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平成２９年度淀川区区政会議 

第１回安全・安心なまち部会 

 

日 時：平成２９年７月２６日（水） 

   午後６時３０分～午後８時３０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、ただいまより淀川区区政会議安全・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。 

 まず、お手元の資料、御確認願います。 

 まず、次第、配布資料一覧、それと資料１ 部会名簿、資料２ 座席表、これが裏

表になっているもの、資料３  新たな淀川区将来ビジョンの策定について、資料４ 

淀川区将来ビジョン（素案たたき台）、資料５ 淀川区将来ビジョンの総括、資料６ 

将来ビジョンの総括としていただいた御意見について、あと区の広報紙であります

「よどマガ！７月号」「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ 038」でございます。そろっております

でしょうか。不足がありましたら、挙手いただきたいんですけど、大丈夫でしょうか。

ありがとうございました。 

 それでは、本日の出席委員につきまして、私より紹介させていただきます。  

 （各委員紹介） 

 ただいま区政会議 安全・安心なまち部会委員７名中７名の皆様が全員の御出席を

いただいております。ありがとうございます。 
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 定足の２分の１以上の委員が出席でありますので、この会議が有効に開催されてい

ることをここに御報告申し上げます。 

 続きまして、区役所の職員につきましては、お手元の座席表ごらんいただきますよ

うお願いいたします。 

 それでは次第に沿いまして、議題に移らさせていただきますが、今回は、淀川区将

来ビジョンの素案について簡単に御説明させていただいた上で、委員の皆様方に御自

由に御意見いただきたいと考えております。 

 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、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るものでございます。この安全・

安心なまち部会で取り扱うのは防災や防犯、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

していただくことが可能かとも存じます。区役所への御意見、御質問だけでなく、こ

の機会に他の委員の方に伺いたいことなどございましたら、御遠慮なく御発言いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、現行の委員の皆様方、最後の部会となります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。この会議の開催時間２時間ほど見込んでおりますが、午後８時１５分をめどに、

遅くとも８時３０分までには終わってまいりたいというふうに思いますので、何とぞ

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 

 それでは、議長を仰せつかっておりますので、進行させていただきたいと思います。  

 まず、事務局より、淀川区将来ビジョンについて、概要の説明をお願いいたします。  

○西政策企画課長 

 それでは改めまして、政策企画課長の西でございます。私より、新たな淀川区将来

ビジョンの策定について、その概要について簡単に御説明申し上げます。  
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 さきの区政会議全体会でも御案内いたしましたように、平成２４年に定めました現

在ある淀川区の将来ビジョンが今年度で最終年度を迎えておりますことから、平成３

０年度から向こう５年間を見据えた施策展開の方向性を示す将来ビジョンを新たに策

定しようとするものでございます。本日の会議では、この新しい将来ビジョン策定ま

でのスケジュールやその考え方などについて御説明もいたします。また、将来ビジョ

ンのたたき台となるものも御用意しております。このたたき台を起点といたしまして、

今後さまざまな検討を積み重ねて、素案から案というような形でブラッシュアップし

てまいりまして、今年度末にはビジョンとして正式にお示しする予定にしております。

後ほどその内容についても御説明いたしますが、この安全・安心なまち部会の委員の

皆様方には、将来ビジョンにあります経営課題、安全・安心なまちづくりのうちの防

災対策、防犯対策、地域福祉の推進について御意見を頂戴したいと考えているところ

です。 

 この将来ビジョンは、区長が区内の基礎自治体行政を総合的に推進していく上で、

地域として区がめざすべき将来像や、その実現に向けた施策展開の方向性を取りまと

め、区民の方々に明らかにしようとするものでございます。委員の皆様方におかれま

しても、将来ビジョンは、おおむね５年後の淀川区のあるべき姿を見据えたものであ

るという御認識いただいた上で、御議論いただければまことに幸いかと存じますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元資料３の淀川区将来ビジョンの策定について、Ａ４の縦長のもの

でございますが、そちらのほうごらんいただきたいと思います。 

 １ページ目の上の８行に記載されている内容、今申し上げたことと重複するもので

ございますので、割愛させていただきまして、その下にあります［平成２９年度にお

ける新将来ビジョン策定スケジュール案］について、そこの部分をごらんいただきた

いと思います。 

 一番上の「７月下旬から８月上旬に第１回区政会議部会で、素案についての意見聴
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取」とありますが、まさに本日この会議がこれに当たるものでございます。この後、

８月１日には、コミュニティ力向上部会、８月７日には、教育・子育て部会を開催し

て、それぞれ新たな御意見をお聞きすることとなっております。 

 ９月には、それぞれの部会の意見を区政会議全体会で共有するとともに、委員意見

を踏まえまして、ビジョンの素案を確定させて１０月には公表してまいりたいと考え

ております。その上で、１０月ないし１１月には、次期区政会議委員による区政会議

全体、あるいは部会で御討議いただいた後に１１月ないし１２月には、この将来ビジ

ョンの素案に対するパブリックコメントを実施してまいりたいと考えております。パ

ブリックコメントの結果を踏まえまして、再度区政会議の部会、全体会で御意見をお

聞きした上で、最終的には将来ビジョンとして策定してまいる予定でございます。 

 １ページめくっていただきまして、２ページをごらんいただけますでしょうか。将

来ビジョンと運営方針の関係について記載しております。先ほども触れましたが、区

の将来ビジョンは、区長が区内の基礎自治行政を総合的に推進していく上で、地域と

しての区がめざすべき将来像やその実現に向けた施策展開の方向性を取りまとめて、

区民の方々に明らかにしようとするものでございます。 

 一方、運営方針は、将来ビジョンに示された施策展開の方向性に沿って、年度ごと

の施策や事業の取り組みを明らかにする単年度ごとのアクションプランというふうに

位置づけられております。将来ビジョンは中期的な区政運営の理念や大きな方向性を

定めるものでございます。個別具体的な施策は毎年行う運営方針の策定過程において

議論することとなります。後ほど、将来ビジョンたたき台について項目別にまた説明

も改めてさせていただきますが、今回は、５年後を見据えた概念的なものをお示しし

ているものでございます。個別具体的な取り組みをこの将来ビジョンに盛り込むとい

うものではないということを御理解いただければというふうに考えております。よろ

しくお願いします。 

 それでは、次の３ページをごらんいただけますでしょうか。 
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 新しい将来ビジョンの策定方針について、ここでは記載しております。これにつき

ましても、先日の区政会議の全体会で御説明しており、若干繰り返しになる部分もご

ざいますが、簡単に説明させていただきます。 

 新たな将来ビジョンの策定に当たりましては、現在の将来ビジョンに掲げた主要施

策を引き継ぎつつ、淀川区の現況や大阪市全体の施策を踏まえて修正を加える予定に

しております。策定方針につきましては、真ん中よりちょっと上にあります枠囲みの

部分をごらんいただきたいのですが、「淀川区将来ビジョン２０２２－みんなの笑顔

をつなげるまち－」、これ仮称としてテーマとして掲げておりますが、期間は、来年

度から２０２２年までの５年間としております。みんな、笑顔、つなげる、これらを

キーワードに２０２２年度末の将来像を示すこととしておりまして、主な施策は、現

在の将来ビジョンと同様に、「安全・安心」「教育・子育て」「地域コミュニティの

活性化」「区民サービス向上」をテーマに掲げる予定にしております。 

 このページの後段では、現在の将来ビジョンと新しい将来ビジョンの関係性につい

て、平成２９年度の運営方針と対比する形でお示ししております。  

 一番下のとこに対比表がありますが、向かって左のところ、平成２９年度運営方針、

こちらのほうで、５つの経営課題と戦略で構成されておりますが、それが向かって右

側のほうで、新将来ビジョン、それぞれ対応しているものを矢印等々でお示ししてお

ります。新しい将来ビジョンでは、この２９年度運営方針のうちの「安全・安心に暮

らせるまち」、「子育て世帯が住み続けたいと思うまち」につきましては、それぞれ

名称を「安全・安心なまちづくり」、「教育・子育て支援の充実」というふうに変更

はしておりますが、戦略レベルに変更はなく、そのまま踏襲させていただいておりま

す。 

 次に、「住民が主体となって運営されるまち」と、「区民との協働による快適で魅

力あふれるまち」、この２つにつきましては、新しい将来ビジョンでは、「つながる

まちの実現」という名称で、経営課題に集約しております。一番下の「区民のお役に
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立つ区役所」は、新しい将来ビジョンでは、「区民のための区役所づくり」という名

称で、戦略の中身に、より具体化を図っておるところでございます。 

 なお、２９年度の運営方針の下から２つ目のところの戦略にあります「ＬＧＢＴ支

援事業」でございますが、これが新しい将来ビジョンでは、戦略の項目からなくなっ

ております。これは今後、このＬＧＢＴ支援事業につきましては、淀川区が独自に取

り組むというものではなく、大阪市全体で展開する事業として位置づけられることに

なっていることから、区の将来ビジョンの項目からは外しているというものでござい

ます。ただ、このＬＧＢＴ支援事業につきましては、我が淀川区が先駆的に展開して

きた事業でございまして、また、全国的な注目を集めるなど、一定の成果を上げてま

いったということは自負しているところでございます。今後もあらゆる区民と多様性

を受けいれるまちづくりをめざす取り組みの一環として、このＬＧＢＴ支援事業につ

きましても引き続き取り組んでいく予定としているところでございます。 

 続きまして、資料４の淀川区将来ビジョン素案のたたき台をごらんいただけますで

しょうか。私のほうからは、この資料４の２ページから７ページにかけて説明させて

いただきますが、今、資料３を用いて説明いたしました新しい将来ビジョンの考え方

と重複する部分が多々ございますので、この資料４の内容につきましての詳しい紹介

のほうは割愛させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 かいつまんで中身を紹介させていただきますが、資料の２ページでは、区の概況と

いたしまして、さまざまなデータなどを用いて、現在の区の概況を説明しているペー

ジでございます。 

 続きまして、３ページから４ページにかけましては、現在の将来ビジョン、新しい

ほうじゃなくて、現在の将来ビジョンの骨子、また、それに基づいて取り組んできた

これまでの取り組み状況につきまして、まとめて掲載しているものでございます。  

 続きまして、５ページでございますが、区の概況・特性を踏まえたまちづくりの課

題というのを示しております。ここに４点ほど課題を掲載しておるかと思いますが、
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これは、先ほど御説明申し上げました、新しい将来ビジョンに掲げる経営課題にそれ

ぞれ対応するものでございます。 

 続きまして、６ページでは、５年後、２０２２年にめざす淀川区の将来像について

載せておるものでございます。 

 資料の３、最後のページで説明した内容と重複はいたしますが、テーマを「みんな

の笑顔をつなげるまち」としておりまして、みんなが笑顔になれるための取り組みと

して、防犯・防災対策、教育・子育て支援、地域福祉の推進を、また、笑顔をつなげ

るための取り組みといたしまして、地域コミュニティの活性化、多様な協働の推進、

住民主体の自治の実現というのをそれぞれ掲げております。そして、これらの取り組

みを実現していくために、区民満足度を高めるための役所づくりに今後取り組んでい

くこととしております。そして、そのキーワードが一番下のところにあります「みん

な」「笑顔」「つなげる」というふうに考えるところでございます。 

 続きまして、７ページの部分でございます。２０２２年度末までの施策展開の方向

性を示しております。これも今まで御説明してまいりましたところと重複する部分も

ございますが、主な経営課題といたしまして、「安全・安心なまち」、「教育・子育

て支援の充実」、「つながるまちの実現」、「区民のための区役所づくり」、この４

点を掲げておるところでございます。そして、それぞれの個別施策や具体的な取り組

みはそれぞれの年度の運営方針を策定するそのプロセスにおきまして、詳細に示して

いくこととなるものでございます。 

 以上、私から、新しい将来ビジョンの考え方等々につきましての説明とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○横山議長 

 ありがとうございました。将来ビジョンの概要は、今説明いただきましたけれども、

ここまでで何か御質問がもしあればお伺いしたいと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。大枠の部分なんで、なかなかだと思いますけど。後ほど、テーマごとに分け
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た詳細にまた説明いただきますので、また概要の全体像についても、もし思いつかれ

た場合はおっしゃっていただければと思います。 

 それでは、先に進めさせていただきたいと思います。 

 議題の淀川区将来ビジョンについて、事務局の説明の後、意見交換を行っていきた

いと思っております。今日はとにかく概要の部分ですので、細かな部分は、また最後

に協議含めて次の機会にということで、こんなまちにしたいというテーマごとにいろ

んな意見交換、意見をいただくことにしたいと思います。各テーマ、意見交換の時間

は２５分程度を見込んでおりますので、時間内での御協力よろしくお願いいたします。  

 それでは、早速事務局より、まずテーマの１つ目である防災対策について説明をい

ただきたいと思います。お願いいたします。 

○新井市民協働課長 

 皆さんこんばんは。市民協働課長の新井です。防災について説明させていただきま

す。 

 資料の８ページ目をごらんください。２０２２年度末までの施策展開の方向性

（１）安全・安心なまちづくり（防災対策） 

 現状と課題、区民に対して、日ごろの備えなどを地域防災訓練や広報誌、電子媒体

等で周知し、地区防災計画の策定や避難所開設、運営訓練に対する支援等を行ってき

ました。６割近い区民が危機事象ごとの行動マニュアルなどをまとめた淀川区地域防

災計画等の区役所の防災の取り組みを知っている一方で、４０歳未満の若年層の半数

以上が災害に対する備えを行っておらず、若年層の防災意識向上に向けた取り組みが

必要です。これは右横の円グラフの区民アンケートからとっております。アンケート

で、「淀川区地域防災計画等」の区役所の防災の取り組みを知っている区民全体の割

合が、知っているというのが５７％で、約６割近い区民が知っているということにな

ります。その下の棒グラフなんですけど、災害に対して備えを行っている区民の割合、

４０歳未満が４３％、４０歳以上が５８％という結果になっております。  
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 次に、防災意識の向上のため、防災に関する情報をもっと積極的に広報すべきとの

声も上がっています。淀川区災害対策本部の機能を充実するためには、区職員が災害

が発生したときの役割をより一層認識する必要があります。 

 ［課題解決に向けた主な施策］ 

 ①区民の防災意識向上のために若年層を中心に乳幼児健診や区民まつりなど、区民

が多数集まる場所における啓発を実施します。 

 ②地域防災力の向上のために各地域で実施している避難所開設・運営訓練の支援な

どを引き続き進めます。 

 ③淀川区災害対策本部機能の充実に向けて、職員研修等を通じて、防災・減災対策

に関する能力向上に努めます。 

［２０２２年度末における数値目標］ 

 対象「日ごろから家庭で水や食糧などを蓄えている区民の割合」、２０１７年度秋

にアンケートをとる予定にしていますが、一応この実績に基づいて数値目標としまし

ては、２０２０年度末に中間目標として、今年度の結果よりプラス５％アップ、それ

から２０２２年度末には、今年度のアンケート結果より１０％アップを目指しており

ます。 

 防災に関しては以上です。 

○横山議長 

 ありがとうございました。 

 では、ここから、今御説明いただいた防災対策について、意見交換をしていきたい

と思いますので、いかがでしょうか。 

 まず、御意見ある方からお聞きしましょうか。いかがでしょうか。 

○森田委員 

 今課長おっしゃった２０１７年度の実績プラス５％、１０％とありますけど、２０

１７年、大体どれぐらいあると見込んではりますの。 
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○新井市民協働課長 

 見込みですか。区民アンケートで一応７０％ぐらいは欲しいかなと。たまに防災訓

練のときに、「あなたは備蓄を備えてますか」というふうなアンケートをとりまして、

それで６０％以上ある。よく、訓練のときにアンケートを簡単にとったら、６０以上

ありますので、割と高いほうだと思ってるんですけど、防災訓練に参加する方は、防

災意識の高い方やと思うんですね。なので、この区民アンケート、多分無作為になる

かと思うんですけど、若い方も含めて、ふだん訓練に参加されない方も含めて。ただ、

やっぱり上位の数字はめざしたいなと思っているところなんです。 

○長尾委員 

 防災訓練を毎年やるんですけど、大体同じ人ばっかり、地域の役員さんがほとんど

ですね。この前は小学生と一緒にやったんで、小学生の父兄も来たんですけど、ただ、

小学生とやると、防災訓練のレベルがちょっと違うレベルのほうに行ってしまって、

実際の防災訓練がちょっとおろそかになってしまう部分。地域でやりますと、同じ人

が来ると。なるべくなら若い人も来てほしいんですけど、なかなか来ないと。それが

毎年そう思って、新しい人、マンションで新しく来られた人が参加してほしいんです

けども、その辺をどうしたら来てもらえるか、いつも思ってるんですけども、対策が

ちょっとないんで。何か御意見がありましたら。 

○横山議長 

 今、長尾委員から同じ人ばかりが来ると。若い人来てくれないと。例えばほかの地

域で、こんな工夫をされているとかいうのがもしあればという、協議していただきた

いなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○森田委員 

 三国ですけど、今年小学校とコラボしてやりました。それで小学校の保護者参観日

に合わせてやったんです。それと一緒に学校も引き渡し訓練をやって、その保護者が

４００何人、大方約５００、それで生徒が５７０やったかな、それぐらいいてまして、
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割と保護者がそれだけ参加してくれたということ、若い人ばっかりやから、ちょっと

でも何かになったんかなとは思ってますけど。 

○横山議長 

 それは、もう流れの中でスケジュールに入ってたということですか。参観終われば、

こっちに来ると。 

○森田委員 

 そうそう、だから参観日にやったことで。それで小学生もみんな、各消火訓練とか

バケツリレーとか、そういうやつでも参加してもらった。 

○横山議長 

 何かのイベントと抱き合わせにしてやるというような配慮。 

○長尾委員 

 私とこも去年、小学生を交えてやった。それはそれで成功したんですけど、それ以

外に、要はうちの地域だと、マンションがたくさん建ってる。ワンルームマンション

がたくさん建ってるんですよね。その人たち、もし災害があったときに、多分避難所

に来ると思うんですけども、そういう人たちが訓練に参加してもらわんと、いざとい

うときに危ないんですけども。 

○横山議長 

 ひょっとすると、マンション住まいの人は、避難場所がどこであるかわからない可

能性もある。 

○長尾委員 

 それと伴って地域防災計画、その防災の冊子ですけども、今回いただいて、配るん

ですけども、そこのところまでに配れるかという問題があるんです。それをどうした

らいいかまた考えてるんですけども。 

○山本委員 

 私も大分早くにできて防災計画を配ったんですけど、一応全戸配布という形で、町
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会長さんにみんな協力いただいて、町会に入ってなくても、マンションにも全部入れ

るようにはしてるんです。けれども、それが全部いってるかどうか、ちょっと把握は

してませんけれども、一応全部入れるということにはしてまして、結構たくさんいた

だいてますので。町会によっては、もう足りないから、センターに置いてるんですけ

ども、取りにこられる方も多いですけど。 

○横山議長 

 マンションへはポスティングですか、ポストに。 

○山本委員 

 はい、そうです。 

○長尾委員 

 それは役員さんがやってるんですか。 

○山本委員 

 町会の役員が。マンションによっては、それしてくれないとこもありますけども、

確かに。普通のチラシと一緒に考えられているというのが多いですよね。だから一応

は全部に入れるようにはしてるんですけれども。 

○横山議長 

 そのマンションさんには断りを入れてポスティング。 

○山本委員 

 はい、そうです。初めから、入れてもらったら困るというところもあるのですけど

も。大体、今年はたくさん配布できたと思ってますけれども。今、長尾さんがおっし

ゃったように、子どもの土曜参観にうちも防災訓練やってますけど、子どもが主体の

もの結構多いんですよ。そうすると、一般の参加者がちょっと不満があるんです。反

省会したりとかそういう。子ども主体のものは、どうしても子どもを優先にやります

ので、うちは人数が少ないですけれども、高齢者なんか来られてまして、何か私ら全

然出られなかったとかいう意見も結構ありました。 
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○横山議長 

 今のような御意見、区役所さんとしてはどんな。 

○新井市民協働課長 

 新東三国は、去年、学校と地域の児童さんと一緒にされて、訓練内容は、それぞれ

パーツパーツに分けてはったんですけど、行動の中で、こういう場面のときはどうす

るか？みたいなお互いに大人も考える、子どもも考えるというふうな、そういうクイ

ズ形式をされていました。大人と子どもが一緒に考えるような形式は、うちのまちづ

くりセンターさんと一緒にそういうふうにやっていこうと決めている地域もあるんで

す。確かに子どもさん、特に小学校に入ると、低学年と大人とちょっと違うという意

見はもちろんあるんですけど、小学生が入ると、そういうふうに保護者参観日に若い

ＰＴＡの方が来られますので、若い方にも、ちょっとＰＲ効果があるのかなというと

ころですので、防災のメニューをどうやって切り分けるか、最初から一緒に組むのか、

大人向けの講座をやっている間は、子どもは学校の授業をやっといてもらうとか、ち

ょっと地域によって少しずつ分けているところもあるんですね。子どもが５・６年生

だけ、ちょっと高学年だけ参加するというふうな地域もありますし、ちょっといろい

ろ、でも新東三国のところは大人と子どもうまく共存して訓練やってはりました。バ

ケツリレーなんかも一緒にやったりとかして、なので、うまくやっている地域の訓練

の情報をもう少し皆さんにも提供したいと思います。 

 あとマンションですけど、この前、三津屋は町会長さんとかがマンションのほうに

わざわざ防災訓練があるから参加してくださいと、マンション地域も個別に何か交渉

されて。 

○藤野委員 

 まだ、全体の組織ができてないんですわ。今年の末で第２期の入居が始まるみたい

ですから、第１期だけで。そのときに話しにいったときに、向こうの管理をしておら

れる会社の方が、まだ全体もできてないんで、中の組織も今募ってるんですけど、な
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かなかできませんと。とりあえずは、管理会社の方が窓口になっておられて、今年３

月の防災訓練のときには一緒に行って、こういうことありますと。連合にはまだ入っ

ておられないんですけど、一つのある一番近くの町会とはつながっていて、その町会

の方がとりあえず管理人さんを通じて、こういう訓練がありますということを周知し

ていただいて、すぐにやったみたいですけど、お連れして学校まで行ったというふう

な経緯はあります。今年できて、今度連合にあったときに、連合町会として、一つの

組織で入っていただくお話し合いは進めていくわけなんですけど、そのときに今度は

１，０００世帯近くは一つの地区になるわけですから、それを今度どうやっていくか

と。お聞きしたら、要するにマンションも全世帯が、強制的ではないんですって。町

会とか入るにしても。それはもう任意なんですって。だけど管理組合として入ります

ということなんで、そこがちょっと難しいなと。今言うたように、全部配ったら、い

ろんなことも出てくるん違うかなと思いつつ、今は管理会社を通じて壁に張って周知

をしている状況です。前回の３月のときは、そういう形で、数人の方が来られたとい

うことはお聞きしました。ちょっと難しいのは確かに難しい。顔が全然見えないんで、

わからんですね。 

○新井市民協働課長 

 でも呼びかけしやすいと言いましても、マンションって新興住民が来るんですけど、

やっぱりきっかけがそういう防災訓練であるとか、何か夏祭で、お子さんがいらっし

ゃったら参加しやすいかなと。最初の一歩がその地域に転入してきたときに、ただ、

そういう気楽な、イベントのときから、ちょっと声かけていくように、徐々にしてい

って地域になじんでいただけたらなとは思っているところです。 

○藤野委員 

 やっぱりお聞きしたら、若い方で興味のある方もおられるんです。見て、これはど

ういうことですかというふうに聞かれた方もあったみたいですよ。そういう方が何人

かずっとおられて、口コミで、例えば、行って、広がっていく形が一番いいんじゃな
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かろうかとは思うんですけどね。だから、今課長がおっしゃったように、いろんなと

こから広げていって、地域で何を言ってるかということを知っていただいて、順番に

広げていけば、ちょっと時間はかかるかもわかりませんけど、そういう広がりが持て

るんじゃないかなという気はします。だから、そういう運動を進めていったらなとは

思っているんですけど。 

○横山議長 

 マンション世帯を中心に、若い人をいかに誘うかというのは、知らない人が４３％

とか、データが出てるとおり、結果的には、足しげく通うとか、口コミだと思うんで

すけど、ここにあるように、防災に関する情報をもっと積極的に広報すべきという声

もあるということなんですけども、何かほかの手段、皆さん、考えられることありま

すでしょうか。 

○長尾委員 

 例えば防災訓練だけじゃなし、今回、盆踊りやりますね。そういう地域の人たちを、

防災訓練じゃなしに、盆踊りやると、小さい子来ますし、若い人も来ます。そこで、

地域の連携をそこでいろんなこと、お手伝いしてもらったりして、防災訓練じゃなし

に、地域をなるべく仲よく、盆踊りだけじゃなしに運動会やるとこもあるし、いろん

な展示会やるところもある。そういう中で広げていったら、防災訓練だけじゃなしに、

いざというときにはお手伝いしていただけると思うんですけど。 

○横山議長 

 テーマを絞らずに、多角的なところからアプローチして、最終的に防災。 

○新井市民協働課長 

 何かやっぱりきっかけが要るんですよね。転入してきた場合に地域で何をしている

かわからないから。近所の人に声をかけてもらうとか、誰かに誘ってもらうとか、子

ども同士が仲よくなってとか。 

○長尾委員 
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 ＰＴＡの方をうまく取り込むと、意外と若い方に来ていただけます。 

○横山議長 

 ＰＴＡと連携されて、防災の訓練なんかも企画されてますよね。学校で参観という

のはもちろんそうですし。 

○藤野委員 

 今は積極的にしてないですね。そういう個別の団体、声はかけて、いろんなとこ声

かけますけど、特にそういう団体で例えばお願いしますよとか、個別には、やっぱり

町会が一番のメーンになってきてますので、それプラス、そこにも声はかけますけど

も、だけど形としては見えてきてないと思いますね、僕個人の意見ですけど。だから、

先ほどおっしゃったように、もうどこも一緒で、本当、毎回同じ方なんです。それは

僕も町会長やってるんで、いつも悩むわけですよ。回覧回しても声かけても、いつも

来られる方は同じメンバーで同じぐらいと。そこをどう広げていくかというのが悩み

で、どんどん年は重ねていきますし、そこが一番つらいとこですね。地域のまとめ役

としたら、どうしたらいいのかなというのは一番悩みがあります。 

○長尾委員 

 一回、七、八年前ぐらいのとき、防災訓練だけじゃなしにお祭り的なことでくじ引

きをやりますとか、ピエロが来て、いろんなイベントをしてもらうとかそういうこと

やったことある。そのときはかなり人が来たんです。でもお金がかかるんですよ。そ

の辺で毎年はできないんです。そういう感じでやって来てもらう、若い人に来てもら

う、子どもも来てもらうという、そのときは成功したんですけど、何せお金がかかり

ますので、その辺がちょっと問題。 

○横山議長 

 ４年に１回、区民まつりを防災まつりに変えましょうか。 

○新井市民協働課長 

 地域で、何か新たに担い手を獲得のためにと、自律的補助金というのがありまして、
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２分の１補助ですけど、２０万円使えるというのがあるんですよ。西中島でも文化祭

されたり、あと今年は防災関係の企業を巻き込んでの地区の防災パンフレットつくら

れたりとかありまして、木川地域、なかなかお使いになってないみたいなんで、もし

何でしたから、うちのまちセンさん通じてお勧めもしたいなとは思ってるんですけど、

神津さんですと広報誌つくったりとか、三国さん、今度お祭りされるんですよね。い

ろいろみんな活用されておられるので、宮原地域さんもまだ活用しておられないんで

すけど、結構使い勝手のいい、上限２０万円なんですけど、もし何でしたら、まちセ

ンさん通じて、そのような情報もお話させてもらいますので、何か新たな担い手獲得

でということで、西三国やったら、ハローウィンまつりしたり、いろいろ何か使って

らっしゃるみたいなので、また、御提案させていただきますので。  

○横山議長 

 予算の面が壁になっているんであれば、そういうのを積極的に情報公開いただいて。

○新井市民協働課長 

 まだ使える条件ありますので。 

○姫野副議長 

 宮原の場合は、春に防災訓練も兼ねてというか、餅つきや焼きいもとか、そういう

ことをやって、それに参加、防災訓練をした後に、それに参加してもらうというよう

なことで、たくさん参加してもらうように一応計画はしているんですけども、なかな

かさっきおっしゃったように、いつも同じ方で限られたような、人数も決まったよう

な人数で、ちょっと、特にマンションの方は関心が薄いですね。それを今後どうして、

もっとふやしていくかということなんですけども。そういうとこです。 

○横山議長 

 マンションにお住まいの方の誘い込みの問題。 

○姫野副議長 

 そうですね、一応マンションの管理人というか、そこの方にはお願いして、掲示は
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出してもらってるんですけども。なかなか少ないですね。 

○一丸委員 

 防災訓練、神津の場合、２年続けて２月の寒い時期にしたんですよ。最初のときは、

お年寄りの方も来ていただいたんですけど、去年２回目ぐらいのときに、来ていただ

いたお年寄りも、２年続けてやったものだから、ぐっと減りまして、今年１０月ぐら

いにしようということで進んでいるんですけど。参加していただく方も結構年配の方

が多いんで、季節というのか、気温によって、今日やめとことかいう方もおられます

し、まして若い人なんか、疲れて、今日は休みたいのに、また寒いのにということで、

訓練のときには、実際寒いときに経験せないきませんねんけど、やっぱり訓練、寒い

場合は人数が減るということで、季節的なものがあると思います。  

 あと回覧ですけど、班回覧で実際町会長さんにまた副会長さん、各班回覧している

んです。一応全世帯には回覧して、掲示板は掲示板ということで張ってるんで、見れ

ばわかるんですけども、関心ない方もう素通りしてしまって、言われるように、いつ

も来られるメンバーばっかりになってしまいます。何とかしたいんですけど。  

○横山議長 

 同じメンバーしか誘い込めないという、先ほど藤野委員がおっしゃった、知ってた

ら行ったのにとか、いや実は興味あんねんという方、多分潜在的にはたくさんいらっ

しゃるけど、多分答えだと、こうだと思うんです。防災に関する情報をもっと積極的

に与えてくれたら行ったのにというところだと思うんですよ。この辺、もうちょっと、

インターネット媒体使うとかその他、私、元新聞屋ですから、新聞折り込み使うとか。

いろんな発信していかないと、口コミだけではというのが、皆さんの興味、関心は薄

いなと思います。 

○長尾委員 

 それと防災訓練の内容ですけども、内容は、各地区でどういうふうに決められます

か。例えば消防署主体、消防署の人に訓練を指導してもらうとか、地域独自のもので
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何か考えて、こんなことしたいということをされているのか。それはどこで決めてい

るのか。それをちょっとお聞きしたい。うちはうちのやり方があるので。  

○横山議長 

 ちなみに、どういった。 

○長尾委員 

 うちは防災のアクションプランのようなもの、別のチームがあって、防災リーダー

と別なんですけども。そこで、こんなことしましょ、あんなことしましょと決めて、

地域活動協議会に持っていって、こんなことしますけど、どうですか。みんなの意見

聞いて、修正してやるんですけど。聞いたところによると、消防署さんにお任せで、

一切お任せしてやってくださいということで、それに従ってやるという地域もあると

思うんですが、どんなやり方でやられているのか、どんな内容を考えられているのか。  

○横山議長 

 住民主体型というのが出ましたけど、ほかいかがですか。どんな内容踏まえて、ど

この機関に詰めてというのは。 

○山本委員 

 毎年同じようなことやってたら、結局、あっまた今年も同じやなと思って、だんだ

ん参加する人減ってくるんですよ。だから、うちなんか毎年参加される人数が減って

きてますね。初めはものすごい多かったんですけど、だから決まったような人ばっか

り。 

○横山議長 

 それ決められているのは、どこか。 

○山本委員 

 地活協で、一応は。防犯とか防災リーダーがおりますので。防災リーダーでという

意味じゃなくて、みんなで地活協でそういう話。 

○横山議長 
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 変わらないということですよね、ですから、多分。 

○山本委員 

 はい、だから内容が変わらないから、いつも、去年もこれやった、また今年も同じ

かという感じの人があるんです。それとうちは、町会ごとに集合して学校へ来るんで

す。だから一応町会、無線訓練もやってるんですけど、町会ごとにそろいましたから、

今から出発しますという形で、学校へは何時に出発して、全部書いてくるんですけど、

そういう形はやってるんですけど、何しろ、うちもマンションも多いし。  

○横山議長 

 地域で決められて、もう日にちを決められて、多分、消防署の方に中身はお任せす

るということで、それ以外で何か、例えば中学生に決めさせてるとか。 

○藤野委員 

 やっぱり防災訓練、もううち年２回、神崎川の流域の豊中の合同とで、今年は加島

さんと合同、三津屋単独と、それ交互にやるんですけど、やっぱり内容的には同じも

のなんです。やっぱり毎年変わったことできないんで。することは、救急から、いろ

んな形の同じこと、消火訓練にしろ、同じことになりますので。決めているのは、先

ほどおっしゃったように連合と、そして一番決めてはるのは防災リーダーです。防災

リーダーと消防士さんとで、我々が連合が入って内容を決めていきます。去年、今年

の３月、ちょっと変わったのは、こんな情報聞いたから、こんなんせえへんかという

ことで消防さんに相談して、それが今年はふえたと。あとは救急にしろ同じことにな

ります。あとは子どもたちをどうやって寄せるかということで、子どもたちと消防車

との綱引き。子どもたちには一応景品を、それで釣るんじゃないですけど、やっぱり

何か行ったら楽しみやというもので、子どもたちはそういう形でしてます。だから、

内容をやっぱり変えることは、これはもう同じになっても仕方ないことで、それはや

っぱり繰り返し繰り返しやることによって、自分の身についてくるわけですから。そ

れを経験していくことで、中身を変えることはなかなか難しいと思いますね。新しい
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ことがあるわけじゃないなと思うんです。ただ、消防さんがそういう違ったとこ、ち

ょっと情報仕入れたら、それやってくれませんかという形で、何か防災リーダーのほ

うが相談して、今年の３月はちょっと前の年とは違ったものをしました。  

○横山議長 

 同じことを繰り返しするから、その効果があるという・・・。 

○藤野委員 

 難しいとこなんですよ。 

○横山議長 

 お聞きしてて、そうすると、地域を考えてますけど、消防署のほうにもぜひお願い

したいなと思いますね。もうちょっと人が来るように、興味を持てるような、例えば

キャラクターつくるとか、そんなこともぜひ、何か消防署のほうにも投げかけて、一

緒につくっていかないと、地域だけが盛り上がっても、多分効果ないでしょうしとい

う、何となく感じました。 

 ちょっと時間、２５分たちました。皆さん、活発な御意見ありがとうございました。  

 それでは、次のテーマに移らさせていただきたいと思います。 

 では、事務局より、２つ目のテーマ、防犯対策について、御説明をお願いいたしま

す。 

○新井市民協働課長 

 ９ページをお開きください。 

 （１）安全・安心なまちづくり［防犯対策］ 

 現状と課題。 

 街頭犯罪の発生件数は減少しているものの、社会的弱者である子どもや女性を狙っ

た犯罪や高齢者を狙った特殊詐欺等が後を絶たず、治安が向上したとの実感が広まっ

ていない状況です。右の棒グラフによりますと、淀川区の街頭犯罪件数なんですけれ

ど、２０１４年度１，４６０件だったのが、２０１６年度１，３５５件と右肩下がり
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になっております。それに比べて、下の棒グラフですけど、子ども、女性の被害件数

というのが、２０１４年９８件であったものが、２０１６年度１３３件と少し上がっ

ている状況になっております。地域や企業、警察と連携し、犯罪状況に応じた防犯活

動の取り組みを進め、防犯に対する機運の向上を図ることが必要です。 

 ［課題解決に向けた主な施策］ 

 ①犯罪発生状況や犯罪被害防止等の情報発信を行うことで、自主防犯意識の向上を

図ります。 

 ②地域や企業が行う防犯活動の広報や活動支援を行うことで、自主防犯活動の促進

につなげます。 

 ③警察や関係機関と連携した青色防犯パトロールや見守り活動の実施、効果的な防

犯カメラの設置などを行うことで、犯罪を起こしにくい環境整備を進めます。  

 ［２０２２年度末における数値目標］ 

 対象「区役所が地域、企業、警察と連携して取り組む防犯活動が犯罪抑止に役立つ

と感じる区民の割合」。数値目標としましては、２０１７年度秋ごろに測定予定です。

２０２０年度の中間目標で、今年度の結果のプラス５％、２０２２年度末で、２０１

７年度の１０％を目標に置いております。 

 説明は以上です。 

○横山議長 

 ありがとうございました。それでは今の防犯対策というテーマについて、また意見

交換を始めていきたいと思います。 

 今の説明の中で、御意見ございましたら。 

○一丸委員 

 ここ最近、安まちメールとか、青色防犯パトロール、また見守り活動とか、いろん

な防犯を抑止する取り組みは、どんどんどんどんいろんな方面でやられてるんですけ

ども、やってる割には、そういう犯罪の数とか、これ見ましたら、街頭犯罪は減って
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ますけど、子ども、女性被害件数ふえてるし、全体として、淀川区も含めまして、以

前からするとふえてきてるんじゃないかと思って。これだけ、手を変え品を変え、い

ろいろ対策されても、犯罪が横ばいという状態で進んできているのは、何か、ちょっ

と適当な言葉見つかりませんけども、取り組みの進め方が何か違う方向に向いている

のか、それか活動自体ふえてるけど、もうひとつ力を入れてやってないのか、ちょっ

とよくわかりませんけども、何かやってることはようけあるんですけども、何かそれ

に伴ってないようなことになっておるんでないか。いろいろ活動されてる方、例えば

防犯やってはる方プラスそれ以外のボランティアの方も陰で支えておられて、いろい

ろやっておるんですけども、なかなかそういう犯罪が減ってこないという状況ですの

で、やり方がまずいんかなと。 

○横山議長 

 淀川区とすると、たくさん防犯対策はしてるけども、効果が出てけえへんのじゃな

いかと。 

○一丸委員 

 昔よくはやった、費用対効果が出てないと言わざるを得んのかなと思って。 

○横山議長 

 その辺、ほかの皆さんはどんな御感想お持ちですか。 

○藤野委員 

 ここで、子どもや女性、弱者の街頭犯罪が多いということ、これやっぱり、まだこ

こにもカメラの設置など行うことでと云々書いてますけども、やはりカメラの抑止力

というたら相当あるんでないかなと思うんですけども。だから、できるだけ多くカメ

ラ、防犯カメラというのは設置する方向でいっていただきたいなとは思います。それ

と、高齢者は特殊詐欺、ここらも地域で出てくる人は大体みんな知ってはるから、買

い物だけで往復されるお年寄り、やっぱりそういう人をターゲットに、どのようにし

て周知していくか、そこらが問題やと思いますけど。うちらでも集会のときに交番所
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からぱっと来て、ちょっと行って、説明させてと言って、よう来はりますわ。来はっ

たかて、もう我々はずうっと聞いてるさかい大体わかってんねんけど、あとそれを御

存じない方にどうやって教えてあげるかというのは一つ問題として、町会長さんには

言うてますんやけど、こないして言うて、説明を聞いて、出てはらへん近所の人いて

はったら、ちょっと声かけてねと、こういうやつは言うてるんやけど、どこまで言う

とるかようわかりませんけど。周知方法というのは、やっぱり考えなあかんのかなと。  

○横山議長 

 防犯パトロールも多分知らない方がたくさんいらっしゃるというところ。 

○新井市民協働課長 

 防犯カメラの効用につきましては、ひったくり件数が平成２６年度６０件、平成２

７年度３１件、平成２８年度１５件と、半減半減としておりますので、それなりの効

果は上がっております。全体的な街頭犯罪件数も昨年比５７件ほど下がっております

ので、全体的には犯罪は減っている傾向にあります。同月比較しましても、少し減り

つつあります。あとは特殊詐欺なんかに関しましては、先月６月２０日から７月２０

日までで、連長会とかで公表してるんですけれど、アポ電とかいいますか、そういう

電話があったのは１件で、その方は、自分で気づいて区役所とかに問い合わせしたの

で、被害がゼロということで、１カ月で、先月１件だけで、被害がゼロで、１件だけ

で済んでいます。それは警察も何か重点的にＡＴＭのところに人を配置して物すごく

警戒をしているということで、最近はちょっとおさまりつつあります。 

 あと特殊詐欺の手口をお話するという、防犯講座というのを、うちのセーフティー

淀川のチームがやっておりまして、高齢者の食事サービスの後に、例えば１２時から

１時のお昼ごはん食べた後に３０分だけ時間をもらって、その手口を詳細にお知らせ

するというのを各地域ほぼほぼ回っておりまして、またオーダーでもいただきました

ら、そういう詐欺の手口もお知らせしますので、周知をしたいところです。出てくる

方とか、本当に町会長さんとかは耳にすることがあるんですけど、家で一人きりのこ
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もりきりの老人の方とか、そういう方にどういうふうに注意喚起するのかというのが、

今のところ、ちょっと課題かなとも思っております。 

 特殊詐欺に関しましては、４月の２１日に三者協定といいまして、警察と区役所と

社会福祉協議会で協定を結びまして、その詐欺の手口やら事件のその内容をファクス

等で警察が来ますので、情報提供するということで、かなりお知らせをしているとこ

ろです。毎月２１日に各地域、今月は加島地域なんですけれども、その前は、先月三

国が雨で中止になりまして、その前は三津屋の地域でとか、毎月２１日に特殊詐欺の

防犯キャンペーンを張っているところです。８月もありますし、だんだん企業の参加

もふえているところです。意見をもらったのが駅前の無人ＡＴＭだけじゃなく、ライ

フとかそういう商業施設で、お年寄りの方で買い物に来る方もいらっしゃるので、そ

ういうところにも周知したらいいんじゃないかというふうな御意見も頂戴したところ

です。キャンペーンの時期になりますと、大々的に警察も区役所も社会福祉協議会さ

んも地域の方も一緒に参加してキャンペーンするんですけれど、そういう商業地域で

すね、老人の方が普通に買い物に来られるようなところにも周知はしていきたいと思

っております。 

○長尾委員 

 うちの地域で被害に遭われた方があるんですけども、特に集会とか老人の集まると

ころに警察の方がたびたび来られて、その回数が最近多いです。そのことによって、

その方、被害に遭われた方が、ふっと電話でいろいろなこと言うてくるんですけど、

名古屋に持ってこいという、その言葉一つで、あっ我に返ったらしいですよ。何か現

金を名古屋まで持ってこい、そのことで、息子は名古屋に行くわけないということで、

はっと気がついて、だから、そういうことを警察の方がいろんな事例を場所場所で注

意されて、大体の方は、自分が我れに返るという、その息子さんのこと思ったら、そ

のことで頭いっぱいになるらしいんです。だから、何かのきっかけで、その話やいろ

んなこと聞いてたら、あっこんなことあったなと思ったら、その時点で我れに返ると
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思うんです。だから警察の方も努力されてますし、地域でいろんなことがあったら、

そういう経験したこと、どんどん話して、知ってもらおうという。こんなことがあっ

たなって頭よぎれば、我れに返って、あっという言葉になると思うんで。だから、集

会のときでも、いろんなことを聞かれたら、そのことを話してということが大事かな

と思う。 

○横山議長 

 積極的なアナウンスがもっと必要やということですね。多分そういうことも、先ほ

どの一丸委員の話じゃないですけども、マイナスなイメージってなかなか記憶に残ら

ないような気するんですよ。今、課長からおっしゃった、特殊詐欺は１件しかないと

か、私聞いているのは、今年に入って、ひったくりは２件しかない。しかもこれ未遂

やと聞いてるんですよ。これだけ減ってるんですよ。効果は実は、どこかに出てきて

いるというアナウンスをすれば、もうちょっとそういうとこに話を聞いとけば、私被

害遭わへん。多分マイナスに持つ方と、私は関係ないと、私は大丈夫やと思ってるか

ら多分頭に残らないと思うんですよ。もっとプラスのイメージを植えつけるようなア

ナウンスの仕方をもしお願いできたら、警察の部分で、やっていきたいなと我々も含

めて、そんなこと感じます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

○山本委員 

 食事サービスの提供しているんですけれども、毎月食事会ありますねん。そのとき

役所からいただいた紙を、ちょっとあれでは、小さくて字が読めないので、Ａ３に拡

大して皆さんに渡してるんです。自分とこの女性会とかに渡してたら、結構みんなそ

れ見て、あっこれこんなんあるんやなというのがわかってますので、そういうのは出

てきてくださる方はわかるんですけど、うちとこ６０人ぐらい見えるんですけれども、

そういう方は結構わかるんです。だから近所の方にも言ってくださいねとは一応言っ

てるんですけど、その紙はいつも拡大して皆さんに渡してますので、結構間に合って
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るんじゃないかなと思うんですけども。 

○新井市民協働課長 

 ありがとうございます。やっぱりひっかからないのは、悪質な手口を知るというこ

とが最初の一歩になるかと思います。区役所でちょっと還付金があるいうたら、大阪

人ひっかかることが多いらしいんですけど、もう本当に口を酸っぱく、区役所の者が

電話で言うことはありませんとは言ってるんですけど、そういうのは、本当に近所で

共有していただけたらと思います。 

○横山議長 

 そうすると、これについては、全員が出てこなくても、その中心となる人が聞いて

チラシを配る、口コミの効果とかですね。 

 そのほか、防犯対策についていかがでしょうか。 

○藤野委員 

 済みません、この棒グラフで、これ区内ですね。これ見たら、要するに街頭犯罪、

子ども、大人も全部含めて、男も女も含めての件数的には減ってますよと。ところが

下の表見ると、子どもと女性に関しては、もうふえていってる。 

○新井市民協働課長 

 前年比４件なんですけど、ふえていってますね。 

○藤野委員 

 上は減ってるのに、子どもと弱者についてはふえていってるということで、確かに

いろんな面で、時代もちょっと変わってきて、ちょっと変わった形で、僕らもまち中

歩いとっても、梅田とか歩いとっても、やっぱり気をつけますわな、正面見て、下向

かんようにしとって、なるべく前見て、あっ危ないなという、何となく、そういう今

のこの世の中、自分で自分の身を守るような形に僕らでもなってるんで、昨年やった

か、三津屋でひったくり、後ろからつけられて、女性の方が。それは女性の方も働く

時間帯が遅くなっている。もう一つは、ちょっと気になったのは、カメラのお話あっ
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たんですけど、照明が結構暗いなというとこでしたわ。だからそこ、いろんな普通の

大きい道路については、ＬＥＤの大きい照明灯をつけていただいて、狭いところに関

しては、やっぱりそこまで手が回ってないということで、なかなか広い道路ばっかり

じゃないんで、たまたま去年、ある町会でお聞きしたのが、女性の方が後ろつけられ

て、ひきずり込まれそうになって、未遂に終わったという話は聞いたんですけども、

そこは暗いんですよ。暗いからいうて、照明お願いしてるかといったら、もうしてな

いというてたから。そこらあたりも含めて、なかなか昔からあるまちの中で、全部照

明つけることができないと思うんですが、もう少し明るくなってくればそういうこと

も減ってくるだろうし、特に先ほど言いましたように、例えば７時、８時までに皆帰

るわけじゃなく、やっぱり夜中近くに皆さん、女性の方でも、駅から歩いて帰ってお

られるということで、そこらあたりが余り減らない、僕自身が思うことですけど、減

らない一つの要因ではないかなとは思うんですけど。だからもう少し、街路灯の予算

をつけていただいたらいいなと、こう思いますけど。余り明るくしてもあきませんけ

ど。やっぱり明るいまちにすれば、そういう目が光ってくるんで、予防にはなるんじ

ゃないかという個人的な気はします。 

○新井市民協働課長 

 わかりました。大阪市の市道に関しましては、工営所で、そういう街路灯の予算を

持っております。また、区役所のほうは窓口になっております。街路防犯灯に関しま

して、年間そんな、何十件もつけられないんですけど、多少の予算はありますし、申

請して、本当につけられるところかどうかもう一回見たりしないといけないんですけ

れど、多少の予算はありますので、また、ちょっと地域で検討していただきましたら

と思います。工営所のほうの一応予算はありますし、街路防犯灯に関しては区役所が

窓口になって申請の受付をしております。 

○藤野委員 

 工営所のほうは、やっぱり地域からの要望になるんですかな。区役所のほうは、僕
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もお願いしているんで、わかってるんですけど、工営所の例えば広い通りなんかは、

大概ここ二、三年でかなりつけていただいたのも目に見えてますねん。ただ、そうじ

ゃないとこもあるんで、どういうふうにお願いしたらいいのかなと思って。  

○松田市民協働課相談調整担当課長代理 

 いつもお世話になってます、市民協働課の課長代理の松田といいます。どうぞよろ

しくお願いします。 

 ちょっと先ほど道路が暗いんじゃないかというお話にも含めてお答えさせていただ

きますけども、今の生活道路なんですけど、車が通れる生活道路で６メーターぐらい

の道路に照明灯、街路灯がついていると思いますけども、大体３０メーターに１カ所

ついております。そういう意味合いでいけば、暗いというふうに思われる方は、確か

に暗いかもわからないんですけども、そういう３０メーターピッチについていると、

必ず、そこ歩いている方が見えるという状況になっていますので、それが確かに暗い

ところあるかもわからないんですけども、市内のそういう生活道路については、３０

メーターぐらいのピッチで照明灯がついているという話が１点と。もしどうしても非

常に暗いという場所があるようでしたら、地域の方から工営所のほうへ要望していた

だくと、そこに照明灯がつけられるかどうかという判断をして、つけられるようであ

れば、設置は可能だと思います。 

○藤野委員 

 それは地域から工営所に直接言っていいんですか。 

○松田市民協働課相談調整担当課長代理 

 そうですね。それか私どものほうに言っていただいたら、その中継はさせていただ

きます。 

○姫野副議長 

 公道の場合は工営所で、私道の場合は区役所。 

○松田市民協働課相談調整担当課長代理 
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 その件、課長が窓口という話をさせていただきましたけども、公道でないというの

は、大阪市道ではないという、私道であるという意味合いでいいますと、直接工営所

のほうへお話をしていただくのもありやと思います、そういう意味では。我々のほう

へ言っていただいても窓口になっておりますので、受け付けて、工営所に紹介をする

という形をとらせていただきます。 

○横山議長 

 公的な街灯も一つですけども、どこかで私聞いたことあるのは、１軒の家に対して

１つ明かりをつけましょう運動みたいなことをされているまちもあると聞いたことあ

るんですね。門灯つけようという運動を、期間限定かもわかりませんけども、そんな

ことも、ひょっとしたら住民主体でできること。先ほど非常におもしろいなと思った

のは、子どもと女性の被害が生活サイクルの変化によって、暗い時間もあって、それ

でふえているんじゃないかと。 

○藤野委員 

 やっぱり時間は、かなりある意味でも本当に多いですよ。 

○横山議長 

 ですから、明るいまちづくりという、両方の、人が明るいこと、まち全体が明るい

ということも、ひょっとすると、このビジョンの中には該当するなと。 

 犯罪者も狙うのは、そういう人が余りいない暗いところというのは狙うからね。先

ほどの民間の協力というのもありましたけども、ひょっとすると、新聞配達員とか、

そういうのもかなり活用したりとか、社会資源というのはたくさんあります。  

○新井市民協働課長 

 あと淀川区で、コンビニエンスストア連絡協議会というのがございまして、ローソ

ン、ファミリーマート、セブンイレブンで、淀川区内に１００店舗程ございます。ま

ちの防犯拠点として、女性と子どもの駆け込み寺じゃないけど、駆け込み的なことで、

もしコンビニに駆け込みましたら、一応コンビニの方が、もし何か事件性があるとい
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うことでしたら警察に通報するようになっていたり、高齢者が仮に徘徊とかで間違っ

てコンビニのほう来られても、警察なり家族なりに連絡をとって、ちゃんと引き渡す

というふうなことがございます。コンビニの場合は、２４時間開いているということ

がございますし、淀川区内で１００店舗程ありますので、そこもちょっと活用されて

もいいのではないかと、さっき民間の資源をということでありますので、年に４回ぐ

らい、警察と区役所とで連絡協議会を開いて情報提供しておりますし、警察のほうか

ら、しょっちゅうコンビニエンスストアには犯罪情報とかを提供したり、うちのセー

フティーさんが暴漢とかが来た場合の訓練、対応訓練を行ったりしております。先ほ

ど子どもと女性の被害で、まだちょっと件数が減っていないのではないかということ

ですけど、今年度の同月比を比較しますと、例えば去年の７月６０件あった被害が今

年度３８件というふうに３分の２程度に減ってはきております。まだ後、今年度、あ

と半年あるので、どれぐらいふえるかわかりませんけど、全体的には平成２８年度よ

りは減っている傾向にございます。 

○横山議長 

 先ほどの一丸委員の印象というか、一般的に住民が持たれている印象は余り当ては

まらない、どっちかというと、全体的に減っていってる傾向にあるという理解でいい

んですかね。その辺をもっと安心・安全なまちになりつつあるということもあらわせ

ていただけたらなと。 

○新井市民協働課長 

 ありがとうございます。 

○横山議長 

 それでは、一応出尽くしたということで、次のテーマに移らせていただいてよろし

いですか。 

 それでは最後のテーマということになりまして、事務局より地域福祉について御説

明をいただきたいと思います。 
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○嶌岡保健福祉課長 

 保健福祉課長の嶌岡でございます。 

 では１０ページをごらんください。地域福祉の推進というところでございます。 

 現状と課題ですが、淀川区地域福祉推進ビジョン「おせっかい共和国宣言」が平成

２５年１１月に策定され、啓発等に取り組んできましたが、地域福祉活動に参加した

ことのある人は、平成２８年度末には１６．８％でした。今後は、地域福祉のさらな

る向上を目指しまして、地域福祉活動の指針となります淀川区の地域福祉推進ビジョ

ンを時代に即して改定する予定としております。 

 ２つ目ですが、地域福祉の取り組みは、各地域の実情に合わせて進められておりま

すが、地域役員の高齢化や新たな人材確保などの課題がある一方で、既存の枠に捉わ

れない地域福祉ボランティアグルーブが発足してきている現状もございます。平成２

７年度から地域における要援護者見守りネットワーク強化事業が開始されまして、災

害時の要支援者への対応を視野に入れ、平時からの見守り支援体制の構築を行ってま

いりました。平成２７年国勢調査の結果では、区内単独世帯の割合は５３．４％、６

５歳以上の世帯員のいる一般世帯のうち単独世帯の割合が４２．５％と、前回の国勢

調査より、さらに増加しております。今後、複合的な課題を抱える世帯の増加が見込

まれる中、身近な地域での支援体制強化が必要です。 

 課題解決に向けた主な施策ですが、①淀川区社会福祉協議会と連携して、各地域に

おける地域福祉の発展に向けた取り組みを強化いたします。 

 ②各地域における要援護者や複合的な課題を抱える世帯への支援のために身近な圏

域でのネットワークを強化いたします。 

 右に移りまして、２０２２年度末における数値目標でございますが、対象は「地域

福祉活動に参加したことのある区民の割合」２０２０年度末には２０１７年度のプラ

ス５、２０２２年度末にはプラス１０％をめざしてまいりたいと考えているところで

ございます。 
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 私からは以上でございます。 

○横山議長 

 ありがとうございます。それでは最後のテーマとして、地域福祉のところで御説明

いただきましたが、この内容について意見交換をさせていただきたいと思います。  

 それでは、まず、御意見のある方から御発言いただきたいと思います。  

○藤野委員 

 ２番目の既存の枠にとらわれない地域福祉ボランティアグループが発足してきてい

る現状もあります。これ具体的にいうたら、もし御説明できる範囲があれば、どうい

う団体の方なのでしょうか。 

○嶌岡保健福祉課長 

  今まででしたら、例えば社会福祉協議会がボランティア活動を斡旋するとか、い

ろんな各種団体の皆さんがボランティア活動をするというのはあったと思うんですけ

ど、例えばこども食堂だったりとか、あと各地域で宿題カフェだったりとか、認知症

カフェ的なものだったりとか、いろいろな枠にとらわれない、それとかＮＰＯ法人を

つくっていこうかという動きがあったりだとか、多様な主体がつくっていこうという

思いをもっておられる。その方々がまた地域と連携しながら活動を膨らませていって

おられるみたいなことが、ちょっと顕著になってきたのではないかなと今思っている

ところなんです。 

○横山議長 

 そういう、こんな活動やり始めましたみたいなのを区役所としては情報はほぼつか

んでる、つかんでない。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね、できるだけ情報はつかみたいと思っておりますので、区社協なども地

域から、そういった情報を吸い上げることもありますし、区役所でいえば、市民協働

課もそういった情報にアンテナを張っておりますので、そういったところからも情報
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は得るようにしています。 

○横山議長 

 ちょっと今そのテーマというか話が出ましたので、手前みそで恐縮ですけども、淀

川区には多分１００団体以上のＮＰＯなんかもありますよね。その連絡会みたいなん

ができているんですよ。そこに所属しているんですけども、地域の社会問題を解決し

ようというふうなそれぞれの団体が横の連携を組んで、さらには、そこで解決してい

こうというふうなことも確かにできつつあります。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね、私も今月号の「ザ・淀川」をちょっと拝見してたんですけども、たし

か、ＮＰＯ連絡会の方々が、橋のところ、手前のところですか、お掃除の活動をされ

てたりとか、結構手広くいろいろなさっているんだなと思いました。それとか、今、

先ほど言いましたこども食堂が幾つか芽生えてきておりますので、そういった横の連

携を、情報交換、情報共有しようじゃないかということで、区社協が音頭をとって、

そういうネットワークづくりもし始めてきています。区役所なども子どもの貧困とい

う切り口で、積極的に広報の部門などでかかわっていきたいなというふうなことも考

えているところです。 

○横山議長 

 こども食堂６団体でしたか、６カ所。 

○嶌岡保健福祉課長 

 今たしか６カ所でしたかね。本当に芽生えてきていて、淀川区としてすごいなと思

っています。 

○横山議長 

 まだ、ない区もありますけど。今おっしゃっていただいた掃除の件なんですけども、

ＮＰＯ団体で清掃活動しているんですけども、ちょっと目線とすると、２つの地域に

またがった、例えば陸橋どっちが掃除すんねんというのでなかなか進まないのを、そ
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したら我々がやりましょうというようなことで活動されているんですよ。この間やっ

たのも、十三大橋のたもと、多分住人もいてない、企業もないんで、散らかり放題、

そういうとこに目を向けて、エリア関係なく活動していくというのが確かに今出てき

ていますね。何かそんな団体さん、地域にある存在というのは皆さん把握されたり、

例えば挨拶に来られたようなケースありませんか。こんな活動するんですけども、一

緒にやりませんかとか。 

○一丸委員 

 聞いてないね。 

○横山議長 

 余りないですか。 

○長尾委員 

 うちの嫁さん、ネットワーク委員会入ってるんですけども、ここにあります、地域

要援護者見守りネットワーク強化事業とかありますね。災害時には要援護者の対応、

これ、この間もうちの町会で問題になったんですが、この地図みたいなやつつくられ

てるんですね。それを管理してるんですけども、もし災害時に、誰が要援護者のとこ

行って助けるのか、誰がやってくれるのかと言われているんですよ。ただあるだけで、

どの人がそこへ行くんですか。それが問題になっているんですよ。ただ、防災リーダ

ーがいるから、防災リーダー行けと。町会長よく知っているから、町会長行けと。そ

れいざというときに、まだ決まってないんです、誰がやるというのは。 

○嶌岡保健福祉課長 

 おっしゃるように、たびたびそういった話がこの場でも出ましたし、区政会議にも

出たりして、誰がというのが一番皆さん、それだけ多分責任感を持っていただいてい

るので気にしていただいているんやなと思うところなんですけど、今まででしたら、

Ａさんを助けるために、誰が助けんねんということで、Ｂさんを指定したりして、個

別の支援プランをつくろうやないかという動きも、去年一昨年ぐらいまではあったん
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ですけども、まず、それではもう回らないだろうと、援助計画は立てられない。なぜ

かというと、まず、自分の身の安全ですよね。それから家族ですよね。それから、御

近所というか、やっとそこで御近所なりという目が向くので、１対１ではなくて、そ

この班で見守ろうとか、地域で見守ろうとか、何かそんなふうなことを地図落としの

ときに話し合っている方が多いです。 

○長尾委員 

 そのときに名前わかりますわね。それを知っている人は一部の人なんですよ。その

地図を持っている一部の人。この前もあった、その地図を町会で出せというんですよ。

でも、それは出せないですよね。実際はうちの町会では、敬老会で赤飯を配る人がお

るんですよ。だから大体知ってるんですよ。でもそういう単位で、町会で見守ろうか

と、だからその人がやってくれということで、でも、いざというときにその人がやっ

てくれるかどうかわかりませんし、だから要するに誰が行くんかという。  

○嶌岡保健福祉課長 

 だから、やっぱり要援護者であるＡさんのことを知ってる人は複数いないと、この

人しか知らないとか、何か複雑な入り口があって、ここからしか入れないというふう

なことであれば、ちょっとしんどいですよね。ただ、その地図をコピーして配るとい

うことでは決してないので、そういう問題ではないので、やっぱり町会などに助けて

もらう方は、助けてほしいという意思表示をしているということだけですので、個人

情報との間で難しい問題あると思うんですが、できるだけたくさんの方で情報を共有

していただけたらなと。それが平時の見守りから始まるということであれば、いざと

いうときに、何とか助けることができるかなというふうな思いではいるんですけどね。

難しいですよね、そのあたり。 

○横山議長 

 ちょっとこの要援護者の件は前回も話出て、なかなか解決されないままで、ただ、

先ほどの地域福祉ボランティアグループみたいなんが、活動の幅がこういうところを
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サポートしていくのかななんて思ったりもします。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね、今後そういうことの期待はすごく私たちも持っているところです。 

○横山議長 

 ちょっと先ほどお伺いしたＮＰＯとか団体さんが地域に入ろうとする姿勢が何とな

く聞こえてこないのが私ちょっと個人的に残念やなと思うんです。ちょっと聞くとこ

ろによると、そういう団体さんは入りたいとおっしゃってる方もたくさん知ってるん

ですよ。なかなか、誰に言ったらいいかわからないという話も聞くので、その辺のひ

ょっとしてつなぎ役を行政さんがもし情報収集できれば、マッチングできるんかなと

思ったりもします。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね、私たちも把握している部分もありますけど、今のまちづくりセンター

なんかが積極的にＮＰＯとのつなぎ役もしてくれてるのかなと思っているところなん

ですが、そのあたりで、またいろんなつながりができれば、地域活動協議会とそうい

う各種団体なり企業なり活動家との縁結びをしてもらえるのかなと思っているところ

です。 

○一丸委員 

 一部町会長に話、ＮＰＯという団体は営利目的、営利団体違うんかという話も出て、

だから、町会長も高齢の方多いんで、私らもそうですけど、やっぱり考えが古いんで、

そういうふうに見がちになってしてしまう。仮にもしそういうふうにＮＰＯの方が話

持ってこられても、やっぱりちょっと閉じてしまいそうな感じがします。  

○横山議長 

 原因がありそうやと、それも、何かひょっとしたら、区役所さんとともに、研修じ

ゃないけど、したらいいなと。 

○嶌岡保健福祉課長 
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 まず、どういう団体なのかというのは、よく聞いていただいて、例えば趣旨とか目

的とか、どんな活動なんかというのを、ちょっとまた地域の目でも見ていただけたら

なとは思うところなんですけど。 

○横山議長 

 この中で、区内の単独世帯の割合が５３％強とか、この辺の数字を見られて、皆さ

んいかがですか。 

○姫野副議長 

 いや、びっくりですね。こんなに多いんかな。マンションが建って、若い人が多い

ような感じもするんですけど。 

○横山議長 

 マンションの単独世帯がふえているのは、この５３％に含まれますね。  

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね、これ高齢者だけではなくて、淀川区は結構転勤族が単身で来られる方

が多いので、そういう意味で、都会ですよね、淀川区。そういう意味で単独世帯の割

合。 

○横山議長 

 でも６５歳以上の世帯のいる単独世帯は４２％あると。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうなんですよ。だからやっぱり高齢者が多いです。 

○姫野副議長 

 市営住宅が宮原に結構たくさんありますので、そこらはもう高齢者ばっかりという

感じなんで。 

○横山議長 

 そういう方からの何か例えばＳＯＳとかは上がってきません。 

○姫野副議長 
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 いや、上がってくるというか、その辺を十分つかんでないような気がします。 

○横山議長 

 何かそういう４２％もおられるような、単独で暮らされてる高齢者の皆さんと接触

の機会を例えばこんなふうに持っているとかいう、何か事例とか具体例ありませんか。  

○長尾委員 

 うちでは、花見のときなんかそういうときに御老人の方を招待して、さっきも言い

ましたように、そのときに赤飯を配って、そのときに対面してお話を聞いたり、そう

いうのでコミュニケーション図っていると思うんですけど。 

○横山議長 

 それされるときは、どんな手段ですか。高齢者を誘い出すときというのは、どんな

手段を使うんですか。 

○長尾委員 

 だから回覧したり、いついつ花見しますから参加してください、いついつまでに申

し込んでくださいということで、それでも来られない方がおられるんです。あとは、

来てこられる方は健康な方で、それ以外の方は入院されたりしておられたりしますけ

ども、その人はコミュニケーションがなかなかとれないんですけども。来られる方は

元気だということで。 

○藤野委員 

 これ私のほうの自分の町会の件なんですけど、ちょっと狭い。世帯数がうちの町会

２００世帯なんです。古いまちなんですが、さっきおっしゃっておられた、まずどう

いうふうな把握、一番最初に町会長なったときに高齢者の方たくさんいらっしゃって、

その中で、どうやってその状態を、２００世帯のうち、だから敬老会の、今年もそう

ですけど、１２０名ぐらいいてはって、男女合わせて。その中で、最初なったときに、

どうやって把握しようかなと思ったときに、実は敬老会、今年は１０月にあるんです

けど、敬老会の案内がまず来ます。社協がやってる。もう一つは、年末に町会として
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餅つきをやってるんですよ。敬老会は、案内が来たときに、まず、自分で全部封筒に

宛名書きするんです。１２０名の。それを全部女性部長さんと一緒に１軒１軒回るん

ですよ。それで夏の第１回目の確認ができるわけです。どんな状態かということ、留

守の方もいらっしゃいますけど、だけどおられるまで、ほうり込むということはもう

しません。必ず対面して、渡してどんな状態かということを確認するのが一つです。

年２回のうちもう１回の確認は、餅つき大会のときも宛名書きを全部するんです。そ

れももう１回対面して確認する。そのときに、敬老会はほとんどの方がそんなには来

られないんですけど、８割方は来られますので、それはもう私は直接はお渡しするこ

とできないんですけど、年末のお餅つきのときは、案内状持っていって、餅つき大会

しますと。この場所でやりますので、どうぞおもちとぜんざい取りにきてくださいと

いう案内状と招待状つけて、必ず来ていただくんです。最初は持っていってたんです。

だけど、持っていってたら、もう足が動かなくなりますので、必ず来てくださいと。

来られる方にお渡ししますという、ちょっと酷かもわからんかったんですけど、そう

いうやり方を一応年に２回、そういう状況、最近特に多くなったのが介護にかかって

おられる方で来られない方がかなりふえてきました。前は自分の足でも、杖ついてこ

られて、すぐ近くですから、来られたですけど、最近はやっぱり介護にかかって、足

も動かない状態の方がかなりおられるというのがちょっと最近の傾向ですね。狭い地

域ですので、だからある程度、町会長として名前聞いたら、大体状況的には把握でき

るようになりましたので、そういう形で地域の把握はしています。あとは、もう先ほ

どネットワークで、民生委員の方とネットワーク委員の方で、先ほどお話がありまし

たように、最初、３年前、私も感じたんですけど、去年ちょっとお話しましたが、そ

れ以降は、町会長が同行していないですから、お２人で回って、地図と状況を全部調

べておられました。だから、ある程度の把握はできているんじゃないかなという感じ

はします。 

 去年お話したかどうかはわからんですけど、オレンジネットワークというたらおか
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しいですけど、一人、７８歳の御婦人の方が３年前にかわってこられまして、最初は

かわってこられて、毎日散歩しておられたんです。それは要するに周りの方が、全部

おはようございますと言った、それが毎日が今度は１週間に何回になり、それで１週

間に１回となって、去年の夏に、実は会長さん来てくださいと。というのは、もう全

く最近見ませんと、暑い夏で、窓も閉まってるんですよ。それで危ないん違うかなと

いうことで、とりあえず、僕らは開けることできないんで、僕らと近くの人と戸をた

たいたら、やっと出てこられて、このぐらい開けて、いや元気ですというて、窓をお

開けにならんわけですよ。窓から話をして、それでも帰らざるを得んかったんで、そ

のときに包括、実は民生の方から包括に連絡していただいて、包括の方に来ていただ

いたけど、戸も開けてくれない。それがもう暑い夏でしたから、本当危ない状況にな

りかけてた。それを続けて二、三日たったときに、すぐ近くにコンビニがあるんです

よ。コンビニまで買い物に毎日行ってはったんが、今、数が減ってきて、そのときに

かかりつけの病院の先生も、最近来ないよと。周りの人も見ないよとなったときに、

次に包括から区役所に電話していただいて、オレンジの方も来られてましたけども、

できなかった。近くに親戚の方もおられないんで、神戸と貝塚のほうでしたかな、こ

のままやったら恐らく最悪の状態になるのと違うかということで来ていただいて、夜

中でしたけど、開けて、中でもう本当に動けない。親戚が来て窓を開けてもらえない

状況がわかりました。いっぱいなわけですよ。昔の女性の、ちゃんとした女性の方な

んで見られるのがもう嫌なんですよ。毎日コンビニで買ってたやつが、もう食べた物

同じ物ばっかりで、栄養失調になってて。もう一つは、周りのおせっかいがきいたん

です。それがなかったら、恐らく最悪の状態になっていたかもわからん。 

○横山議長 

 住民としたら、こういったようなことを、いろんな地域の方も積極的にやっている

んだと思うんです。この４２．５％の方たちに。逆にちょっと済みません。このとこ

ろで、何となく見えてこないのは、高齢者がふえてきて、独居の方を少なくするよう
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なプランなのか、その人たちといかに共存するようにしていきたいのかというのが、

ごめんなさい、私は何となく見えないんですよ。ビジョンとして、淀川区として、そ

の辺はいかがですか。 

○一丸委員 

 ここに書いてあるように、問題解決に向けた主な施策、社会福祉協議会と連携して、

発展に向けた取り組みを強化しますというふうに、これだけで。 

○横山議長 

 なかなかちょっと具体策が見えてこない。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね、独居の高齢者というのも、これからもふえていく一方だと思いますし、

今おっしゃったようなそういう介護が必要な方もどんどんふえていくと思いますので、

そういった方々にどんなふうな支援をしていくのか。それは役所が制度としてやって

いくだけではなくて、地域の皆さんと一緒になって、社協もそういう地域福祉の推進

という意味では、もう本当に専門家ですので、いろんな方と連携、協働しながらやっ

ていかなければいけないなという思いで、ビジョンを作成はしたんですけども。  

○横山議長 

 もちろん共存、いかに住民を巻き込んでいくかという。 

○嶌岡保健福祉課長 

 もちろんそうです。一緒にです。 

○横山議長 

 先ほどちょっとおっしゃいましたね。おせっかい大変必要やと、私も思ってまして、

淀川区って、実はここに書いてあるように、２５年の１１月におせっかい共和国って

宣言してるんですよ。これ皆さん知ってましたか。多分区政委員されている皆さんで

すら知らなくて、非常にいい言葉やと思ってて、一つ事例を挙げると、堺市のほうで、

おせっかい師という資格を市役所が率先してつくっていってるんですよ。こういう認
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知症サポーターみたいに。そういう何かせっかくおせっかい共和国と名乗っているん

であれば、例えば堺市と共同して、そういうのを資格、淀川区としてどんどんつくっ

ていくと。すると、さっき藤野委員がおっしゃったような活動もされる方がたくさん

ふえるというようなことになるんじゃないかなと個人的に思います。残念なんです、

それ、せっかくいい表現なのに、以前から使ってるのに、堺市に多分負けてるんです

よ。勝ち負けじゃないですけど。 

○嶌岡保健福祉課長 

 またそういったことも参考にしながら、またビジョンの改定も今考えているところ

ですので、進めていきたい。 

○横山議長 

 何かもうちょっとその具体性が、何かこれだけが見えてこないというか、ほかの２

つは街灯のことであるとか、この辺見えるんですけど、福祉の部分って、やっぱり見

えづらいんで、もう少し体制があったらいいなと思いました。 

○辰巳保健副主幹 

 この２つ目の複合的な課題の支援の部分について、具体的なところが今回はアクシ

ョンプランではないので反映はできてないんですけれども、高齢者に関しては、地域

のほうに地域包括支援センター、先ほど名前も出てきたかと思うんですけれども、そ

こも核となりながら、各地域のほうにも情報の行き届かない高齢者の方への周知の方

法もいろいろと悪戦苦闘しながら考えて、町会の委員さんにも御協力いただきながら、

届けるようにということで努力をしていってるかなと思うんですけれども、そこの部

分と、新しくできています区社協の中にある見守り相談室の狭間の方への支援スタッ

フコミュニティソーシャルワーカーも連携して取り組んでいくというところも、一応

この中には含まれているというところでお伝えしておきたいと思います。  

○横山議長 

 私が概要といいながら、具体的なこと求めてしまいました。済みません。運営計画
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前提にその辺も検討いただきたいと思います。 

 地域福祉について、森田委員、いかがですか。 

○森田委員 

 この要援護者の、誰が行くんやということになっている、あれ前、一応要援護者と

支援者と２つつくったん違います。前、つくりませんでしたか。何かそんな記憶があ

るんやけど、初めに、要援護者がいてはって、それでこの人は、誰が行くんやという

ような何か。 

○辰巳保健副主幹 

 そうですね、２５年度のときそうですね。 

○藤野委員 

 出発はたしかそうですね、最初だけ、何か町会長かかわったから、最初そうやった

と思う。その後、離れてしまったのでわからないんですけど、やっぱり要援護者と要

支援者、だから両方、ただなかなか今おっしゃったようにセットができなかった。  

○辰巳保健副主幹 

 はい、そうですね。マッチングが難しい。 

○藤野委員 

 僕はもう途中で、そこでおりてしまったから、わからなかったんですけども。  

○森田委員 

 それはもう。 

○辰巳保健副主幹 

 なしというわけではなくて。 

○森田委員 

 もう今全然やってないんですか。 

○辰巳保健副主幹 

 というわけではなくて、各連合地域によっても、引き続き、そういった形を取り組
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みたいとおっしゃっておられる地域もあって、地域の中では、町会によっても違った

りというところがあるので、個別の支援プランという形で、援護される側の人と支援

者も一応登録はそのまま登録されている地域はありますので、その方が支援するとい

う、個人でマッチング的な形をされてる、一部そういった形が残ってるところもある

んですけれども。 

○森田委員 

 そういう地域もあるけども。全然ないところもあるんですか。 

○辰巳保健副主幹 

 そうですね。それはもう地域の中でも、やっぱり随分と取り組み方が違いますので。  

○森田委員 

 やっぱり要支援かて、自分の名前が上がってきたら、どないするねんと、援護され

るほうの要支援者がもしも、森田があそこ行くねん、そしたら、あの人来てくれへん

言われたら、今度はこっちに具合悪いやん。そんなんでやっていいんかどうか、それ

がちょっと疑問やって、あれやったときに。今、それでほかの地域でやってはらへん

のやったら、それはそれで。 

○辰巳保健副主幹 

 そうですね。ただ、それだけではなくて、先ほど嶌岡のほうからもお話させていた

だいたり、長尾委員のほうからも御意見があったように、お一人の方でその方を災害

のときに支援するということには限界がありますので、やっぱり普段から、その方を、

要援護の方がどのあたりにおられるのかなということを地域で協力していただいて。  

○長尾委員 

 民生委員さんと共有してないの、そういうデータとか、そういうのは。 

○辰巳保健副主幹 

 地域によって、それも、民生委員さんも町会も一緒になって、この要援護者の支援

を取り組んでおられる地域もあれば、やっぱり町会のほうだけで中心になって進めて
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おられる場合もあるので、そこはやはり地域の中で、どういうふうな支援をしていく

かという仕組みづくりを地域の中で一番いい形をつくっていっていただくということ

になるんかなと思うんです。 

○一丸委員 

 民生委員のデータは、町会のほうには原則出されへんと言ってはりましたけど。 

○辰巳保健副主幹 

 民生委員さんだけがお持ちの、それは生活支援のほうの関係の。 

○長尾委員 

 共有してないですね。 

○辰巳保健副主幹 

 完全には一緒にはならないですね。重なる方もあるけれども。 

○長尾委員 

 民生委員さんが、そちらの資料を提供してくださいと言われたことあったんですけ

ど、それはできないとか、民生委員さんのデータを教えてくださいということは、共

有してないんやね。 

○辰巳保健副主幹 

 全く同じ対象者にはならないというところがあるので、それが同じ方で同意を得て

れば大丈夫なんですけれども、要援護者の名簿を管理する方の中に民生委員さんも入

っておられる地域もあるので、その場合は全然問題なく共有はできるかなと思うんで

す。 

○横山議長 

 そろそろお時間なんで、この要援護者の話をすると、多分別のまた問題をつくらな

いといけないぐらい議論が必要だと思いますので、ちょっと今日はこの辺ぐらいにさ

せていただきまして、現行委員でのこれ最後の部会となります。もし今回の議題以外

でも、これだけは、次の例えばこの部会にまたつなぎたい、残しておきたいというこ
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とがあれば、発言をいただきたいと思うんですけども、いかがですか。 

○森田委員 

 前にもちょっと話させていただいたんですけども、神戸で公園に、便所の下に炊き

出し用の釜つくっているいうて、トイレの設備とか、ちょっと話をさせていただいた

んやけど、そのとき説明があったんやけど、いや、あれはもううちは簡易トイレで、

もう用意できていますからいうて、それで終わったんですけど、ああいう神戸、自分

とこ経験した人が、地域がやってるんやから、何らかの効果があると思うんやけど、

そやから新しいとこでするんやなしに、新しい公園ができるとこやったら、そない経

費もかかりません。つくるときにするんだから。そやから、そういうやつも考えてい

って、そういう情報を入れていただいて、そういうやつもよかったら取り入れる。や

っぱりしていっていただいたほうがいいんじゃないかと思いますけど。 

○横山議長 

 防災の成功事例をぜひ取り込んでほしいというようなことですね。 

○森田委員 

 やっぱり神戸は何かがあって、経験して、これが必要やというて、向こうはやって

はるんだから、そこらの情報も入れていただいて、いやいや、こんなんもう淀川区要

りません、大阪市で要りませんというんだったら、それでよろしいで。 

○横山議長 

 それでは、もう最後にお一方ぐらいで、御意見があれば。 

 よろしいですか。一応、この部会でしたら、最後になりますので。 

 御意見なければ、ぜひ、今日は概要ということで、ぜひ今日の意見を参考にしてい

ただいて、この５年かけて、ビジョンが実現すれば、本当にいいまちになるはずです

ので、それまで委員じゃなくなったとして、住民として、皆さん協力いただけるメン

バーだと思いますので、先ほどあったボランティア団体とか民間企業とか、手を携え

て、淀川区の安心・安全なまちづくり、淀川区になればと願っています。今日は終了
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したいと思います。どうも長時間にわたり、お疲れさまでした。ありがとうございま

した。 

 事務局。 

○西政策企画課長 

 横山議長、長時間にわたり議事進行ありがとうございました。また、委員の皆さん

方も真摯な熱心な御討議ありがとうございました。本日、御討議いただきました内容

につきましては、次回の区政会議全体会議におきまして、議長のほうから御報告いた

だきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次回、平成２９年度第２回区政会議全体会議、９月２２日金曜日の１８時３０分開

会を予定しておりますので、また、こちらのほうに御出席いただきますようによろし

くお願いいたします。 

 それでは時間も参っております。このあたりで淀川区区政会議、安全・安心なまち

部会を終了したいと思います。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― 


