて。 

○藤野委員 

 ええ、してはると思いますわ。 

○嶌岡保健福祉課長 

 かなり進んでおりまして、この１２月２１日にもワークショップを開催したんです

けども。 

○藤野委員 

 そうですね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 多くの方が参加されて、次のまた作業も見据えて活発にされたということを区社協

からも聞いておりますので、だからそのシステムづくりというか、体制づくりができ

つつある地域だと思います。 

○藤野委員 

 動いてはるのは間違いなく、登録者の訪問で動いてましたので、各町会では動いて

はると思いますね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね。多分町会も巻き込みながら、民生委員さんやネットワーク委員さんが

今中心となってやっておられるのかなと思います。 
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○藤野委員 

 ただ言ったように、２５年度のやつはそういう形でたくさんの方がいてはったと思

います。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうなんですよ。その方々が今どうしておられるのか、どう思っておられるのかは、

私たちも気になっています。 

○藤野委員 

 僕の知る限りは、その方たちは登録したという意識をもってはるわけですよ。 

○嶌岡保健福祉課長 

 だったらいいんですけど。 

○藤野委員 

 僕が知ってる人で、実はある班なんか全員が登録してはったわけですから。あの文

章を見て、それやったらこの際登録しておこうと、班の全員がしてはりました。だけ

ど、だめとは言われへんわけです。 

○嶌岡保健福祉課長 

 当時はそういう考え方だったんです。 

○藤野委員 

 そうですね。だから、それを。 

○嶌岡保健福祉課長 

 線引きせずに手上げ方式でしたので、だから、物すごい数になりまして。  

○藤野委員 

 と思いますね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 今またそういった方々への再度の確認作業をしなければいけないなと思ってること

と、できたらそういう方々に支援者になってもらえないかなという、ちょっと厚かま
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しいお願いなんですけど、そういったことも含めて、せっかく訪問いたしますので、

お声かけもしながら、地域のほうに目を向けていただけたらなと思ってます。 

○藤野委員 

 それは、前みたいに訪問の方ですな。この方たちがしていただけるようになってる

わけですね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そんなことも思いながらやっていきたいなということを、区社協も思いながら、調

査員の方々にもお伝えしなければと。 

○藤野委員 

 よろしくお願いいたします。 

○嶌岡保健福祉課長 

 いえ、こちらこそお願いします。 

○藤野委員 

 以上です。 

○横山議長 

 なるほど。はい、ありがとうございます。 

 私も実はこの事業については、ちょっと意見を言えるような立場じゃないもので、

ただ身近で作業されてる方とか、こんなことやっているというのを体感したところで

はあります。そもそも多分これ災害時要支援者支援事業として始まってるんですよね。

この考え方、変遷はあるんでしょうけども、根本にはあるわけですよね。実際、皆さ

んいかがでしょう。この今お持ちの名簿で災害が起こったときに、その名簿で役立ち

そうですか。いかがでしょう。一般的に。 

○藤野委員 

 いやあ、ですね。 

○横山議長 
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 なかなか使いものにはなっていない。 

○藤野委員 

 うん。 

○長尾委員 

 各地域の町会ってありますよね。そこの班長さんなり、会長さんのほうが詳しいと

思うんですよ。名簿よりも。名簿を見てもいるかいないかわからないですけども、各

町会内では把握してはるところが多いんですよね。だから、そっちのほうが多分災害

が起こったときに役に立つと思うんです。 

○藤野委員 

 僕は、防災訓練もいろいろやっておって、立場であっても災害が起きたときにおら

んわけですから。その実は心配もあるんです。それで、２５年度やったときに、名簿

とマップと民生委員さんと、要するにネットワーク委員さん２人と３人でやったとき

に、例えば、家族で障がい者の方がいてはったら、もう１人の家族も登録してはる。

それを見て大体わかったんですよ。この人はこの人にしたらいいな。そして、この人

はこの人に頼んだらいいなというのは、一応名簿上ではつくったんです。つくってそ

こから、ほんまはそこでもう一遍行かないかんかったわけですよ。訪問してね。登録

してはりますけど、このところお願いしますと、そこのダメ押しができないまま、僕

は離れてしまったから。防災マップで、そのときには前の民生委員さんと分けたわけ

ですよ。振り分けして、この人はこの人、この人はこの人。家族とお願い行ってあが

らないかんねと言ってたら、もう次の段階に進んでしまって。そこまでしてたら、何

ぼ健常者であれ、その中で徹底しとく、もう一遍徹底しとけば、僕はある程度できた

ん違うかなという、今さら思ってるんです。もう今はちょっとそこまで、手が入らへ

んなってきたからできないんですけど、そういうことは、自分の町会では進んでたん

ですわ。 

○嶌岡保健福祉課長 
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 もうそこまでしていただけたら大変ありがたいです。 

○藤野委員 

 と思ったんです。思っただけですから。 

○嶌岡保健福祉課長 

 要援護者と支援者とのマッチングですよね。 

○藤野委員 

 そうです。そうです。 

○嶌岡保健福祉課長 

 当初私たちもそういうふうにマッチングをして、個別の支援プランを立てて、誰が

どうする、みたいなことも詰めておいたらいいやろうなということで、そういうお話

もこのワークショップのときに区社協からもさせていただいたんですが、やっぱり一

対一となると、自分がいないときどうするのかとか、支援者の方がやっぱりちょっと

ひかれるんですね。全てかかわれないということで、ですので、今はその班で見守ろ

うとか、町会として見守ろうとか、そちらのほうにもいってるような町会もあります。

やっぱり身近にいてたら一対一でマッチングしようというところもあるし、いろいろ

とその地域によってとか、班によって、町会によって、やり方も独自性が出てるのか

なと思ってるところなんです。 

○藤野委員 

 そうですね。もう一歩やっぱり進まないと、意味がないような感じがするんです。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そこまで煮詰めていただけたら、本当にありがたいです。 

○藤野委員 

 いや、してないから言われへんのです。 

○嶌岡保健福祉課長 

 ぜひまたワークショップで。 
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○藤野委員 

 思っただけで離れてしまったから。 

○横山議長 

 私も実は長尾さんと同じ考えで、名簿なくても、ひょっとして町会長の頭の中に全

て入ってて、その人がおれば、何か起こったときはここに誰がいるか、できると思っ

てたんですけども、でもその人がひょっとして被災していてなくなると、その地域崩

壊してしまうような気がして、ですから、そういう人たちがいる間にこういう名簿を

しっかりつくっておけば、その人がいなくなっても使えるなという感覚は、今もって

るんですよね。そのためには、今お聞きすると、まだ使えないものになってそうな気

がするので。 

○藤野委員 

 いや、僕はわかりませんよ。よう言いませんけど。 

○横山議長 

 それで、何が一番問題なんでしょうね。その作成が進まない、もしくは、更新しに

くい。 

○長尾委員 

 うちはね。年１回敬老会前後にね、名簿を改めてつくり直して、地図にもう入れて

いってるんです。毎年やってるんですよ。 

○横山議長 

 毎年１回そのタイミングで。 

○長尾委員 

 １回ね。敬老会がありますから、そのときに名簿集まってきますから、それを利用

して地図に入れていく。うちも嫁さんがあれですから、詳しいことわかりますから、

それで追加を入れていってる。 

○横山議長 
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 みんなの頭の中にあるものを、その地図に全部落とし込んでいく作業ですよね。  

○長尾委員 

 落とし込んでね。毎年やってるんですよ。 

○横山議長 

 その辺はどんな、これはその場合、そうですね。先ほどおっしゃったように。 

○一丸委員 

 その名簿づくりね。町会でやっていただくのはいいんですけども、中にはマンショ

ンがあって、踏み入れることができないとか、出てこられない。逆に、ほっといてく

れ、もうかかわりたくないからマンション入ったんや、というような方って、なかな

か名簿づくりもうまくできない。また、何も権限のない町会長やら班長らが行って、

名前とか生年月日とか、せめて電話番号は聞きますやん。ほなら、何プライバシー聞

くねん、とか、やっぱりありますからね。そやから、やっぱり権限をもった方が正式

に聞きにまわらんと、ちょっとまずいと思いますけどね。 

○横山議長 

 冷たい言い方かわからないんですけど、そういう方はでも救えないですよね。  

○一丸委員 

 作業も後回しになってきてます。 

○長尾委員 

 ワンルームマンションにおられる方ってお年寄りがおられるんですね。アパートと

か。その辺はわからないのでね。 

○横山議長 

 その辺いかがでしょう。効果を発揮できるものにならない一番の原因って、どんな

ところにおありだと思われます。 

○森田委員 

 名簿はやっぱり一番精査せなあかん。つくって精査はせなあかんと思いますけど。
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やっぱりいざ起きたときは、やっぱり自分のとこ先行きますやんか。それで、自分の

とこ済んだらそこへ行こうか言うたら、我々役員やっておったら、災害本部のほうへ

先行くからね。もうおらんのですわ。 

○横山議長 

 やっぱりそういうことか。 

○森田委員 

 それなら、町会留守になってきたら、やっぱりそのために名簿が必要やとは思いま

すけどね。 

○藤野委員 

 ほんまは班単位でできたらいいんですけど、たまたまうちの班は、毎年班長さんか

わりますねん。それで、もう先ほどのお話じゃないですけど、本当に高齢化になって

しまって、班長さんでもう回覧がやっとっていう人が、うち２６班ありますけど、す

ごいんですよ。だから、ほんまは、中で一番よく知ってはりますから、その中でいざ

というときには助け合っていただいたらいいなとは思ってるんですけど、なかなか現

状はちょっと追いついていかないのが。それで、今言ったように僕ら役員が、僕らは

いの一番向こう行かんと、向こうが立ち上がらへんし、そうしたら、もうこっちはお

留守になってるんですよ。だから、そこはもうちょっと痛し痒しで困ってるなと。 

○横山議長 

 いなくなっても、もっと小さな単位であれば、ひょっとすると各々動けるかもわか

らないと思うんですよね。 

○藤野委員 

 動くんじゃないかなと思いますね。僕はね。 

○山本委員 

 うちも町会で、こないだも話ししたときに、そういうのをつくっておかないとだめ

なので、１回話し合いしようかと言ってるんですよ。本部行く人はもういないですも
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のね。そのほかの方で、全然体が動けない方もいますし、そういうところを町会とい

うか班でもいいんですよね。やっぱり決めておかないといけないので、そうしようか

ねっていうのは。 

○横山議長 

 動かれてるわけですね。 

○山本委員 

 はい。 

○横山議長 

 なるほど。 

○山本委員 

 一応、話ししてるんですけど。 

○森田委員 

 やっぱり、マンションとかああいうとこはええけどね。僕ら三国やけど、もう平地

で古いところばっかりやから、年寄りばっかりやからね。うちの町会１３０軒ぐらい

ですねん。そのうち年寄りが、７０歳以上で１００人ぐらいいてますねん。そやから。  

○横山議長 

 ほとんどが要支援。 

○森田委員 

 そやから、名簿はようけ出てくるけど、援護者いうたら少ない。そんなんが、やっ

ぱり僕思ってるのは、やっぱり淀川区はそういうところが多いと思いますわ。せやか

ら、そこらをどういうふうにしていくかというのも、問題やと思いますよ。 

○横山議長 

 確かに事情は違いますものね。マンションであっても、ファミリーなのか、ワンル

ームなのか、一戸建てが多いのかによっては。そらそうですね。 

○森田委員 
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 一番被害に遭うのは、やっぱり平地の平屋やからね。 

○横山議長 

 そうですね。 

○森田委員 

 やっぱりそうやから、年寄り住んではるところが一番ひどい目に遭うということに

なってきたらね。 

○横山議長 

 行政からおりてきた名簿を、それぞれの小さい単位でどう活用できるかをやっぱり

考えざるを得んでしょうね。押しつけられても、多分合わないですもんね。それぞれ

の地域。なるほど。こうやったらいいのにとかあれば。なかなか難しいでしょうね。

何となく、でもキーワードとすると、やっぱり高齢化が進んでて、ひょっとしたら

我々ぐらいの世代の、当時皆さんが地域で活躍されてた世代が確かに減ってるような

気はするので、そういう人たちをいかに巻き込めるかというのは、私もこんな立場で

動いてますけど、ほなら横に同じ４０代がいるんかといったらいませんからね。全然。

どこへ行っても私が一番若いような環境なので、そこは何とかね。先ほどの防犯とち

ょっと似てるかもわからないですけど、いかに巻き込むかかな、なんて思ったりしま

す。 

 いかがでしょうか。その他。もうちょっとだけ時間ありますから、要支援のところ

について、問題提起でもいいですし。最後ですから、御質問でも結構ですし。夜分に

せっかく地域またいでですので、こんなときどうしてんのというお話でも構いません

し。 

○森田委員 

 何でもいいんかな。もうこのことだけですか。 

○横山議長 

 とりあえず、まだこれにしておきましょうか。何か防犯のほうがね。こっちは何か
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もう問題がたくさん見え過ぎて。もうちょっとだけ時間ありますから。ありますよね。

あと１５分ありますので。 

○長尾委員 

 この事業いうのは、ずっと続いていくんですね。要援護者の。 

○嶌岡保健福祉課長 

 はい、そうですね。もちろん予算のことですから、どうしても役所は単年度の会計

とは言いつつ、もちろん来年もありますし、何らかの形では続けていかないといけな

いかなとは。 

○長尾委員 

 ますます、これから困難になってくると、お年寄りがふえてくる。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうなんですよ。ですので、防災の取り組みも、今本当に地域が自主的にいろいろ

と計画を立てて進めておられるとは思うんですけど、まあ防災でいうたら市民協働課

の話になるんですけど、これも今は行政が名簿渡してこうしましょう、ああしましょ

うっていうお話もさせてはいただいてるんですけども、もう自主的にやりつつある地

域も幾つか出てきてますので、さっきから出ていますように、名簿の活用をどうして

いったらいいのか、自分たちはどういうふうにやっていったらいいのかというのは、

独自でお考えいただいて進めていくというふうな方向に、やっぱりもっていっていた

だきたいなとは思ってるところなんです。いつまでも同じような形で、同じような予

算がついてというのは、昨今の状況を見ますと。 

○長尾委員 

 はしごを外すいうのもね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 いや、それは私は思っておりませんが、大きな流れの中では、これからどういうふ

うにこれも考えていくのかなというのは気になるところです。これは区の独自予算と



65 

いうよりも福祉局が予算をもってる事業ですのでね。 

○横山議長 

 本流とすると、この事業がどうであるかより、何か起こったときにどうできるかの

ほうが、本来は大切なんでしょうけどね。それが地域として確立されてるのであれば、

別にこの事業は必要なくなりますものね。 

○長尾委員 

 そうですね。地域が全部そういう活動、独自でやっていければいいんですけども。  

○横山議長 

 マンションばっかりで名簿要らなくて、ほな色塗りで、ここは昼間にどうやとか、

完成してればそれで。 

○長尾委員 

 ただその従事している人が一生懸命やれる人ばかりじゃないですからね。かわって

いきますから、それを続けてくかどうかが問題ですよね。 

○横山議長 

 災害はいつ起こるかわかりませんから、常にやっとかないと。 

 そうしたら、この要援護者の支援体制については、これぐらいで大丈夫ですか。 

 そうしたら、冒頭の防犯のところでも言い忘れを含めて、質問もあれば、そっちも

含めての意見交換とさせていただきたいと思いますけども、いかがですか。  

○森田委員 

 ちょっと１件だけ防災のことで聞きたいんですけど、いいですか。 

○横山議長 

 防災ですか。 

○森田委員 

 防災。 

○横山議長 
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 何とか防犯につなげてください。 

○森田委員 

 いやいや、神戸なんかいうたら震災以降、公園なんかで炊き出しの設備つくってい

ますでしょ。簡易トイレ置くとか。公園に、下水下水下水と、トイレを何個置くのか

知らんけど、１０個やったら１０個置く分、そこまで設備やって、それで水道全部や

って、もしも何かあったときにここへトイレぽんっと置いたら、トイレができると、

そういう設備やってますでしょう。あれ大阪はそういうやつは考えてるんですか。考

えてないんですか。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 大阪はやってます。 

○森田委員 

 やってますか。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 ええ。広域避難場所に、もう既にマンホールトイレというのは整備してますね。 

○森田委員 

 というのは、三国でこれから区画整理で公園ができるところがあるので、そういう

設備の公園に、考えていただきたいなと。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 そういう公園ではなくて、今申し上げてるのは、広域避難場所といって、例えば大

阪城公園とか鶴見緑地とか、そういう大規模なところ、何千人という人が逃げてくる

ところにトイレとして、そのマンホールを設置して、それを開けて簡易、要するにテ

ントですね。張って、訓練のときにも皆さんにごらんいただいていると思うんですけ

ど、簡易トイレを設置できるような構造にはなってます。ただ、今おっしゃっている

その地域の公園というのは、一時避難場所ということで、災害が起こって、まず一時

的にそこに集合していただいて、その地域の方の安否を確認する。それからあとまた
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避難所のほうにということになっているので、そこで長期滞在していただくというこ

とを、今のところ考えてないんですけど、ただ逆に言うと、そこまでまだ手が回って

ない。物すごいお金要るんです。 

○森田委員 

 それはわかります。せやけど、現実ね。そらもうそこら辺のちっちゃい公園やった

ら、近所の方が逃げてこられるかもわからへんけど、ちょっと地域でも大きい公園あ

りますやんか。そんなところだったら、絶対逃げてきたら炊き出し、家潰れたらテン

ト張って炊き出しやって、そんなん全部出てきます。やっぱりそういうときになって

きたら、自分の食べるものを、下のほう両方とも処理せんといかんから、新しいとこ

ろつくれ言うたら、そらお金ごっついまたかかりますやんか。新しくつくるんやった

ら、１００円いったとこが１０円で済むかもわかりませんやんか。だから、そういう

やつをちょっと考えないのかな。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 トイレは、今おっしゃったように、広い公園で、神戸市っていうか、神戸市だけで

もないんですけど、そういうときにそういうふうな形で、トイレで利用できるような

設備を既にやってるところと、もう一つ大阪市の場合でいいますと、簡易トイレはも

う既に準備して、災害が起こったときに、その場所にはないんですけども、すぐに配

置できるようなことで、一応もうストックはできてます。 

○新井市民協働課長 

 各小学校の避難場所とかにも簡易トイレ４機とか、それを設置しております。 

〇石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 それ以外にも７拠点かありまして、鶴見とか、阿倍野とか、そういうものを置いて

る倉庫があるんですよ。そこのほうに、もう既にトイレ置いてまして、災害時には周

辺の業者さんと協定結んで、それを持っていってもらうような協定も、既にもう結ば

れて、一応準備はしてます。ただまあそれは、まだ今のところ経験したことはないの
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で、どれぐらい配置できるかというのは、確かに細かい部分ではあるんですけども。  

○横山議長 

 今のところできないということですね。 

○森田委員 

 見てたら、公園のベンチありますやんか。あのベンチの下を取ったら、炊き出しの

窯が出てくる。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 あります。 

○森田委員 

 そこまでの設備やったらええけど、そやから神戸ってやっぱり一遍震災あったらす

ごいなと思ったからね。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 ただあれは、確か大阪もあったはずなんですけど、ちょっと今どこというのはわか

らないですけど、そういうのはもう常に準備できるのは準備しているような状況です

ので。 

○横山議長 

 ありがとうございます。それでは、ちょっと話戻しまして、防犯とか先ほどの要援

護者のところでこれだけは言っとくよというのがありましたら。今の神戸の話じゃな

いけども、ほかのところではこんなんやってるの知ってるよとか、聞いたよとかでも

いいと思いますけど。いかがでしょう。事務局側からないですか。 

○新井市民協働課長 

 かなりちょっと防犯情報はお伝えはしたんですけど、新しいのってありますかね。  

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 防犯よりも先ほどの要支援者のあれちょっと。決定的な対策方法じゃないんですけ

ど、もう御存じのように、この夏に岩手県でケアホームでしたかね。川が氾濫してな



69 

くなったところがあります。あれ以降、厚労省のほうがああいう施設の災害時の防災

計画立てるように、今全ての施設に通達を出してるはずなんです。 

 一方で、もうこれもテレビなんかで御存じやと思うんですけど、今ちょっと名前変

わるんですけども、実は避難勧告の前に避難準備情報というのがあるんですね。３段

階になってるんですけどね。避難準備情報というのは、そういう勧告が出そうなとき

に、それ以前に高齢者とか、避難するのに時間かかる人に、もう既に避難に入ってく

ださいというのが、確か熊本の地震以降、頻繁に出てます。だから、先ほどおっしゃ

ってるように、援護する人が、先ほどの１３０に対して３０人しかいないというとこ

ろはちょっとどうなんかなというのはありますけど、とにかく時間がかかる避難につ

いては、事前に国がそういうふうな勧告を出して、避難準備情報というのを出して、

もう先に逃げていただくというようなところで、そういう対策も今既にされつつあり

ます。ただそれに行政がどう現実に対応するのかというのは、ちょっとまだ課題があ

るんですけれども、地域の方もやはりその段階って前段階ですから、まだふつうなん

ですね。ふつうの人にとってはふつうなので、そのときに既にもう活動に入ってくだ

さいというのが、その準備情報ですから、それがどうなるかというところは、ちょっ

といろいろ課題はあるんですけども、既にそういうふうな要援護者に対する活動の入

り方については、検討というか、準備はされてる。 

○長尾委員 

 どこに連絡はいくんですか。その一番最初の。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 それは、もうばあっと出ますよ。連絡がいくというよりも。 

○長尾委員 

 テレビとかラジオとか。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 全部出ます。準備情報出てます。だから、問題はそれに対応する体制が地域にある
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かどうか。行政も含めてなんですけども。そこなんですね。 

○一丸委員 

 そういう情報が発信されたら、例えば避難所の小学校なりの鍵をもってる人、誰か

が開けに行きはるわけですね。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 そういうことなんですよ。だから、今そこをね。避難所の鍵というのは、地域の鍵

の管理者、要するに、学校の近くの方にそういうふうなことをお願いしているんです。

だから、そういう方が健常の方なんですよね。だから、そういう方って、それからま

だ余裕があるわけですよ。避難までに。だから、その人に既にその段階で行っていた

だかないといけない。だから、そこの徹底をどうするのかというのは、正直あって、

正直自分でもちょっと今迷ってるところなんですけども、やり方を。そういうのはあ

るんですけど、ただ世の中全体というか、その防災に対する考え方というのは、そう

いう状況に今きてるということで、決して対応の方法がないわけじゃなくて、そうい

うことをこれから煮詰めていく。そういうような段階になっている、という認識をも

ってることは確かなので、例えば、今地区防災計画を皆さんにお願いしてるんですけ

ど、あの中には、まずは顔の見える関係を平時からというのが１つあって、なおかつ

あのページの後ろのほうなんですけども、その要援護をする方が近所におられたら、

その名前を書いていただくんです。 

○山本委員 

 あと、広域避難所。 

○石崎市民協働課相談調整担当課長代理 

 指定してますので、だから名簿というのも確かに１つの方法としてはあるんですけ

ども、先ほどどなたかおっしゃってましたけど、名簿よりもやっぱり町会のリストで

すよね。あの地図に入れられてるとか、やっぱりそういうのも、現実それがあって初

めて皆さん地域に徹底できる、それぞれ独自に準備されてるところ大体わかってるん
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ですけども、やっぱりそういうものが、とどのつまりのところで役に立つのかなと。

やはり日ごろからそういう顔の見える関係じゃないですけども、あの方あの方という

ような形で、個人的に準備されてる、それが一番大事なのかなという気はしますね。

行政としては名簿の整理とかいろいろありますけど、その名簿がうまくマッチングす

れば一番いいんかなという気はしてるんです。すいません。よろしくお願いします。  

○横山議長 

 わかりました。それでは、予定時刻も大分迫ってまいりましたので、この２つのテ

ーマについては、もうここまでとさせていただきたいと思います。ほか最初皆さんア

ンケートとったところで、あと２つぐらいありましたけども、その２つでもし何かこ

れ伝えとかないかんとかあれば、最後お聞きしてしめたいと思います。 

 そうしたら、もうよろしいですか。その他、伝え漏れなければ。皆さん御協力によ

り、ちょっと早目に終われそうですけれども、言い残しありませんでしたら、これで

しめたいと思います。 

 きょうは事務局のほうから、もし回答し切れなかったことがあるようでしたら、ま

た整理して、またお伝えいただくということでお願いしたいと思います。 

 それでは、事務局に進行をお戻ししますので、よろしくお願いします。拙い進行で

申しわけありません。 

○西政策企画課長 

 長時間にわたり、ありがとうございます。また横山議長、議事進行のほうありがと

うございます。 

 本日御討議いただきました内容につきましては、次回の第３回の全体会議、区政会

議におきまして、議長のほうより、また御報告いただきたいと思いますので、何とぞ

よろしくお願いいたします。 

 次回の区政会議、日程が決まりましたら、また、速やかに御案内させていただきた

いと思います。 
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 それでは、時間も迫っておりますので、これにて淀川区区政会議安全・安心なまち

部会、終了してまいりたいと思います。 

 本日は長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。 

―了― 


