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令和４年度 第１回安全安心なまち部会 

日時：令和４年７月20日 

場所：浪速区役所７階会議室 

○柴川企画調整担当課長 

 それでは、定刻になってございますので、ただいまから、令和４年度第

１回の浪速区区政会議 安全安心なまち部会を始めさせていただきます。 

 本日、司会を務めさせていただきます、企画調整担当課長の柴川でござ

います。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、本日の安全安心なまち部会は、防災、防犯、まちづくりなど

に関することをテーマに、活発な意見交換の場として開催するものでござ

います。いただきました御意見等、部会として、この後開催されます本会

議において報告をしていただくことになります。 

 本日は、当部会委員９名の方のうち、現在７名の御出席となってござい

ます。区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条第５項により

まして、本日の部会の成立をここに御報告を差し上げます。 

 では、議事に入ります前に、留意事項を申し上げます。 

 区政会議及びその議事録は、公開を原則としてございます。当部会につ

きましても、会議の終了後議事録を作成し、ホームページ等で公開するこ

ととなります。本日の会議においても録音をさせていただくとともに、会

議風景を撮影させていただきますので、御了承いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 次第に、使用する資料を記載してございます。資料に不足がございまし

たら手を挙げて事務局にお知らせください。 

 先ほどと同じ資料を使います。 

 まず、次第に沿いまして議題の１でございます。よろしゅうございます
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か。 

 「部会長・副部会長の選出について」でございます。 

 それでは、議事に入りたいと存じますが、部会における、議題の１「部

会長、副部会長の選出」まで、私のほうで進行役を務めさせていただきま

す。 

 では、部会長、それから、その補佐役としての副部会長を互選によりお

決めいただきます。 

 まず、部会長についてどなたか御推薦等ございますでしょうか。 

 寺田委員、お願いします。 

○寺田委員 

 雑野さんにお願いしたらどうですか。 

○柴川企画調整担当課長 

 ただいま雑野委員の御推薦をいただきました。皆様、御異議ございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○柴川企画調整担当課長 

 それでは、異議なしの声をいただきました。雑野委員に部会長をお願い

いたします。 

 引き続き、副部会長の互選を行います。どなたか御推薦ございますでし

ょうか。 

○寺田委員 

 副部会長は、雑野部会長に一任したらどうですか。 

○柴川企画調整担当課長 

 雑野部会長、どなたか御推薦ございますか。 

○雑野部会長 



－3－ 

 そうですね。副部会長は、唯一公募委員から選出されておる、松尾委員

にお願いできればと思っておりますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○柴川企画調整担当課長 

 よろしいですか。御異議ございませんか。 

 それでは、雑野委員、松尾委員は部会長席、副部会長席へお移りくださ

い。 

○柴川企画調整担当課長 

 では、改めまして、ここからの議事進行は、雑野部会長にお願いをいた

します。 

 雑野部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○雑野部会長 

 ただいま、皆様の御推薦によりまして、部会長の職につくこととなりま

した雑野です。ここからは、皆様の御協力をいただき、私のほうで議事を

進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、発言の前には、委員のお名前を名乗ってからの発言をお願いして

おります。 

 それでは、議題２の「現状の課題共有と今後の取組について」、まずは、

意見交換会で出された御意見について、区役所から報告してもらい、その

後、約15分程度の意見交換へと進めていきたいと思います。 

 皆様の積極的な御意見をぜひとも賜りますよう、お願い申し上げます。 

 それでは、議題２について、区役所からの報告をよろしくお願いいたし

ます。 

○吉冨市民協働課長代理 

 市民協働課の吉冨です。 
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 私の方でグループ①ですね、３名の委員の皆様の御意見をお伺いいたし

ました。 

 １点目ですね、災害対策事業のところで、家庭の備蓄や災害対策、御近

所同士のつながりづくりといった点について御意見をいただきました。 

 中で出た意見といたしましては、自宅避難ということで、役所のほうで

も周知をさせていただいておりますけれども、これにつきまして、自宅が

安全な方は自宅で、そうでない方は避難所でということで、きちんとその

辺りのめり張りのある周知・啓発というのを行っていく必要があるんじゃ

ないかという御意見もいただきました。 

 また、独り暮らしの高齢者の方ですと、独りでいることに今不安があっ

て、やっぱり自宅が安全だったとしても、避難所のほうに行って知り合い

とかそういった方たちと過ごしたいという気持ちで来る方が多いというこ

とで、なかなかその自宅避難ということも速やかに全員が浸透していくと

いうのも難しいんじゃないかなということを御意見いただきました。 

 また、家庭の備蓄ということにつきまして、自宅避難するときには家庭

の備蓄が必要ということで、こちらについて御意見をお聞きしたんですけ

れども、なかなか家で何かストックをしていても、どこに何があるかもう

分からんようになっているというお話もあって、例えば集会所とかでまと

めてある程度ストックをしたりとか、実費でしていただけるところもある

ということですので、そういったところがあると安心感につながるんじゃ

ないかということで御意見をいただきました。 

 あと、次に、地域安全防犯カメラ設置事業についてということで、ちょ

っともう時間があまりなくて御意見はあまり聞けなかったんですけれども、

地域で、役所で設置させていただいている安全防犯カメラの点検を実施を

していただけるところもあるんですけれども、なかなか業者が、メーカー
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が違ったりとかすると点検が進まないということで、点検については、役

所で一斉にやっていただけるような、そういう仕組みをぜひ検討していた

だきたいということで御意見を頂戴しております。 

 役所からは、この件につきましては、新規設置からこういった点検とか

壊れている物の置き換え、そういったものに力を入れていきたいというこ

とで御説明をさせていただいたところでございます。 

 最後の３点目の、なにわの魅力創出事業につきましては、ちょっとごめ

んなさい、時間の関係でちょっと御意見をいただくことはできませんでし

た。申し訳ありませんでした。 

 以上でございます。 

○雑野部会長 

 ありがとうございました。 

○横山市民協働課長代理 

 グループ②の報告をさせていただきます。市民協働課の横山です。よろ

しくお願いいたします。 

 グループの②につきましては、まず、なにわの魅力創出事業ということ

で御意見をいただいております。 

 にぎわい創出に向けた取組ということですけれども、コロナ禍というこ

ともございまして、周知をすることによって人が集まり過ぎるということ

に対しては課題があるのかなという御意見もいただく中で、とはいえ人が

集まらないとにぎわいにはつながらないという御意見もございました。 

 イベントを実施する際には、実施の決定がコロナ禍ということもありま

して、直前まで決定されないということで、十分な期間を持って周知もで

きないというのが実情だといった御意見もございました。 

 また、小学校のイベントを実施されている地域におきましても、なかな
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か地域の方が参加できる状況にないといった御意見もございました。 

 魅力ある人・活動・スポット等の発見・活用についての御意見ですけれ

ども、先日青少年指導員の研修会でｅスポーツが取り上げられていたとい

うところで、ｅスポーツについて普及に取り組めれば、新しい文化になる

のではないかということも期待されているといった御意見もございました。  

 ２番の、地域安全防犯カメラ設置事業というところですけれども、動作

確認（点検）と設置方針の見直しというところで、そもそもカメラがない

ところで犯罪が起きやすいというところがあるので、交換ということでは

なく、古いカメラについてはそのままダミーという形で残しておいて増設

するほうがよいのではないかといった御意見がありました。残しておくだ

けでも十分抑止力につながるといった御意見でございます。 

 その他としまして、警察への協力といったところも地域を含めていろい

ろあるということですけれども、なかなか時間も要すというところもあり

ますので、そういった協力がしやすいような支援金などの検討もできれば

といった御意見もございました。 

 ３番の、災害対策事業ですけれども、家庭の備蓄や災害対策というとこ

ろですが、開設の訓練は実施しているんですけれども、台風などで看板な

どが落下するといった危険もあるので、そういったことも伴うと。なので、

自宅で避難するということが安全上必要な考え方というのもありまして、

状況に応じた対応ができるように周知指導ができればよいといった御意見

もございました。 

 簡単ですけれども、グループ②については以上です。よろしくお願いい

たします。 

○雑野部会長 

 ありがとうございました。 
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 では、これから議題２について、意見交換を進めてまいります。 

 特に、区役所からの報告をお聞きいただき、別のグループでの議論内容

について、追加の御意見がございましたらお願いいたします。 

 どなたか御意見ございますでしょうか。 

 寺田委員、お願いします。 

○寺田委員 

 寺田です。よろしくお願いします。 

 防犯カメラが実際に作動しているか、していないかというのは、防犯カ

メラを見る頻度によるんですよね。それで、寂しいところにぽつんと全く

もう意味のないところについている場合はね、これもう全然見ないし、こ

れはもうしょうがないけれども、しょっちゅう見ていたら、警察から映っ

ていませんよとか言ってくれるんです。一番いいのは、警察から映ってい

るか映ってないか、中身のことは聞いたって言わないから、防犯カメラを

見るのは警察だけなんです。我々見ることできないから。それで、防犯カ

メラを見た場合は必ず映っているか映ってないかを言ってくれと、うちは

そうやっています。そしたら、「映っていました。説明します」とか「ち

ょっとおかしいですよ」と言ったら即点検したらいいねんから。そういう

ことを、区役所も、警察とちゃんとお話をして、必ず映っていなかったら

映っていないということを言ってもらわないと困るということを言っても

らわないとあかんな。僕も言います。うちは必ず僕に言ってきます。映っ

ていたら映っています。映っていなかったら映っていないとはっきり言い

ます。それが点検したことと一緒のことになるから。 

 でも、全然もうとんでもないところについているやつは、もうそれはほ

っておいて、それと、セキュリティは皆さんはあれですか、自分の町会内

でここへつけてくれと要望するわけですか。 
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○新井委員 

 はい。要望します。 

○寺田委員 

 では警察に相談。 

○新井委員 

 いや、警察もここに欲しいというやつも何台かあります。 

○寺田委員 

 そうですね。うん。 

 警察がここや言うのに、いやこっちつけると、そんなことはないよね。 

○新井委員 

 いやそれは、警察に要望あったらまず真っ先に。 

○寺田委員 

 それがベストやと思いますよ。 

○新井委員 

 それで、地域でどうしても、防犯カメラ設置するときに電信柱に設置し

ようと、ここが一番ええやろうと思ったときには、非常に日にちがかかる

んです。電柱の使用許可とか何やかんやとかいうのが、そやから、もうで

きるだけ家住んではる人のところからちょっと道路沿いに見えるようなと

ころを。初めは電信柱につけたんですけども、手間かかり過ぎるので、今

は家の、マンションとかを持ってはる人らのところにお願いして、今つけ

ているような状態になっています。 

○寺田委員 

 新井さんも、警察に言ってくださいよ。 

○新井委員 

 はい。 
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○寺田委員 

 映っているか映ってへんか返事をしてほしいと。 

 僕また行って言っておきます。 

○新井委員 

 浪速警察の方が来て見る場合は、もうはっきりして分かりやすいんです

よ。 

 そやけど、京都府警とか大阪府警とか兵庫県警とか、ああいう人らが来

て見せてほしいと言った場合に、我々浪速警察にお願いしますと言うんで

すけど、その後がどうなったか全く連絡がないので。 

○寺田委員 

 それもね、私他府県から来た場合必ず言います。浪速警察に報告せよと。

映っているか映ってないかの問題やからね。ここにちゃんと言わないとあ

かんということを言っています。それで、再度また私行って調整します。

他府県から来ても必ず映っているか映っていないかの返事してもらわない

と困ると。それまた言っておきますから。 

○新井委員 

 はい。 

○寺田委員 

 区役所の方も連携してんねんから。やっぱり言ってもらわなあかん。だ

から、今日なんで警察来てへんのかなと思ったんやけど。来とったら僕は

言うつもりでいったんやけど。 

 それが一番の点検なんです。 

○寺田委員 

 僕、また、二、三日中に行ってきます。行って、何回も言っていますけ

ども、他府県のものもちゃんと言わないとあかんことにしておきます。 
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○柴川企画調整担当課長 

 新井委員から意見いただいている何かマニュアルをね、その他府県から

来たときのマニュアルを作ったらどうかという、そういう御提案を頂戴し

ましたけど。 

○新井委員 

 私らに連絡きたらいいんですけども、各町会の人とか町会長とか、その

住んでいるところの家の人とか、その人らに言うから右往左往して、最終

的に回りまわってこっちに来て、浪速警察に頼んでくださいと言うんです

ね。そやから、我々も家の人らにも言ってるんやけども、その言った人が

おるかどうか分からへん。違う人がおったら分からへんと言っていろんな

ところに伝わって、その人の知っている町会長さんのところに電話して、

町会長さんからこっちに回ってきたりとかするという状態ですので、でき

るだけその持ってはる、ついてはる人らの家のところにも、ちゃんとこう

いう場合はここに連絡してあげてくださいねとかいうのを、ちゃんと統一

してやりたいなと思っていろいろこしらえているんですけども、うちらも。 

○寺田委員 

 恵美地区では、新井さんが管理者やね。 

○新井委員 

 私と朝野さんが一応防犯カメラの。あと大南さんも。 

○寺田委員 

 そこへ電話入れてね、入れるようにも言わなあかんし、そっちは言って

くるけども。 

○新井委員 

 はい。 

○寺田委員 
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 そのＳＤカードの場合は、パソコンのＷｉ－Ｆｉの場合は勝手に見てや

っていますわ。 

○新井委員 

 はい。はい。やっています。 

○寺田委員 

 それで、そのカードつきのやつやったらはしごをかけてやらなならんか

ら、そこのおうちの人に断り入れなあかんみたいなところがあるんですよ。 

○新井委員 

 それで、電信柱の高いところにつけているやつは、我々が行ってはしご

では届かないと、それで、警察もそんなに高いはしごがないと言うて、な

かなか見られる状態でない。 

○寺田委員 

 あんなん、なんであんなところにつけてあるんやろな。Ｗｉ－Ｆｉやっ

たらええけどね。 

○新井委員 

 はい。 

○寺田委員 

 危ないし。 

○新井委員 

 何か設置基準があるんかどうか知らんけど、一番初め一番ええところに

つけたんですけども、結局点検する人に上がって見てもらったら映ってな

いですよと言われて。 

○寺田委員 

 徹底的に警察に言います。 

○新井委員 
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 はい。 

○寺田委員 

 他府県のもんかて、浪速警察に報告しとけと。 

○新井委員 

 場所によってはすごく来るんですね。あれ見せてくれと。 

○寺田委員 

 そうそう頻度の高いところあるんですよ。しょっちゅう来ます。 

○新井委員 

 頻度の高いところ。あのモータープールのところに２台ついているんで

すけど、あそこはしょっちゅう来ますと言うてましたわ。 

○寺田委員 

 分かりました。 

 私も徹底的に話をしておきます。 

○新井委員 

 はい。 

○寺田委員 

 ありがとうございます。 

○雑野部会長 

 ありがとうございます。 

 冒頭お願いしましたように、発言の前には一応お名前を名乗ってからお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○新井委員 

 恵美の新井です。 

○雑野部会長 

 あと先ほどのグループでいろいろ討議していただいた中で、まだ御意見
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そのときにちょっと言いたいけども言えなかったなという方がいらっしゃ

いましたら、先ほどの続きではないんですけども、ここで御発言をいただ

ければと思いますので、いかがでしょうか。 

 では、人数もこれだけの人数なので、まだ御発言されてない委員の方に

はこちらから適宜指名させていただきたいと思いますので、千葉委員、何

かございますか。 

○千葉委員 

 先ほどおっしゃった、ちょっと避難のあれですね。リスクをまず考えて、

それに対応を考える必要があるということですね。 

 つまり、高層マンション、中層マンションのところ、あるいは２階建て

の家のところ、当然リスクが変わってくるわけですね。水害が起きたとき

に床上までなるところと、全くそれは関係のないマンションとありますか

ら、逃げ方も変わってくると思います。 

 私は12階マンションですけど、きつい台風が来たときは揺れますから、

それ変にエレベーターを押しましたら止まりますからね。だから、大きな

風が吹いたときにはエレベーターは利用してはいけませんと回覧が貼って

あったりとか、そういったところで。そしてまた、幸町３丁目の端っこの

ほうに木造の家が並んでるんですけど、早めに逃げましょうと、避難しま

しょうということで。地域地域に応じてほとんどが全体で見たら９割以上

の家はマンションなんです。鉄骨の耐火構造なんですけども、その辺が大

事ではないかなと、一律にばっと逃げましょうと、水平移動してください

とかいうのはあまりよろしくないと思うんですね。まずマンションで高い

ところ、３階までは垂直移動で避難しましょうと、そして、落ち着いて水

も引いた、そして、自宅でそういう備蓄のものがなかったら避難所へ行き

ましょうと、そこでちょっと分けてもらってくださいと。あるところにつ
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いては自宅の備蓄したものを食べればよいわけですから。そういう形で個

別に応じて対応していかないと、総論でやってしまうと大変なことになる

と思いますのでね。 

○雑野部会長 

 ありがとうございます。 

○千葉委員 

 細かいことを言って申し訳ないですが、長年損保会社におりましたから、

リスクマネジメントが大事だということは身にしみますので。 

○雑野部会長 

 では次、木村委員、何かございませんか。 

○木村委員 

 特にありません。 

○雑野部会長 

 ないですか。では、油谷委員。 

○油谷委員 

 僕も防犯カメラ、大阪浪速区、防犯、犯罪とかいっぱい多い町なので、

今おっしゃったカメラが壊れているかどうかって、警察しか調べられない

というのを、ぜひとも調べていただきたいし、やっぱりそれがないと犯人

を追えないので、それをぜひやっていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○雑野部会長 

 ありがとうございます。 

○木村委員 

 木村ですけど、ちょっと一言だけ。 

○雑野部会長 
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 はい。木村委員、どうぞ。 

○木村委員 

 寺田さんが寂しいところのカメラは要らん言うてはったけど、寂しいと

ころのカメラこそ要ると思うんですよ。抑止力とかいってね。そのカメラ

が役に立つかどうかは別として、寂しいところにカメラがあったら、寂し

いから悪いことしようと思うと、ここカメラあるからって今度止めはると

思うので、僕は寂しい寂しくないにかかわらず、できるだけたくさんカメ

ラを設置してもらうほうが地域の安全やと考えます。 

 一部意見を言わせてもらいます。 

○寺田委員 

 あれは程度があってね、ぽつんと一個だけでは駄目なんですね。悪いこ

とする奴はずっとこれがあるから、追いかけていける。全くこんなところ

に何でと、さっき言うように、こんなところについて、これ警察的には、

こんなん誰つけたんやみたいな感じです。最近は警察と相談しながらやっ

ているんですね。 

 昔は何でもどこでもつけてあるんです。そんなんもう全然ほったらかし

になっているけども。 

○木村委員 

 寺田さんとか千葉さんは連合の立場で考えているからあれやけど。僕ら

単町会のことしか考えてないから。 

○寺田委員 

 いやいやそんなことないよ。 

○木村委員 

 単町会は範囲狭いしね。ほとんど同じような状況なので、ほかの地域の

ことはほかの地域に任せてます。 
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 うちの辺りにはその各ビルにもいろんな防犯がいっぱいあるんですよ。 

 だから、お役所がつけてくれなくていっぱいあり過ぎて困るぐらいのと

ころもありますから、なんせようけカメラがあって町が安全であるという

ことは望ましいことやと思います。 

○雑野部会長 

 すみません、せっかくいろいろ御議論がここにきていろいろ出てきたん

ですけども、そろそろ時間も差し迫ってまいりましたので、意見交換はこ

の辺りで終了させていただきたいと思います。 

 本日の当部会の議事はすべて終了いたしました。委員の皆様方には円滑

な議事進行に御協力いただき誠にありがとうございました。  

 この後は、事務局でよろしくお願い申し上げます。  

○柴川企画調整担当課長 

 雑野部会長、ありがとうございました。  

 そうしたら最後に区長、一言何かありましたらお願いします。  

○幡多区長 

 ありがとうございます。  

 どの御意見も貴重なもので、広報の方法とか正しく丁寧に周知をすると

か、そのようなことが大事だと改めて強く感じました。しっかり区役所と

して取り組んでいきたいと思います。  

 どうもありがとうございました。  

○柴川企画調整担当課長 

 それでは、これをもちまして、令和４年度第１回浪速区区政会議 安全

安心なまち部会を閉会とさせていただきます。  

 この後また元のお席にということで、703、704の会議室に移動していた

だいて、20時から区政会議の本会議を開催することといたします。引き続



－17－ 

きよろしくお願いいたします。  

 どうもありがとうございました。  

 

―了― 


