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平成２６年度 住之江区区政会議 

第１回 安全・安心部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年６月２４日（木）１９時００分から２１時００分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ３階 第３会議室 

 

３ 出 席 者〔区政会議委員〕 

      長田 幹雄 部会長、永川 善雄 副部会長 

羽川 眞砂江 委員、広瀬 満 委員 

〔住之江区役所〕 

      南 則行 副区長、井阪 悟 危機管理マネージャー、 

山口 富昭 担当係長、米島 良信 技能統括主任 

 

４ 議  事 

  （１）平 成 ２ ５ 年 度 ・ 平 成 ２ ６ 年 度 の 区 政 運 営 に つ い て  

  （２）平 成 ２ ６ 年 度 の 部 会 テ ー マ に つ い て  

   

５ 発言内容 

○井阪危機管理マネージャー 

 時間がまいりましたので、平成２６年度住之江区区政会議第１回の安全・安心部会

をただいまから始めさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、南副区長から挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○南副区長 

 こんばんは。副区長の南です。今日はお忙しい中、この会議に出席いただきまして
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ありがとうございます。 

 今年初めての安全・安心部会ということで、前に区政会議の全体会議がありまして、

その中で平成２５年度の振り返りと、あと平成２６年度にどういう形でそれが活かさ

れたか、あるいは今後平成２６年度何を議論していくかということで今日お集まりい

ただいております。 

 ということで、皆さんの真摯な意見をいただいた上でまた考えていきたいと思いま

すので、活発な議論をよろしくお願いしたいと思います。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それでは、まず本来でしたら委員の御紹介でございますけども、委員の皆様におか

れましては、昨年度平成２５年度から安全・安心部会を引き続きお願いをしておりま

すので、特に自己紹介はよろしいですね。 

 委員さんの出欠の関係でございますけども、副部会長の大津委員が本日御都合が悪

いということで御欠席でございます。 

 あと、本日の会議の傍聴人、２名となっております。本日出席させていただいてお

ります役所側、私どもにつきまして、異動の関係もありまして、担当が変わっており

ますので、まず私から自己紹介をさせていただきたいと思います。 

 私、この４月から政策推進室の危機管理マネージャーを拝命いたしました井阪と申

します。よろしくお願いいたします。それで、今年度安全・安心部会を担当させてい

ただきます。 

 そして、先ほど挨拶いたしました。 

○南副区長 

 副区長の南です。よろしくお願いします。 

○井阪危機管理マネージャー 

 出席しているメンバーでございます。防犯・防災の担当係長の山口。 

○山口係長 
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 よろしくお願いします。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それと、技能統括主任の米島でございます。よろしくお願いします。 

○米島統括 

 米島です。よろしくお願いします。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今回の区政会議、部会でございますが、案件の中に個人情報など、特に非公開情報

がございません。会議については公開ということで傍聴の方に入っていただいており

ます。また、議事録についても後日公表となります。公表する際には、発言者、発言

内容についても公表となりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日お配りさせていただいております資料の確認をさせていただければと思います。 

 Ａ４のレジュメ、Ａ４の１枚物、新聞記事の写しが１枚ございます。それと、ホッ

チキスどめしております３番、平成２６年度住之江区運営方針。それと細かく見づら

くて申しわけないんですけども、今年度の予算事業の関係、この表は資料として配付

させていただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、あと議事ということでございます。本来でしたら、長田部会長さんに議

事の進行をお願いするところでございますけども、内容がこの平成２５年度、平成２

６年度の区政運営、平成２５年度の振り返り、また平成２５年度の部会の中で御議論

いただいた内容について、どのように平成２６年度区政運営の中で反映されているの

かということの御報告でございますので、このまま私が進行させていただいてよろし

いですか。 

○長田部会長 

 はい、お願いします。 

○井阪危機管理マネージャー 

 部会長様、御了解いただけましたので、私が進行させていただきたいと思います。
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よろしくお願いいたします。 

 それでは、レジュメに沿いまして、御説明させていただきたいと思います。 

 まず、議事の１番でございます平成２５年度・平成２６年度の区政運営についてと

いうことで、まず（１）といたしまして、平成２５年度の区政運営の部分につきまし

て、先般の全体会議の中で経営課題、経営方針の中で、大きな部門として上げさせて

いただいている分の中で御報告させていただいておりました地域防災プランの作成で

ございます。 

 こちらにつきましては、平成２５年１０月から地域ごとに防災の専門家によりまし

て、事前学習会、またワークショップも開催させていただいております。その中で、

各地域の災害特性を考慮した形で、地域別の防災プラン、また避難方法でありますと

か、各地域の中にあります津波避難ビル等を掲載いたしました防災マップを作成して

いただいております。 

 こちらが、先般、経営課題の中で御報告させていただいておりました平成２５年度

の分、経営課題３、安全・安心なまちづくりで、わがまち防災プラン策定プロジェク

トの推進という部分でございます。 

 （２）でございます。昨年度、平成２５年度の安全・安心部会の中から、意見、提

案等いただきまして、平成２６年度の区政運営につきまして反映させていただいてお

ります内容について、御説明させていただきたいと思います。 

 大きく防犯関係、街頭犯罪の対策と、防災対策で大きく２項目に分けさせていただ

いております。 

 まず、１番目の街頭犯罪対策でございます。 

 こちら、まず１項目でございます。昨年部会の中で防犯カメラの設置数を増やすこ

とが必要ではないかという御意見をいただきました。 

 今後、既設のカメラの設置状況、これまでの市からの補助による設置分ですとか、

民間でつけられている分等、こちらの資料として持っている中で、また現場も確認を
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させていただいた上で、住之江警察署とも連携いたしまして、街頭犯罪防止に効果的

な設置場所というのを選定してまいりたいと考えております。その上で、地域調整を

図らせていただきまして、どういう場所につけたい、つければ一番効果的かというこ

とで、警察との調整の上、地域調査に提案させていただきまして、防犯カメラの設置

をしていきたいと。 

 それで、この防犯カメラの設置台数は、２８台でございます。 

 今はそういう多発地域の情報等も警察からもいただきまして、既存のカメラと設置

場所の照合的な作業をしており、年内の設置に向けて進めてまいりたいと考えており

ます。よろしくお願いいたします。 

 続いて、２項目のセンサーライトの設置、こちらは特に提案、意見の中ではござい

ませんでしたが、今、御報告させていただきました街頭犯罪防止の防犯カメラの設置、

その作業の中で、街頭犯罪が多発している地域を今確認しているところでございます

が、自転車の盗難関係、車上狙い等が多発している地域、駐輪場であるとか、駐車場、

またその街頭防犯カメラの設置にあわせまして、それを補完する意味合いということ

も考えて設置を図っていきたい。 

 こちらのセンサーライトですけども、ソーラー式のＬＥＤセンサーライトで、特に

電源が必要ないですので、効果的な形で防犯カメラと併せて考えております。こちら

の設置個数につきましては、１００個が既に購入が済んでいる状況でございます。 

 ３項目の防犯ブザーでございます。こちらは、配布時期や対象の問題がございます。

こちらも、住之江警察署の防犯関係とも連携いたしまして、ひったくりなどの街頭犯

罪の発生地域、ひったくりとかの街頭犯罪の発生地域を、時期を定めて防犯の地域安

全週間に警察とも連携した形でパトロールを行い、区民に対して街頭犯罪に遭わない

よう呼びかけをしながら、防犯ブザーの配布を行っていきたいと考えております。 

 また、昨年も申し上げましたが、防犯出前講座を、防犯担当で行っております。小

学生でますとか、今年度は高齢者の関係の方も対象にしての防犯出前講座を行い、ブ
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ザーの配布も行って、ひったくりなどの街頭犯罪に遭わないよう対策を進めてまいり

たいと考えております。 

 以上、街頭犯罪の関係については３点の御報告をさせていただきます。 

 以上のところまで、よろしいでしょうか。 

○長田部会長 

 はい。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それでしたら、②防災の関係でございます。地域防災の新たな担い手となる中学生

の育成。 

○永川委員 

 子ども見守り隊へのどうとかこうとか、ありましたね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 はい。昨年、意見の中で、子ども見守り隊への感謝の気持ちを伝える、やる気向上

の仕組みづくりということで、区長の感謝状贈呈というのを御提案いただきました。

それで、こちらも今年度、例えば先ほど申し上げました地域安全週間に向けて要綱も

改正しまして、地域に対象となる長年にわたって見守り活動に従事され、功績のある

方の御推薦をいただき、感謝状の贈呈を行ってまいりたいと考えております。ただ、

今長田部会長から御指摘ありましたように、年数的な問題とか人数的な問題もありま

すので、御相談させていただいてるかと思います。よろしいでしょうか。 

 以上、街頭犯罪の関係等、よろしいですか。 

 防災の関係でございます。 

 地域防災の新たな担い手となる中学生の育成ということで、中学生を災害時に役割

を担えるような取り組みの推進というのを進めるべきだということで御意見もいただ

いております。 

 地域で災害時に役割が担えるようにということで、全中学校の１年生を対象といた
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しました防災出前講座を実施してまいります。各中学校につきましては、既に開催に

ついて依頼をさせていただいておりまして、日程等を調整させていただいているとこ

ろでございます。よろしくお願いします。 

 また、中学２年生を対象といたしまして、防災専門家による学習会を開催してまい

りたいと。この中で、中学生として災害時に何ができるかということを考えていただ

きます。また学校独自の防災手帳の作成もやっていきたいと考えております。 

 一応、今年度の予定につきましては４校で、中学２年生の対象の授業でございます。

３年計画でこの間授業として実施してきておりまして、平成２４年度に２校、平成２

５年度、昨年度に１校実施しております。今年度は３校で、区内計７校の中学校を３

年で行う計画を終えていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 次の項目で、地域ごとの特性にあった防災訓練ということで、昨年度地域ごとに特

性にあった防災訓練への見直しができないのかという御意見もいただきました。 

 冒頭、報告させていただきましたとおり平成２５年度に地域防災マップを作成して

おります。特に住之江の場合、安立から南港にかけてという流れの中でいきますと、

やはりそれぞれの地域別に違いがあります。その中でやはり地域に応じた防災訓練が

行えるようにということで、地域別の防災マップを活用した形で、今年度事前学習会

を開催するなどによりまして、地域の自主防災組織が中心となった形で訓練を実施し

たいということでございます。 

 次の項目の災害時の情報発信手法でございます。 

 昨年も台風で避難勧告が出たということがございました。その中で、災害時の避難

勧告指示等の情報発信方法の見直しができないのかなという課題もございました。 

 それで、新たな情報発信ということの中で、ツイッターとか、フェイスブックを活

用した情報発信というのを、新たにどんどん進めてまいりたいと考えております。ま

た、今年度、参考で新聞記事をつけさせていただいておりますが、この４月に、防災

ＡＲステッカーの協定を締結しました。こちらのほうは、スマホのアプリを利用して、
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そちらのほうに避難所の情報とかが提供できるようにというものでございます。また、

このアプリをダウンロードしていただけましたら、住所登録等されている方に対しま

して、ポップアップメールというメールを送信することができます。電話通信機能が

遮断されているときでも、普通にホップアップメールが使えますので、緊急時の情報

提供が可能となります、災害が発生したときの新たな情報発信手法として期待できる

のではないかなということで、今年度取り組みを進めております。 

 日ごろからあまり災害とかに意識を持っておられない方が若い方の中に非常に多い

という状況がございますけども、スマホを使うことによって、情報を入手できる状況

をつくっていきたいと考えております。 

 また、このスマホのアプリには避難所の関係、位置や津波避難ビルの位置をデータ

提供しており、そのスマホを使って近くの避難所に誘導してもらえる機能がございま

す。 

 住んでいる場所を離れていたとき、区内の中でも離れたとき、どこに避難ビルがあ

るかが見れるという機能がございます。 

 そういうものを、どんどん広めていくことによりまして、いざというときに役立て

ていただきたいと考えております。 

 この間、いろいろとご提案いただきました内容で、対応を考えさせていただいてお

ります。お配りしております住之江の運営方針に、先ほどの街頭犯罪対策につきまし

ては、経営課題の３－３－２、１枚目の中段より下ぐらいのところに、街頭犯罪対策

事業があります。それで、２枚目以降のところにちょっと大きくなっている部分があ

りまして、５枚目の中段のところに、３－３－２、街頭犯罪対策事業ということで挙

げさせていただいております。 

 また、防災対策の関係はその前のページ、４枚目の裏側の下にあります３－２－１

が中学生を対象とした防災教育の実施でございまして、その一番上に３－１－１、こ

こに地域および職員の防災力向上がございますけども、こちらの中に地域ごとの特性
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に合った防災訓練ということで、わがまち防災プランを活用し、住民が主体となって

防災訓練ができるように支援するという形で入れさせていただいております。 

 また、災害時の情報発信につきましても、ツイッターを活用した災害情報をリアル

タイムに発信と入れさせていただいておりまして、これに沿って今年度、区政運営を

進めていくという形でございます。 

 こういう形で、区政運営、運営方針が反映されている、どこに入っているのかとい

うのがこちらで見ていただいてということになりますので、よろしくお願いします。 

 この平成２５年度、平成２６年度の区政運営について御報告をさせていただきまし

た。以上の点につきまして、何か御質問とか、御意見とかございますでしょうか。 

○広瀬委員 

 街頭犯罪の防犯ブザーの配布ですね、先ほどひったくりという話が出てましたけど

も、もともとは小学生に持たすという話で出たんじゃなかったんですかね。でも、ひ

ったくりとかといったら一般の人に持たすということでしょ。対象は違いますよね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 昨年も申し上げさせていただいておりましたが、防犯啓発の際に、役立てていただ

きたいということでお配りさせていただく。それと併せて、小学生を対象とした出前

講座等の際に、小学生にも配布させていただいてと。ひったくりということで申し上

げさせていただいたのは、街頭犯罪の中でひったくりの数が増えていたというのがご

ざいましたので、例えばで申し上げさせていただいております。 

 実際のところ、ひったくりに遭われている年齢層的に非常に多いというのが、２０

歳を超えた女性というのも警察の情報で入っていますので、そういうところも含めて

という形で活用していきたいなと考えております。 

○広瀬委員 

 そしたら、一般の人にも配布するということですか。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 そうですね。啓発の中で、そういう多発のところをパトロールしながら配布してい

ければと考えております。 

○長田部会長 

 何か、前かごのカバーみたいなもの配ってはりますやんか。あれの関連みたいなも

んかな。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ひったくり防止カバーということで、毎週月曜日。 

○長田部会長 

 やってるわね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 区役所でもやっています。それで、地域安全週間とか、防犯キャンペーンの際に区

役所以外、警察ともタイアップした中で地域のスーパーとか、そういう場に赴きまし

て、ひったくり防止カバーの取りつけという形を併せてやっています。あれは自転車

の前かごに入れている荷物を後ろからひったくられるということを防止する意味合い

のものですので、内容的に違うのかなというのがあります。ただ、ひったくりの関係

で、高齢者の方が被害に遭われていることが多いので、ひったくり防止カバーはその

まま今年度継続した形で続けていきたいと。 

○永川委員 

 それも大事だと思うんですけどね。もともと我々が言っていたのは。 

○長田部会長 

 子どもやな。 

○永川委員 

 以前に配られていた防犯ブザーが、もう小学校卒業してしまって、ほとんどの小学

生はもう持ってないという状態なんで、再度配布してもらえないかという話を 初さ

せてもらったんです。それがどこですり替わったかはわからんけどな。 
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○長田部会長 

 今、毎年新１年生には配られてるということやったんかな。 

○永川委員 

 いや、今やってないです。 

○長田部会長 

 それはやってないんですか。 

 だから、それをカバーするというか再開させるというか。 

○永川委員 

 そうそうそう。そういう話もね。 

○長田部会長 

 ありましたね。 

 まあまあ、そこに対する予算措置いうか、平成２６年度の計画はね、街頭犯罪を主

体とした防犯ブザーを配るということで。 

○井阪危機管理マネージャー 

 はい。 

○長田部会長 

 検討の結果変わられたということであればそれでもいいし。そういうふうに御説明

いただくのであればそれでいいし、まあ小学生の配布についてはね。 

○南副区長 

 もともとね、平成２５年度のときに、例えば小学生に対してということであれば、

基本的には小学生を対象にまず重点的にさせていただきたいと思います。予算的な面

もありますので、とりあえず今は１千個買ってるので、ある程度までは多分できると

思います。 

 それで、どこまでの小学生全部に配るのかどうかというのはなかなか厳しいのかな

と思っています。 
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○広瀬委員 

 要するにそれを持ってる小学校もあるんですよね。それを調べるという話しやった

んやけど、多分何もしてないのかもわかりません。まず、そこからしないとね。 

○南副区長 

 わかりました。 

○広瀬委員 

 ただやみくもにやったって、もともと配布している小学校があるとは思うんです。 

○南副区長 

 わかりました。では、再度小学校の状況を調べた上で、どう対処するかということ

をさせていただきたいと思います。 

○永川委員 

 もう、ほとんど持ってないと思います。 

○長田部会長 

 そやけど、ぶら下げてる子もおるんです。使えるものなんかどうかやってのもある

けど。 

○永川委員 

 お兄ちゃん、お姉ちゃんからもらった、順繰りでね。持っている子はいるんです。 

 ただ、持っていても電池がなかったりね。壊れてるやつもあるんです。親もチェッ

クもせずに渡すのもどうかと思うけどね。 

○南副区長 

 今おっしゃったように、まず現状をどうかというのを調べた上で、どの小学校に配

るかと、ある程度数と予算の関係があるので、どうしていくかということで、今後平

成２７年度に向けてもその辺のところ検討していきたいと。 

○広瀬委員 

 これ、一番大事なとこなんですけどね、ただ配ればいいというものじゃないんです
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よ。その子どもたちが通学路、どこを通るんやと。そこら辺の家の方に、この音がし

たらちょっと表へ出てくださいってお願いしていかないと。子どもが鳴ったって、誰

も出てこないですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 以前にも、防犯の担当でさざぴー通信で、防犯ブザーのどこら辺がいいとか、使い

方の関係とか、記事として出してたときがあって、そういうのも引き続きまた考えて

いかないとというのもありますし、また、そういう通知の中で、通学路のところで、

保護者さんとかにわかってもらえるようにとか、何か考えないと。 

○広瀬委員 

 誰も出てこなかったら何の意味もないので。 

○永川委員 

 そういうのもありますし、場所もかばんの後ろにぶら下げてる子もいるんです。そ

んなん間に合いませんからね実際。だから、どういうときにどのように使うのか。す

ぐ使えるのにどこで持ってるとかね。また、 初は説明あったのかもわからへんけど、

今となってはもう親もええかげんですしね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 昨年も申し上げさせてもらった小学校の児童、特に低学年に対する出前講座、防犯

の関係ですね。それまで幼稚園とかでしたら親御さんと一緒かなと思いますけど、小

学校に入ったら子どもだけでの通学というのもありますので、そういうのを対象とし

て防犯出前講座をやっていかなあかんという形があります。ただ、先ほどありました

ように、実際に学校で既に配布されているかというのもありますし、予算的に今年度

は手配できてるのが千個という数に限りがありますので、その中でどう対応できるか

というのもあります。 

 また、防犯出前講座の中で実際に防犯ブザーの取りつけ位置とか、使い方とかの説

明も必要なのかなと。 
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○南副区長 

 そのとき、多分子どもだけじゃなく、親御さんも来ていれば、この音がしたら誰か

が鳴らしてるよということも徐々に浸透させていかないと仕方がないかなと思う。 

○永川委員 

 なかなかそのときはＰＴＡが集まらなくてね。 

○広瀬委員 

 防犯出前講座っていうのは、誰が行きはるんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 うちの防犯・防災担当の職員がいますので。 

○広瀬委員 

 その人はどこかの講習を受けたとか、専門的な知識はあるんですか。 

○米島統括 

 我々が担当させていただいておりますけど、警察の講習を受けさせていただいてい

ます。 

○広瀬委員 

 そうですか。 

○米島統括 

 はい。一応小学生の低学年やったらこういう内容の趣旨の講座が効果的ですよとい

うことで、それを受けさせていただいてます。 

○広瀬委員 

 なるほどね。 

○米島統括 

 はい。ただ、今申し上げたもので、こちらから投げさせていただいているんですけ

ど、学校となかなか調整を含めてやっていただけないのが一つの現状なんです。 

○広瀬委員 
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 なるほどね。 

○米島統括 

 何度か校長会とか、教頭会に入らせていただいてこういう講座をぜひやらせていた

だきたいと、小学生を対象にということですけども、年間スケジュールとかも含めて

その辺の調整がなかなかつかないということで。それも一つ原因ですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 昨年、動く時期が遅かったというのもありましたので、今年は早目にということで、

校長会、各学校さんに直接御依頼をさせていただいて、日程調整していただけるよう

にということでお願いしております。それで、その中で御指摘の内容も踏まえた形で

やっていければなと思います。 

○広瀬委員 

 まだ、聞きたいことがあるんですけど。去年話が出た、この地域安全センター、知

ってます。地域安全センターいう黄色い看板。 

○井阪危機管理マネージャー 

 看板、はい。 

○広瀬委員 

 これ、掛けてるとこと掛けてないとこがあるということが一つと、私太陽の町、さ

ざんか太陽のところ来て、これは福祉会館の前に掛けてるんですけどもね、何のため

に掛けてるか誰も知らないんです、はっきりいって。僕もちらちら見てるけど、これ

を中心にして何か行動を起こしたということ１回も、聞いてないです。連長と社協の

会長に、あれどういうふうに使うのって聞いても、さぁというような話ししてるんで

すけど、どうなんでしょう。 

○井阪危機管理マネージャー 

 昨年ですね、地域安全センターの形で、小学校区の中で指定させていただいて、お

おむね安全センターというのは地域の集会所であったりという形になってますので、
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それで各連合さんの地域集会所になってます。 

 そちらで地域安全センターという形で看板を掛けていただいて、そこを中心にしま

して地域の安全の取り組みとか、いざというときに警察の立ち寄りとか、情報提供で

あったりとかそういうのができるようにと私ども聞いてるんです。 

 この間なかなかそこまで至っていないというのが実情かなとは思うんですけど。 

○広瀬委員 

 役所にしては、えらいアクション早いな、思ったのに。ただで、つけただけなんで

すよ。 

○永川委員 

 これ、具体的にこういうことをやるんだって書いてあるんですよ。あれ、言わして

もらったら大概前にやってますからね、ああいうこと。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうなんです。その地域の見守り活動であったりとか、安全活動の拠点という位置

づけをそこに持たせてという形のもの。 

○永川委員 

 ただ、今までそれがなかっただけで、その場所でもそこに掛かってるということで

何かできますからね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そこが拠点の場所ですよというのを、そういう看板を掲げることによってほかの人

にも知ってもらうという形で、看板をお配りさせていただいているものでございます。 

○広瀬委員 

 ちょっとその話でも、インパクトがないですね。予算とってやった割にしてはね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 区で特に予算をとってという形ではないんですよ。実際には住之江区だけではなし

に、大阪市とか大阪府下等でやられています。それで、地域安全センターとしての登
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録の部分のところで、上げさせていただいたという形なんで。 

○広瀬委員 

 せっかくこういうことをしたんやからね。当初、私聞いてるのは、例えば青指なり、

民生委員が夜巡回するときに、警察官がそこに来て、この地域ではこういう犯罪が起

きてますよということを説明してくれますよというふうに聞いてましたので。それで

この看板を、一つの拠点に掛けますよというふうに聞いてました。 

 今、お話聞いていたら、ふわっとして、使い方は自分たちで考えろみたいなね、そ

ういう言い方されてますけど、それでいいのかなって。 

○永川委員 

 それはそうではないんです。きちっと書いてますよ。こういうこと、こういうこと

って。 

○広瀬委員 

 それは、誰が持ってるんですか。連長でしたか。 

○永川委員 

 連長いうんですかね。 

○広瀬委員 

 あまり連長知らない。 

○永川委員 

 私、防犯やってますから。 

○長田部会長 

 情報が下まで伝わらない。 

○永川委員 

 連合でも、だから私は言ってますけどね。 

 それ、やっぱり関係あります。ただ、ぽんっと各連合へ投げやりになってしまって

いる部分はありますよね。実際に、我々の場合ある程度やってますけど、連合によっ
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てそれぞれ違いますからね。連合それぞれにお任せでいいんだったらそれでもいいん

でしょうけれど。統一した形で動かしていくというのであれば、やっぱり中へ入って

もらって、そこの部分指摘してもらったりね。するんやったら、そうやと思いますけ

どね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 地域安全センターという形で、せっかくそういう看板を掲げているんだったらとい

うことでしょうね。 

○広瀬委員 

 そうです。 

○永川委員 

 恐らく区役所さんが思ってらっしゃるほど、大事に思っていらっしゃらないと思い

ますね。我々も実際そうです。やっているのはやっています。 

○広瀬委員 

 その話は、住之江警察には持っていっているんですか。私は何回も聞きましたけど、

この会議で。 

○山口担当係長 

 住之江警察には、安全センターの場所と連長に置かせてもらってますよというのは

連絡しています。 

○広瀬委員 

 来てくれるって言ってるんですか、住之江警察は。 

○山口担当係長 

 直接、私には聞こえてないんですけども、これで安全センターができ上がりました

ので、立ち寄り場所としていけますよという形は作ってあるんですけれども、いつい

つ巡回で行きますとかのところまで徹底はできてないです。 

○広瀬委員 
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 それは、そしたらその地域の連合町会長が、警察に行って話しないとだめだという

ことですか。 

○山口担当係長 

 いや、そういうことではないですけどね。それは、警察の事情にもよると思うんで

すけども、警察がもし何か地域で犯罪等が発生した場合に、連絡場所として会館か安

全センターにお伺いさせていただいて、原則こうですよというような地域とのお話が

できる場所と考えているんですけども、そこまで実際至ってない。 

○広瀬委員 

 この会議始まって１年間やって、これ２年目ですよね。そういう出たことが、何と

なく私から見てると、ぼやぼやぼやっとしてね、この今日聞いた話も果たして形にな

るんかなって。 

 たった一つのこともできないことがね、３つも４つもすぐできるんかなっていう気

がしますよね。せっかくお金かけてね、カメラつければそれで犯罪なくなるんかな。

やっぱり一番大事なとこは、人の手とか足とか目ですからね。せっかく今回、看板か

けてね、うちの地域の話ですけど、何もできてない、誰も何も知らない。 

○長田部会長 

 今のお話の中の警察官の安全センターにね、僕の記憶では、住之江連合は小学校の

すぐ前の福祉会館が拠点になってるんです。そこの推進員一人、女性がパートタイム

でいて、その人の話によると、警察官が立ち寄りを、随時ですけど、いつ来るとかい

うことじゃなくて、待っているという報告を受けたことありましたけどね。だから、

それが警察の情報交換の場になってるのかどうかははっきりわかりませんけども、立

ち寄ってるという事実はあるようなんです。 

 それが、どこまで一般住民の人に周知されているのかどうかはわかりません。ただ、

２カ月に１回のネットワーク委員会だとか、地域活動支援の新聞を年に４回、今年第

１号出したんですけど、そういうのも随時載せていって、情報を一般、地域住民に知
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らせるツールというか、方法がどんなものがあるのかね。やっぱり一般の方、なかな

か自分から意識持っていくという人は割合少ないから、どっちかいうとやっぱりこち

らから公開してあげないといけないので、そういう働きをできるような人なかなか多

くはありませんからね、それが問題かと。 

○井阪危機管理マネージャー 

 こちらも、また警察にその辺のところを。 

○長田部会長 

 そうそう。どこ行ってるかいうの、聞いてもらったら。 

○井阪危機管理マネージャー 

 先ほどの防犯のカメラの関係とかもありますから、これからどんどん打ち合わせを

していかないと、連携して対応していかないといけないです。地域的にその辺の街頭

犯罪状況であったりとか、注意事項的な情報を伝えることだけでも変わってくるんか

なと。 

○広瀬委員 

 そうです、それぐらいですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 何か 近どうですかとお伺い立てるのと、もう一つは 近こんな事件や街頭犯罪が

地域的にもありますので注意してくださいという情報提供とか、何かそういうことだ

けでも何か変わってくるのかなと。 

○広瀬委員 

 そういうことですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 また、先ほどの街頭犯罪等の対策の関係の中で、警察ともいろいろとこれから話し

していきます。 

○広瀬委員 
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 そうですね。 

○永川委員 

 あそこに置かれていることは、具体的に進めなきゃいけないのはその地区の方々、

いったら我々になるわけですから。例えば、警察からの情報を得るのも、その連合の

場合は、私防犯部長やってますが、私へ必ず地域で起こったことは連絡してくれとい

うことで連絡してもらってまして、私からもまた絶えず交番とか、警察へ行ったりし

ます。 

 それから、例えば防犯部長、各町から防犯部長が寄って防犯部会とかやるんですけ

れども、これも年３回やるんですよ。必ずそのときには、警察の方に来ていただいて、

その間の起こった問題とか、現在こういうことが新たに出てきてる、気をつけてくだ

さいとか、またそういうことに対する資料とかあらゆることを網羅してます。 

 だから、一方的に待たずに、我々は我々でアクション起こしていって、逆に向こう

を動かすというようにするということも大事だと思います。その辺、両方やっぱりや

っていってもらわないと、区役所からも寄ってきてもらわないけないし、我々もとう

いうことはありましたね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 聞いていたら、いろんな地域ぐるみのありますね。 

○長田部会長 

 我々も全部の小学校区に地域活動協議会立ち上がってあるわけなんです。そこに防

災・防犯交通安全部会という部会を作って、そこで青パトとか安全パトロール隊とか、

いろんな組織の集合体がその部会にいるので、その部会で会議をしたり、ネットワー

ク委員会という会議でやったり、情報交換します。そういう機能をやっぱり我々がせ

んと、役所に任せても全部できないから。やっぱり、地活を中心にやるしかないと僕

は思ってますけど。 

○永川委員 
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 だから、場合によっちゃ地域の各団体がありますから、そういった方を巻き込まな

いといけないこと結構ありますのでね。 

○長田部会長 

 そうそう。やっぱり若い人を集めて、今のここにも若い人って書いてある。若い人

にある程度入ってもらえるような仕組みにせんとね、もう我々年寄りだけでは無理や

から。 

○永川委員 

 体が動かない。 

○長田部会長 

 頭も、体も皆無理やからね。若い人に、やっぱりせめて４０代、５０代ぐらいの人、

もう働き盛りやから大変やけど、何かやってはる人いっぱいおるから。そういう人た

ちを中心に地活の構成メンバーやったら、もうちょっとまちが若返るんちゃうかな。

まあ、話逸れてますけども、そういう年寄りに任せとったら、こんなん全然周知でき

ませんよ。僕も年寄りやから。 

○井阪危機管理マネージャー 

 地域的にもう既に警察と連携した形で会合をされたりとかもあるとのことなんです

けども、あえてこちらから警察に地域安全センターの有効活用ということでね。 

○広瀬委員 

 そうでしょうね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 話はさせていただくということで。 

 また、地域的にも、例えば粉浜でやってるとありますけれども、何かそういう防犯

の関係の会合とかされるとき、警察と連携できるような形がとれればいい、その辺に

ついても何か、警察から逆に、こんなんあるんやったら行きますよということ言って

もらえたら、声かけやすいかなということ、ありますので。 
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○永川委員 

 いやもうね、消防署よりも警察署に、区役所も、やっぱり真剣に行かないと。なか

なか、腰が重いさかいな。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですか。申しわけないです。 

○広瀬委員 

 それか、広報紙あるんですからね、こういうものはこういうので使うというような

ことを役所が広報して、こういう趣旨のものですということを市民の人に知ってもら

うという。連長だけ知ってても仕方ない。 

○井阪危機管理マネージャー 

 会議ですね。 

○長田部会長 

 会議せなあかん、会議を。 

○永川委員 

 連長で止めてしまうか、わからんもんね。 

○長田部会長 

 そう。連長さん、忙し過ぎて、なんやかやとしょうもない仕事いっぱい引き受けて。

確かに掛けてない地域もあって。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今、１４地域の中で、１２地域なんです。２地域が福祉センター自身が昼間閉まっ

ていたりとかの状況があって、そういう活動ができないということで登録できていな

いところが２つあります。本来であれば、全地域という形が一番いいんですけど。 

○広瀬委員。 

 はい。わかりました。 

○永川委員 
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 私からよろしいですか。簡単なところで、防犯ブザーの配布とか、防犯カメラの設

置の場合なんですけど、街頭犯罪が多発している地域から優先的にという話がありま

したけど、万遍なくやってもらわないと。よくあるんですよ、粉浜地区は比較的安全

だからと。だから、 低は配ってもらって、余った分は回してもらって。 

 それと、地域ごとの防災訓練の見直しのところで、これからそういうふうに進めて

いくとのことなんですけれど、区役所で何か音頭とってやっていただくようなですね。

私ども毎年震災訓練もやってるんですけど、どうも自分とこの考えだけでね、我々こ

ういうことせなあかん、あれこうせなあかんといっても、もう災害救助部長が、連長

の考えでもうすいすい進んでしまうと。 

 そうなってくると、区役所なんかが思ってらっしゃる方向へ進まないということも

あると思いますので、こういったことも連合長会長へ、こういうふうに決まったので、

こういうやり方で進めていきますんで、そしてそのようにそちらも動いていただける

ようにお願いできますかとかそういう話は進んでるんですかね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 防災訓練の実施時期というのが、秋に集中してくるんです。今、日程確認をしてい

るところなんですけども。実際にどういう内容でとか、打ち合わせ等させていただい

て。こちらとしては、やはりそれぞれの地域において違いがあります。その中で、本

来であったら、まずは生き延びるという形のところで、実際に災害が発生したときに

なにができるかという形でできれば。 

○永川委員 

 だから、地域属性になったという形になってますよね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そういう形で、一定お話などさせていただく中で、限られた時間の中でどこまでで

きるか調整させていただいたり、またやはり火災が発生したときの環境も含めた中で

消防団の協力をいただくような形で。 
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○永川委員 

 住之江区の防災マップに関して、粉浜地域でも見直しをやりましてね、専門の方に

来ていただいて。それによって、粉浜地域のを作ったんですよ。それには特性が出て

るわけですよ。それが、今度それにあわせて防災訓練やるんかなと思ってたら、全然

でね、ほんなら何のためにやったんやろと文句言ってたんですけど。これ実際粉浜地

区で金かけてやってるんです。連長もこれに向いてない気がするので。ちょっと押し

てもらいたいなというように思いますわね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 こちらの思いとしては、昨年作りました防災マップを活用した中で、やはり実際の

地震が起きたとき、また津波発生のときという２段階で作ってあると思うんです。そ

れで、実際に災害が発生したときに、どちらの方へ逃げたらいいとか、実際に津波だ

ったら、津波避難ビルがどこにあるかとかいうのが明示されてます。できれば、そう

いう活用した形で何とかできないかという思いは持っています。せっかく作ったもの

ですので、活用できるような形でやっていければということで。 

○永川委員 

 毎回ね、消防署の方、警察の方に寄ってもらって話し合いするんですけど、結局そ

の連合が考えたことでどうですかになって、ほとんどそれで進んでしまうんですよね。 

 今回なんかでも、自分とこだけの話するのもなんですけども、去年まで３年間、ま

あ長いことやってきたんですよね。こういう考えでお進めになるということでしたら、

またそれもよろしいです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 せっかく防災マップ、防災プラン組みましたので、それを活用して。ただ、どうし

ても地域的に、粉浜さんみたいにこの３年間の計画の中で、それぞれの避難所を順番

に使って一通り終わってると聞いてます。 

 その中で、今年度どういう形でやられるのかなというところ、粉浜で協議されてい
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ると思います。その中でできるだけ、何とか私どももどこまで力があるんかになりま

すけども、何とかやっていければなとは思っておるんですけども。 

○永川委員 

 まあ、それはその辺ぐらいで。 

 それで、もう一つね、例えば、スマホの防災アプリの話、先ほどされてましたね。 

 それは結構なことで進めてもらう方向でやってもらったらいいと思うんですけども、

問題はこういうものがあるからしっかり利用してくださいよという周知徹底、広報の

問題ですわね。先ほど、広瀬委員もおっしゃってましたけど、何かいろいろ考えて作

るんやけど、結局それが利用されてないということが結構あるんですよね。 

 この間ちょっと私、区役所へ来たときに、棚のとこへ置いてあった 近、よく言わ

れる悪質商法、なかなか立派なものが作られてる。これ、大阪市の消費者センターが

作ってるやつなんです。これ早速 低でもうちの町会に配りたいなと思って、部数く

ださいってお願いしたんですけど、こういうことになったら意味がないんですよね。

先ほどからおっしゃってますように。せっかくいろいろ考えて、金かけて作ったけれ

ども、棚の上で終わってしまってると。 

 実際、欲しい人には届けへん、渡ってない。それで、結局もともとの目的があんま

り達成されてないというケースがよくあるんですね。もう一つは、この間、独居用の

高齢者とか、障がい者の独居の方を対象に、緊急の場合はボタンを押してやるやつあ

りますよね、何とかいう。 

○井阪危機管理マネージャー 

 緊急通報システム。 

○永川委員 

 そうそう。緊急通報システム事業っていうのがある。これも、こういうようなもの

があるというの知ってたんですけれど、これが大阪市福祉局が発行しているやつなん

ですけど、これは区役所の健康福祉課ですか。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 そうですね。 

○永川委員 

 やられてますよね。これは、どこでやってるかっていうの、僕は知らなかったんで

すよ。それで、これうちの町会の独居のお年寄りの方が、介護かかってらっしゃるん

です、そこの会社の方がこういうなんがあるんで、つけはったらどうですかっていう

話でね。 

 それで、ここにね、協力者の登録っていうのがあるんですよね。これ、緊急の場合

はボタン押したらセンターに連絡が来まして、それでセンターから協力者へ電話が入

って、すぐ行ってくださいっていうことなんですけど、それ大概私ところ来るわけで

す、町会長へ。こんなのよう協力せんという人が多いですからね。お隣とか、向かい

の方がいいんでしょうけど、なかなかお受けにならないんですよね。結局、こういう

のは私のとこ回ってくるわけです。だから、こういうのは、 低でもその地域の窓口

になるようなところへ、必ずこれ届けてあげてほしいと。また、わかるように説明し

てあげてほしいと、これみんなそうやと思うんですけどね、こんなのいっぱいあると

思うんですよ。 

 だから、先ほどの話じゃないですけども、スマホのアプリでこういうのいろいろさ

れるという、作ったとしても、結局こういうことになって何の意味もないのでね。 

○長田部会長 

 役所にあるけど、地域にないということですね、両方。 

○永川委員 

 そうですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ちょっとスマホのアプリの関係は、今いろいろと準備を進めているところなんです

けども、実際に永川委員の御指摘のとおり、できるだけ広報する。これ実をいうと此
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花区なんですよ。此花区で既に作ってあるんです。 

○永川委員 

 アプリですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 はい。こういうステッカーを。要はこれをお家の前に貼っていただいたりとか、お

店の前に貼ってもらっといて、スマホで読み取ってもらったりというのがあるので、

広めていくというのがあります。 

 やはり、数量的には全戸配布したりするのも一つの方法ですし、あとイベントとか

で、内容をお示しせなあかんのかなと、その辺のところを今考えているところなんで

す。せっかくこういうアプリがあって、有効活用できるんやから。 

 これをうちの区役所だけではなく、実際これを提供してくれる団体さんがございま

して、そことも連携して何とか広めていきたいと考えてます。何か防災関係のイベン

トとかが一番効果的なんかなとは思うんですよ。 

○永川委員 

 ちょっと警察へ行ったときに、悪徳商法のチラシ、何かありませんかて言ったら、

ありますありますて出してきはって、これ皆さんに配布せないかん思ってます言いは

るから、すぐ配布させてもらいますて言って、せめて回覧できるぐらいの部数くださ

いと。確保しときます、すぐ送ります言うて、１週間待っても１０日待っても届かな

い。何や話し違うな思て、電話入れたら、すいませんが取りにきてもらえませんかっ

ていうわけですよ。私、車がないさかい自転車で行かなあかんから、北側の粉浜から

警察まで結構あるんです。すいませんが、私ちょっとしんどいから、送るか何かして

くださいって言うたら、そしたら送りますて言ってそれから１週間たっても、まだ来

ないんです。 

 もう何か、警察も、消防署も、役所も、やり方はしょうもない思ってた矢先に、こ

んな話があったもんやからイライラしてね、ちょっと出たさかいに文句言ったんです。
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これ大体どこへ配ってはりまんねん言ったら、介護の事業所とか民生やとか言うんで

すね。民生って、何も動いてまへんやないかと。大体地域のことでもね、調べて普通

事故に遭ったら町会長に届けてもらうとかいうことはしてもらいたいんやけど、逆に

こっちに聞いてきはるんですよ。年に２回、ちょっと報告書出さないけませんねんと

か。そんな人にこんなん言われてもね、やらすのもったいないと思います。 

 だから、その辺の地域事情もどんどんと変わってきてますから、今その地域で、誰

に、どういうものをしたら一番効果的かというの。せっかくやっても意味がないとい

う、今おっしゃったようにお願いします。 

○広瀬委員 

 いいですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 はい。 

○広瀬委員 

 防災訓練についてなんですけどね。これは、先ほど話が出た地域マップの地震、津

波等に沿った訓練というのは連長が大体主体となってやってますからね。そこら、話

はできてるんですか。といいますのは、僕も何回か行ったことあるんですよ。ほとん

ど消防署が主体になるから、火災と救急の話です。だから、話が全然違います、ずれ

てますよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 まだ、具体には個々の連合さん、既に羽川さんとこ、花の町なんですけど、防災訓

練が６月ということで既に終わってます。 

○広瀬委員 

 早いやん。 

○井阪危機管理マネージャー 

 あと１２連合が、先ほど申し上げたように秋ということで、まだこれから日程確認
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をしたり、その中で打ち合わせ等順次という形になっていくところですけども、その

中で実際今年のやり方で、やっぱり地域の特性もあります。例えば、広瀬委員の太陽

の町でしたら比較的津波の浸水想定に対応したらどうかというところで、一般でいう

と浸水位置には入ってないんです。そうしたら、うちの思いとしては、それぞれの地

域事情に応じた形で、今までのやり方とは変えることはできないかということで持っ

ていきたい。 

○広瀬委員 

 その方がいいと思いますよね。毎年同じようなね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それで、ここ数年確か公園でやっておられたと思うんですけど。 

○広瀬委員 

 いや、小学校でやってました。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですか。避難所の関係がありますので、そういうところを使ってやっていけれ

ばとか、調整はこれからということになってきます。 

○広瀬委員 

 それと、各地域１４地域で、やっぱり区としてはどういう形の、何を主体にした訓

練をやったのかとか、それからどれぐらいの住民がいて、何人ぐらい出てきてくれて

る、何％ぐらいの人が来てくれるのかという把握というのもね。ただの終わりました

っていったらそれだけになりますからね。そういういろんなデータの蓄積みたいもの

をしていかないとね、毎年同じことをしててもしょうがないし。 

 太陽の話したら、去年５００何十人来ましたわ。その中の内訳が、２００人ぐらい

が小学生、ということは町会の役員さんだけで３００人ぐらいですわ。連合長会とい

うのは終わればうちはやりました、終わりましたって胸張って言ってると思うんです

けど、人口比でいったら１％もあるかないかですよ、それで訓練したっていうんです
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か。ましてや、南港北中学校が去年、学校で防災の講座してます。してるけど、中学

生１人も来てません。予算つけて、中学校でそういう防災講座して、地域で防災訓練

やるのにも何の連携もない。何のための予算だったのかなと。結局地域とリンクする

ための話やったんと違うんですか。１人も来てませんでしたよ中学生。学校内での訓

練だけの話ですか。 

○永川委員 

 まあ、実態はね、ほんとは大阪のことであれば大阪府、大阪市、いろいろ考えてく

れたんですよね。そこへ、区ごとにやるようになって、少なくともその辺が関与して

くれないと。 

○広瀬委員 

 そうそう。 

○永川委員 

 結局いろんなもん作って、結局今までと同じことやるんですよね。今回でも、津波

が来たらどうするとか、それで震度何々が来たらどうするかというので押したんです

よ。それを今度１１月にやるんですけど、反映した訓練やるかどうか、ほんと違うん

ですよね。 

○広瀬委員 

 それはぜひ指導してほしいですね。確かに訓練は日曜日やから中学生に出れってい

うのも学校も言いづらいかもしれないけど、クラブとか試合とかなかったら、やっぱ

り頼りになるのは中学生の力やで。せっかくそういう講座まで設けてね、あれ年２校

ぐらいずつやってますよね、確かね。 

○永川委員 

 あれ、訓練やる前に、先言ったように、三署寄って相談のっていただきますよね。

そのときには、もうほとんど絵ができてるんですけどね、我々としたら。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 地域的に。 

○永川委員 

 はい。恐らく、そこからあまり変わることないと思うんです。もっと 初の思いか

らこれで突っ込んでいってもらわないと。 

○山口担当係長 

 なかなか粉浜の場合は、３年間同じ。 

○永川委員 

 でしょ。 

○山口担当係長 

 ３カ所の避難所使って、同じような訓練をやりたいというのがありましたもので、

ちょっと我々もなかなかそこに入り込めなかったというのが確かにあるんですけども。 

○永川委員 

 この中身ほとんど防災リーダーの訓練なんです。 

○山口担当係長 

 そうですか。 

○永川委員 

 はい。防災リーダーも訓練やっていないんで。ポンプの動かし方も忘れてるやろう

と。だから、また元へ戻るんかいなて気がしてるんです。 

○山口担当係長 

 消防署が、９月ぐらいに防災リーダーさんを幾つかの連合さん集めて、消防署の中

でそういう訓練とか。 

○永川委員 

 ９月ですか。 

○山口担当係長 

 ９月の 初の日曜日か土曜日だったと思うんですけれども。 
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○永川委員 

 そんな話、来てないな。 

○山口担当係長 

 もしかしたら、粉浜が今回入ってないかもしれないですけども。 

○井阪危機管理マネージャー 

 消防署の中で、余り多くの人数というのはしんどいみたいです。 

 先ほどの報告の中で中学生の育成の学習会ということで、実際に災害が起きたとき

自分たちや、学校の中で生徒として見たときにどうかというところで作っているんで。

実際に災害発生したら逃げるというのがまず第一にしております。その中で自分が逃

げるとき、地域的に来られた方、実際に津波の関係で２階、３階に連れていくとか、

本来そういう部分を考えないとと思うんですね。 

○広瀬委員 

 そうです、そうです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 学校さん巻き込んでというところが、非常に難しいなというのがありまして、そこ

がうまくいってないのかなと。 

○広瀬委員 

 結構、校長次第かな。 

○永川委員 

 それはありますね。例えば、一番 初は粉浜小学校でやったときは、各教室で避難

して回ったんですよ。今度中学校とか、北粉浜小学校のときは、入ったら汚れるから

上がらんといてくれて言われてやめになったんです。避難訓練するのに上がったら汚

れるからって。避難訓練にならへんって話しとったんやけど、そういうようなことも

あるんですよね。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 あまり学校に対して絶対これしなさいという強制的な形にはできないんですよ。協

力をお願いするという形になります。 

 学校の中、建物が避難所になりますので、当然災害発生のとき学校に立ち入ること

になります。建物自身は、地域の防災リーダーから鍵を貸していただいて開けていた

だくんですけど、各教室は、学校の先生が来て開けていただかざるを得ないという形

のところが、オール大阪的に多い。ほとんどなんですよ。 

 それで、すぐまた授業で使わなあかんという状況がありますので、そういった部分

で中に入られたらというのは、結構言われてしまうことがあるんです。 

 ただ、こちらの思いとしては、備蓄倉庫自身を３階に上げたりしていますので、避

難所開設という意味合いでそこを開けて確認をするぐらいはやれたらとは思うので、

何とか一つ一歩前進できるような形でね。 

○広瀬委員 

 ただ、南港はね、地域的に学校よりも自分の建物の方が安全なんですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうなんですよ。 

○広瀬委員 

 だから、学校の中よりも、何かがあったとき、子どもたちが地域の人に手を貸すと

か、そういうことを今から思ってね。必ず東南海地震が来るって言ってるんだから、

そういう意識を高めて、人を助けるということをね。自分も逃げる、人も助けるとい

うような意識を植えつけておきたいなというような気はあります。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今防災計画の見直しの中で、まずは、自分自身だったり地域のコミュニティの中で

というのがあります。学習会でもと思いますし、日ごろからいろんな出前講座の中で

ということになってくると思うんです。今広瀬委員おっしゃられたように、南港でし

たら津波というよりは、地震とかの揺れであったりとか、その後の火災の関係であっ
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たりとかが気になるということもあり、その中で実際に消火訓練を中心にやるとか、

それぞれ地域的に違いありますので、各地域にあった従来とは違う形で取り組みでき

るように、何とか努力していきたい。 

○永川委員 

 連長の考え方違いますからね。うちなんか中学校でやって、中学生出てもらったり

しましたけど。やっぱり、小学校でやるとき小学生に来いというのはなかなか難しい。 

○井阪危機管理マネージャー 

 粉浜さんとこ、避難所３カ所ありますんでね、ちょっとそのエリア的な問題とか、

やはりやる中で非常に想定的に難しいと思うのでね。 

 これからの事業実施について、できるだけ御意見反映できるような形で、また地域

的に調整していく中で、進められるように説明したいと思います。 

○永川委員 

 初の出発から 後のフィニッシュまで、絵をきちっと書いて、そのとおり進めて

いくと。どこか分裂があったり、やった後の反省とか改善とか、その辺がまたおろそ

かになって、そうならないように目的をきっちり決めて、その意見をきちんと書けば

ええですけどね。そこが、我々の場合もそうですけどなかなか難しいですよね。それ

でやっていかないと金をかける意味がなくなってしまうのでね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 こちらも地域的にも説明させていただいて防災訓練とか、防災の関係というのはま

ず生き延びることが大事というのが目的で、それに向けて今回は何を目的として訓練

するのかだと思いますのでね。 

○長田部会長 

 １枚目の下に、災害時の情報発信でツイッター等という話だったんですけど、学校

に設置しているスピーカーが聞こえにくかったと、去年９月のときにね。あれの改善

は何か検討はされてるんですか。 
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○山口担当係長 

 一応改善は、危機管理室で進めてまして。 

○長田部会長 

 ああ、そうですか。 

○山口担当係長 

 やっぱり天気の関係で、完全に改善は難しいんですけども。あとしゃべり口調を、

今までは避難勧告が出ましたというようなしゃべり方だったんですけども、ゆっくり

しゃべることによって若干聞き取りやすくはしたとなってるんですけども。 

○長田部会長 

 確か、聞き取りにくいという声がね、現実にありました。 

○山口担当係長 

 確かに大雨となってくると、全ての方には聞き取りは難しいかなと考えてまして、

あとの情報の収集の手法を大きく広げていただいて、情報をとっていただきたいとい

うことをお願いをしていきたいなと考えてます。 

○長田部会長 

 はい。 

○山口担当係長 

 １００％ではできませんというしかないんだなと思ってます。 

○長田部会長 

 耳の遠い人もおるし、いろんな人がおるからね。 

○永川委員 

 田舎みたいに周りに何もないとこだったらいいんだけど、建物があったりして、ぶ

つかってまた割れたりね。 

○長田部会長 

 そうですな。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 物理的にそこがどうしても仕方ないと。先ほど申し上げたツイッターであったり、

フェイスブックであったりとか、先ほどのアプリの関係であったりとか。要は、こち

らから情報発信する手法、媒体をある程度広げないと。新たな情報発信手法というこ

とでスマホのアプリなんかでしたら、若い人なんかでも対応可能なのかなとか。日ご

ろから興味を持っておられない方にも情報発信ができれば、周りの方とかに声掛けで

きるとか。 

○長田部会長 

 今、緊急メールを発信する安全センターの推進員の人が中心になって、試験的に届

いたかチェックをしてくれてるんですけどね。町会長なり防災リーダーであり、限定

してると思いますけどね。そういう方法も一つ、それも予算化されてるからそうやっ

てるのか知らんけど。 

○山口担当係長 

 多分ですね、去年の情報発信というのがなかなかできなくて、去年の防災プランの

中の説明させていただいたんですけども、地域の中でそういう横のつながりで情報を。 

○長田部会長 

 あっ、だから地域ごとにやっていますよということやね、逆に言えば。 

○山口担当係長 

 はい、そうですね。 

○長田部会長 

 行政からじゃなく、我々地域で。 

○山口担当係長 

 そうです。地域の中で情報共有をお願いしますと。 

○永川委員 

 粉浜も作らなあかんと話出てますよ。 
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○長田部会長 

 確かに、今やり始めてるんですね、これ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 去年の防災プランのとき、そういう話も出てたと思うんです。メールとかだったら

個人情報の関係もありますので、やはりその地域のコミュニティの中で、連絡体制を

作っていただく。それで、こちらからの情報を地域の中でとか避難所へ。避難勧告と

か出た場合ですと、うちから避難所の開設の関係で連絡を入れさせていただくので、

そういう情報を連絡網の中で伝えていただければと思います。 

○広瀬委員 

 要は、みんなが一番知り得る情報というのはテレビなんですよ。だから、かえって

役所があっちやこっちら情報を流さんと、テレビ局に情報を流したら一番ええんちゃ

います。皆、見るのはテレビやから。 

○井阪危機管理マネージャー 

 テレビとかの媒体になってくると、区単位というよりも大阪市危機管理室が。 

○長田部会長 

 いうことは、市レベルやな。 

○南副区長 

 ｄボタンとかでやったら、多分地域のやつが出たりはするんでね。 

○広瀬委員 

 そうやね。 

○南副区長 

 だから、普通のテレビじゃなしにｄボタンを押すと、例えば住之江区ってあったら

住之江区だけ出るんで。そういう使い方を覚えていただいたら。 

○長田部会長 

 天気予報についてますね。 
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○南副区長 

 そうですね。その中でも割かし早い時点でどこに注意報が出てますよとか、あるい

は警報出てますよとかいうのは多分出てると思うので。 

○広瀬委員 

 一番皆見るのはね。 

○南副区長 

 せやから、できれば自分とこのテレビの使い方をちょっとよく覚えてもらうという

ことになるんかなと思う。 

○山口担当係長 

 台風なんかの情報の量が多過ぎて、実際テレビのテロップ見てても住之江が出てく

るまでに、時間かかるとか、見過ごしたとかいうようなことも、去年抗議はいただい

たんですよね。 

○広瀬委員 

 警報が山ほど入ってきよった、入り過ぎてね、何だろうこれって思ったぐらい。 

○南副区長 

 だから、ｄボタンで、多分地域ネット、自分とこ登録しとけば多分すぐそこへいく

ようになると思う。 

○広瀬委員 

 郵便番号か何か入れておいたら、住之江だけのがきれいに出てくるからね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 地域情報がデータで取れます。 

○広瀬委員 

 その方が早いと思うけどね。いっぱい緊急の防災無線がどやとかって言ってたけど

ね、そんなのしてるうちに流されてしまうて言うてた。 

○南副区長 
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 ただ、皆さんいつもテレビ見てるわけではないんで。 

○広瀬委員 

 まあ、いろんなやり方で、いっぱいツールは作っといた方がええと思う。 

○永川委員 

 このごろ地震も、震度１と２ぐらいでもぱっと出るじゃないですか。 

 当然、東南海地震なんかになるとすぐ出ますからね。それはテレビを見られると思

いますけどね。細かい情報をとにかくね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 お家にいる間であれば、テレビというのもあるでしょうけど、やっぱり屋外に出て

おられるときのことも踏まえて、今ね本持っておられますけど、そういうふうなとこ

ろに情報発信できる形とか、何か気をつけるときにそれを見ることによって確認でき

るようなというような形の中で、フェイスブックであったりとか、アプリの関係であ

ったりとか、広くツールを増やすということで、情報発信できるのかなということを

考えてみたいと思います。 

○永川委員 

 町会長なんか、スマホなんてとてもという人いますからね。携帯は持ってはるわけ

ですよ。スマホは入るんやけど、携帯では入らんというやつあるんですね。 低でも

携帯電話入るようなのを考えてもらわんと。聞いてるとき、何の役にも立たんいうの

がある。あの人らに持ってていったら無理ですからね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 一応報告の関係について、ほか特に御意見とか。実際に実施にあたっては、いろん

な御意見いただいておりますので、その辺踏まえてという形で今年度進めてまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 よろしいですか。よければ、議事の２番目で今年度の部会テーマをいかにしていく

かということを決めていただきたいというのがございます。区政の運営方針ですとか、
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予算ですね、そういうところに反映していくような内容がございましたら、９月なり

１０月ぐらい、特に予算でしたら大体１０月ぐらいに予算策定となってまいります。 

 それで、運営方針も大体９月ぐらいから項目出し合って、そこから素案の作成とな

ってまいります。それまでに、平成２７年度に向けてどういうものを進めていくのか

ということを一旦議論していただいて、それを反映できるような形で考えていくこと

になろうかと思います。 

 また、その辺の進捗状況を全体会にも報告させていただいて、予算委員の要求等が

大体１０月の末とか１１月ぐらいに出ますので、大体同時期ぐらいに全体会を開催さ

れるのかなという形で考えております。 

 今後、部会を進めるに当たりまして、部会のテーマを決めていただいて、それを検

討していって、来年度の区政運営、また予算が必要なものについては当然予算の反映

する必要がありますので、考えていただければと思います。 

 今回、お持ち帰りいただいて、また連絡いただくということかなと思うんですけど

も。今申し上げた日程で９月ないし１０月ぐらいにその辺のところ反映できる形で持

っていこうとしますと、本日６月の２４日ですので、７月の末とか８月ぐらいに再度

部会を開催して、テーマ決めて検討する。運営方針とか予算に反映する内容もあろう

かと思うんですけど。 

○長田部会長 

 この間、４月の７日付の何か区政会議の委員あてに部会の議論してほしいテーマを

出してくれませんかというようなアンケート、出した記憶があるんですけど、それは

どう取り扱われるのかな。それを踏まえてですか。今年度の部会テーマについてとい

う、議論してほしい課題とか議論したい課題を出してくださいということで、４月の

２１日が締め切りで、それをあとどうされたのかな。そこちょっと気になってるとこ。

安全・安心部会に余り関係ない意見を出してもうたから。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 そのアンケートの結果に基づいてというのも一つの方法です。本来そのテーマを決

める関係でアンケート取らせていただいてますのでね。 

○長田部会長 

 それはそれ、アンケートはアンケート。なるほど。 

○井阪危機管理マネージャー 

 安心・安全のところで、御意見いただいているのを申し上げさせていただくと。 

○長田部会長 

 まあ大変、時間もこれやし。 

○井阪危機管理マネージャー 

 すこし防災・防犯の関係でいきますと、防災訓練についてのところなんですけども、

東南海大地震の震度７であるとか大津波発生時の避難防災訓練の実施とか、そういう

明確に設定した形で対応できるような目標達成のための方法を検討した上で、防災訓

練を行うべきではないのかというようなところ。 

○長田部会長 

 もっと掘り下げてっていうんかな。 

○井阪危機管理マネージャー 

 先ほどの目的をきちっと決めてという部分になるのかなと思います。 

 津波の関係での津波避難ビルの確保というのがまだ余り進んでないのではないかと

いう御意見です。なかなか今、難しいところもあって進んでないんですけども。あと、

震災訓練。 

○永川委員 

 ちなみに、今津波のときの避難ビルですけれども、我々行ってもなかなか「うん」

言ってくれないんですよね。 

○長田部会長 

 避難ビル、ホームページにも出てるし。我々もきちっと。 
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○永川委員 

 いやいや。 

○長田部会長 

 ああ、なかなか了解もらえないということですか。なるほど。 

○永川委員 

 行って言うんですけどね、住民の人がとなると、もうそれ以上言えないんでね。も

う一回ちょっと役所が動いてもらわなっていう感じ。 

○長田部会長 

 数は、まだまだ多くないわな、確かに。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうなんです。やっぱり、津波避難ビルの関係で今協定結んでいる分の総数での収

容避難人数だけで申し上げると、今回の震災で想定される避難の人数をオーバーして

ましてね。ただ、どうしても地域の偏差がございます。特定の地域はあるんですけど、

ここはないということがございまして、何とかないところも確保していかなあかんと

いうような状況で。数が多いにこしたことはないので、当初津波避難ビルの協定の関

係で、行政だけで動いてもしんどかったりとかいうのがありますので、やはり地域の

コミュニティの中でお声掛けしていただいて協力をお願いしたいと。 

 ただ、どうしても協定締結になってまいりますと、分譲でしたらその管理組合さん

がございます。それで、所有者の関係で管理組合との間での協定になります。その中

で、やはり全員の一致というか、総会にかけてというような形がどうしても必要にな

ってきますので、そこがネックになってくる。中には、心情的に災害発生したら当然

皆助け合わなあかんと言ってくれる方もたくさんおられるんですけども、やはり全体

的な意見の一致をいただかないと、協定を結べないというのが実情でございます。何

とかそんな中で説明をして御理解をいただきながら、役所としても進めていきたいと。 

○永川委員 
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 他の地域はどうかわからないですけど、マンションの鍵が必ず閉まってるんですよ

ね。町会内にマンションがあっても、そこは町会入らないんですよね。場合によって

は、別にマンションだけで自治会持ってはる。完全に止まってるケースが多いので、

地域は絡んでというのはありますけど、なかなか難しいです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そこは、合わせ技みたいなのが一番いい。行政だけ行っても地域とのつながりがな

いと、なかなか話も聞いてくれなかったりというのもありますのでね。両方で行って

れば何とか。地域的な偏りがある中で、例え１棟でも増やしていければと。 

○永川委員 

 なるべく近い方がいいですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 昨年作りました防災マップの中にも避難ビル指定、協定を結んでいるところはわか

るように表示していただいてると思います。その上で、実際の避難の方向を中に落と

されているんだと思います。ぱっと動かないといけないときには何とかなるように。 

○永川委員 

 ３階以上のビルということで種類出してるんですよね。どことどこが了解もらって

んねんやと。全くないんですよ、ほとんど。 

○井阪危機管理マネージャー 

 実際に、粉浜は少ないです。 

○永川委員 

 ビル、いろいろ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 住吉団地のほうとかね。 

○永川委員 

 ええ。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 地域的にも偏りがありますよね同じ粉浜の中でも。建物はあるんですけども耐震基

準を満たしてなかったりとか、古い建物で昭和５６年以降の建物で耐震基準を満たし

ているものじゃないと、構造的にしんどいというのがありますので、実際にはあって

もそこが建物的に古くてだめだったりとかいう場合も現実にはございますので、何と

か例え１棟でも増えるようにということで、この間も動いてるんですけど。 

○永川委員 

 マンション管理会社が管理してるでしょ、オーナーじゃなくて。すると、ある程度

企業秘密だとか、オーナーに連絡とってもらえますかっていったら、それは無理やっ

ていう。地盤計測ができない。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それは、うちらもそうですけど。 

○永川委員 

 そうでしょ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 はい、ちょっと管理会社が絡んでしまうとしんどい。 

○永川委員 

 あの辺が、ちょっと 近うまくいかない。 

○井阪危機管理マネージャー 

 特に、分譲のマンションですと管理組合の後ろに管理会社がずっと絡みがあります

んでね。本来、管理組合さんの中できちっと議論をしていただいて、それで協定の締

結という形に持っていきたいんですけど、なかなか。そうも言ってられへんので、こ

の私も４月入ってから以降、話も状況も見てますし。 

○永川委員 

 頑張ってくださいね。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 例え、一つでも増えるようにということで頑張っていきますので。 

 先ほど長田部会長からありましたけど、先だってのテーマアンケートということで、

お出しいただいた分で安心・安全部会のところですね。一部コピーをお配りさせてい

ただいております。その中から一つテーマを決めるというのも一つの案ですし、今日

の議論を含めて、この間やってきたこと継続的にやるという内容があるんであれば、

それをテーマとして再度持っていくというのもあると思います。街頭犯罪でも、なか

なかすぐに収まらないので努力目標というか、目標の中では街頭犯罪の撲滅というの

があるんですけど、いろんな課題とかも。 

○南副区長 

 例えば、街頭のカメラにしても、ことし２８台つけますよ。ただそれだけで十分か

どうかという検証もあるわけですから、来年も、平成２７年度ももうちょっとつけて

ほしいとかいうことも、この場で議論していただくとか。 

 あるいは、今年やったことで、例えば防犯ブザーの話でも小学校の低学年がないと

いうことであれば、今年の１，０００個では足らないから来年もやってほしいとかね。

今年やったことも、来年どうですかというのと、今ここで出てるような避難訓練の話

しも当然出てましたから、そこも含めてやるとか。ということをやっていけば、それ

なりの議論というのはこの中ではできていくのかなと。 

 だから、その辺のところが今日の皆さんの意見を含めて、この中でうちもできない

分、例えば歩きスマホの話とかね、なかなかここのところ安全・安心のところでやる

のかどうかっていうの、ちょっと疑念がある。 

○長田部会長 

 だから、参考にはなるけども、これをするかやなくて。 

○南副区長 

 そうですね。今言ってる中で何が部会としてどうですかと。例えば、今日の議論も



－47－ 

含めて一度整理をさせていただいたらどうですかっていうことで、次の時間のときに

これしましょ。その時点から、議論を初めてもらうというのは一つの手かなとは思っ

てます。 

○井阪危機管理マネージャー 

 次回、先ほど日程の関係で申し上げさせていただきましたけど、７月末から８月ぐ

らいの間で。やっぱり９月とか１０月ぐらいまでに何か考えていくということは、そ

れぐらい開かなあかんのかなと。 

○長田部会長 

 そやね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 日程調整とかさせていただく際に、実際のテーマというか、もう一遍再度確認させ

ていただくというのもありかなとは思うので。 

○南副区長 

 こんなんでどうですかということで、皆さん。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それを、今度の会議のところでテーマにしてもらった分、この中でこれを進めまし

ょということ決めてしまってやっていくという形にするか。 

○長田部会長 

 その方がええんとちゃいますか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 でも、なかなかね。 

○長田部会長 

 来てからの議論じゃ、なかなかもう、きょうでも２時間近くかかってね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうなんです。私の説明が長なってしもたんで。 
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○長田部会長 

 日を決めていただいたそれ以前の２週間なりの前に、何か。 

○井阪危機管理マネージャー 

 日程調整させていただくとか、そのときにもうあわせてやってしまう方が。 

○長田部会長 

 それがいいと思います。 

○永川委員 

 余り早く聞かれても困るんですよ。後で予定が。 

○井阪危機管理マネージャー 

 いつぐらいやったらいけますかの確認とるときぐらいが一番いいかなと思う。 

 松本係長、こんなやり方で大丈夫。 

○松本係長 

 はい、大丈夫です。 

○井阪危機管理マネージャー 

今日の報告させていただいた内容であったりとか、今日いろいろ議論いただいた

内容というのも踏まえて、考えていただければと思います。 

 今後、継続的にやっていくので、もっとこれを拡大的に進めていきましょうという

内容もあるでしょうし。 

○長田部会長 

 そうですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 新たに、やっぱり防犯・防災の関係、安心・安全の関係の中で新たに追加できない

かとか。 

○南副区長 

 委員の方で、例えばこういう点、どうやっていうことあれば、松本なり、井阪に言
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っていただければ、それまでにフィードバックはできますので。 

○広瀬委員 

 一つね、気になってたんやけど、これ１０日ほど前かな、南港で何か包丁持ってる

男がね。 

○羽川委員 

 今日もすごい。 

○広瀬委員 

 包丁を持った人間がうろうろしてたら、警察やろって。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですね。 

○広瀬委員 

 それをね、小学校からメールで来たとかね。情報の出どこがはっきりしないんだよ

ね。社協の会長知ってるのっていったら、知らんとかね。連長、知ってるのって知ら

ん言われて。それ、どっから来たんやって。 

○羽川委員 

 だから今日私、ちらっとうわさで聞いて、すごい何かお巡りさんがいてたんですけ

ど、実際今日そういう人が出たんですか。安まちメールも来なかったんでね。今日そ

ういう人が出たのか。出ていないのか。 

○広瀬委員 

 役所って、そういうのは把握してへんの。 

○井阪危機管理マネージャー 

 なかなかその情報が入らなかったりするんです。今日も、別のルートから入って、

それで逆に実際に青パトやってる中で、学校訪問とかさせていただいたときに、学校

さんから聞いたという形で。その関係で、パトロールの時間帯をちょっと延ばして、

関わってもらってたというような形もあるんですけどね。前にも出てたというところ
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まで情報入ってなかった。 

○広瀬委員 

 前にも出てたんや、１０日ほど前。 

○南副区長 

 それは南港でですか。 

○広瀬委員 

 南港で。 

○羽川委員 

 今日は海の方で騒いでました。 

○広瀬委員 

 この間は、太陽の方ですね。やっぱり警察でも、それから役所でも、広報でも出し

てさ、そういう人がいました、気をつけてくださいとか広報せなあかんでしょ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 その情報、中身的に確かな情報なのかまだつかんでないんですよ。それを実際に見

たという形のところまでいってない。なかなかちょっと難しいですけど、その辺のと

ころを逆に言うと、さっき広瀬委員がおっしゃっておられた地域安全センターのとこ

ろへ情報提供なんかなとは思うんですよ。 

 だから、警察さんも、そういう通報があって巡回されてたみたいですよ。警察も通

報受けても、実際にそれを確認できてなかったとか、不確定要素が非常に大きい可能

性もあるのでね。そこのところで、情報発信ができなかった可能性もある、そこはま

だわからない。 

○広瀬委員 

 結局、警察やから見つけられなかったんで、住民だったら見つけたかも知らん。数

が違うやんか、人数が。出たらすぐ広報したら、そういう人が見てね、そういう気持

ちで見ていく、役所でも警察でも通報してくれると思う。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 特に、捕まえるというような対応とか、それは逆に危険な例、それはできないです

けども、すぐに通報するというのはね。 

○広瀬委員 

 そう、通報するだけでいいですね、市民の。 

○永川委員 

 ものによっては、個人情報をたてに警察に言いませんからね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 なかなか、その辺は情報の確認がどこまでできるんかなとかいう点と、僕も恥ずか

しい話ですけど、今日別件で入って。その辺のところ、できるだけ連携とれるように

していければと思います。 

○広瀬委員 

 警察と連携はやっぱりとってもらった方がいいですよね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 なかなか警察さんも情報くれない。 

○永川委員 

 確実なものしか出しませんもんね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ただ、この街灯犯罪の関係のカメラの設置の関係なんかでも、それはもう何とかし

ていかないとという思いがありますので、警察もその発生的にどういうところがとい

うような情報も何とかもらえてるんですけどね。 

○永川委員 

 子どもの関わることでしたら、ＰＴＡは学校へ届けますからね。そうすると、防犯

部長に連絡が来るようになってるんですけど、それ以外の場合は全然連絡はないので。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 今日はね。小学校も一斉下校をとられたという形ですよね南港。そういう形で聞い

てますけども。何とか、ちょっと連携とるよう申し上げます。恥ずかしながらで、申

しわけないです。 

 部会長、大体今の形でよろしいですか。テーマの関係は、次回の部会。 

○長田部会長 

 そうですね、南副区長さん、おっしゃられたように、従前からの継続して掘り下げ

て検討しないといけない項目もあるでしょうし、新たにこういう事柄をテーマに上げ

てもらったらということも、それを事前にある程度絞った提案をしてもらうのか、

我々それをこうしてほしいという意見を出して持ち寄ってそこから決めるのか、そこ

ら辺、整理してもらったらいいと思いますけど、それで、７月か８月。 

○南副区長 

 今の方向性で、中で議論した上でまた御連絡させてもらうということでよろしいで

すか。 

○長田部会長 

 それがいい、それでいいんじゃないですか。 

○永川委員 

 いつもひっかかるのは、防犯の場合は、警察との絡みが多いですね。だから、我々

としてできるだけそれを避けて防犯を考えるって、なかなか難しいんでね。多少、そ

の辺のところは役所さんと警察との関連もあるかと思いますけども。 

○南副区長 

 なかなか、先ほど井阪が言ったように、情報もくれない部分もありますし、うちが

言ってもなかなか聞いてもらえないというのも確かにあるのはあるんで、ただ、コミ

ュニケーションとることによって、ちょっとずつでも改善されていけばええかなと思

ってます。 

 それで、この間防犯カメラについても、大阪市がつけるんで、どこにつけたらいい
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かについてはやはり警察の意見も聞きたいということで、今調整させてもらってるん

で、その辺から突破口にして、ちょっとずつやっていきたいなと思います。 

○井阪危機管理マネージャー 

 警察もやはり街頭犯罪というものに対しての対応を考えてます。そういうところで

は、うちと連携とってやっていきたいというのがあります。で、私どもだけで考えて

ても、警察さんの方がプロなので、そういうところの意見というのもいただかないと

なかなか進められない。ということで、防犯カメラ設置についても、実際につける場

所の選定とかいう部分ではやはり警察さんの意見をお伺いして、案をつくった上で、

地域に回すと。 

○南副区長 

 実際のところはね、警察も署長がどう思いはるかによって大分違うのでね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今回、署長変わりましたしね。 

○長田部会長 

 僕、大阪市のホームページも見たり、住之江区のページも見たりしてるんですけど

ね、安全・安心のことってもう全国、都道府県、市町村あらゆるところがホームペー

ジに載せてると思うんです。参考に堺市を見てみたり、近隣のね。大阪は、日本で第

３位の大都市やけども、小さな都市でもすごくきめ細かに安全・安心とかの部分につ

いては、お年寄りから子どもまでの世代を超えてね、いろんな施策をホームページ見

たら載ってるんですね。 

 だから、よう似たことやってるんで、どこと比べたらこっちの方がええんやとか、

あっちの方がええとかいろいろあるんで、やっぱりよくよく参考にして、いろんな情

報を僕らは持っておいた方がええのんちゃうかなと思いますね。 

 堺市なんか、ホームページ、安心・安全のメールを毎日のようにどこそこで。それ

大阪市にもあるのかな、安心・安全メールみたいなの届くんやけど、そこでは、例え



－54－ 

ばどこそこの西区の浜寺何々町で何があったとかいうの出てるんですよ。それは、安

心・安全メールというやつ、堺市のホームページ見たらね。 

 だからね、きめ細かくやってるところの情報を入手する、そんなことが必要なんち

ゃうかなと思ったり。 

 それで、ＮＨＫのニュースでも鯖江市というとこが、僕ちょっとアンケート書いた

んですけど、何メールやったかな、そういうオープンデータというんかな、それはま

あ別の話なんですけど、住之江区の眠っているデータを、いろいろオープンにすると

いうそういう鯖江市が鯖江市でそういうことをやっている、全国放送されとったから

ね。だから、ここだけのっていうんじゃなくて、もうちょっと広い視野で、情報収集

したら、いろんないいアイデアが出てくるんちゃうかなと。僕、そういうふうに思い

ましたね。 

 それで、神戸市の教育委員会がね、もう今小学生これ持ってるからね、これで夜１

１時、１２時、１時まで見てる小学４年生の子がおるので、そういう教育をしますと。

全児童に教育をしますって言ってたからね、これも安心・安全の項目の一つ、ただ行

政がやるのか、教育行政がやるのかというところあると思うんで、それは別問題かも

わからんけど、やっぱりね、子どもの安心・安全は街頭犯罪だけじゃなくて、学校の

通学の安全だけじゃなくて、もう今やここら辺の時代に、これで何されるかわからん

ような時代になってきてるからね、もっと幅広く考えていった方がいいんちゃうかな

っていう印象を持ったので、こういう機会やから言いますけどね。 

 特に、だからそういったことを、視野を広げてやったほうがいいんちゃうかなと思

いますね。 

○永川委員 

 今、双方向で使えるというの、新しいのできてますよね。あれを利用すべきかと思

いましたね。逆に、今は一方的なようで、実際住民が何を考えてるんかをつかんで、

それに合った政策をやっていかないと、こちらの一方的な考えでぶつけてやってるの、
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これ受益に等しいわけですからね。これは、余り住民に役立ってないとしても。だか

ら、投げかけて、それに応えてこういうようなものをね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 地域の方々のいろんな意見というのもあると思いますよね。それで、まちの危ない

うかがい隊ということで、防犯の関係でパトロールするときとか、いろんなキャンペ

ーンするときとかでも、できるだけ今年度、いろんな方の御意見とかを実際の防犯の

活動の中で生かせていければとか。 

 また、特に防犯の関係ではなくても、何かそういう問題点があるということであれ

ば、お聞かせいただいた分をその所管のところにつないでいきたいというようなの、

今後進めていきたいなと考えてますけど。 

○永川委員 

 犯罪が、大阪一番多いですからね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 まあ、いろんな方の意見というものをお聞かせいただく中でね。 

 もう時間も２時間というか、こっちが遅くなったということもありましたので、次

回また案内ですね、大体７月の末から８月ぐらいの間で、検討できればと思いますの

で、また日程調整とあわせてテーマ的なものとか、御提案いただける部分ございまし

たらと思いますし、またそれまでに何かありましたら、何でも構いませんので、御連

絡いただけたら。 

○広瀬委員 

 次回は、全員そろった方がいいよね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですね。 終的には、全員の中で、今年じゃこれに決めましょうと。いろんな

こんな案が出てますよ。もしかすると複数の方が同じことを考えられるとかいうのも

あります。その中で、やっぱりテーマ的にきちっと決めたらいいかなと。テーマ決め
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るのは議論しないといけないので。 

○長田部会長 

 そうですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 こちらで勝手に決めるとかできないので。すみませんが、よろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは、長い時間、貴重な御意見いただきましてありがとうございます。また、

今後よろしくお願いしたいと思います。 

○南副区長 

 どうもありがとうございました。 


