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平成２６年度 住之江区区政会議 

第２回 安全・安心部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年８月１３日（水）１９時００分から２０時４０分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ４階 第２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 

大津 隼男 委員、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、 

米島 良信 技能統括主任 

 

４ 議  事 

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

  （２）その他 

   

５ 発言内容 

○井阪危機管理マネージャー 

 ただいまから、第２回の安全・安心部会ということで始めてまいりたいと思います

が、冒頭私から、本日の会議には現在５名の委員中、先ほど、申し上げましたとおり、

全員参加しておりますということを御報告させていただきます。 

 また、本日の会議につきまして、個人情報など、特に非公開情報はございませんの

で、会議については公開ということとさせていただきます。また、議事録等につきま
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しても、後日公表となります。公表する際には、発言者と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。 

 あと、司会を長田部会長さんに進行を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。 

○長田部会長 

 それでは、ただいまから、平成２６年度住之江区区政会議第２回安全・安心部会を

開催します。本日の進行は私、昨年度から部会長を仰せつかっております関係上、進

行役をさせていただきます。お盆の最中でございますが、委員の皆様方全員お集まり

いただきました。今、我々ここにおりますのも先祖のおかげというか、この間、近所

のお坊さんにそんなことを言われて、確かにそうやなと、そんなことを思っている次

第でございます。５名、私の他４名の方、大津様、永川様、羽川様、広瀬さんと、全

員そろいました。区役所からは南副区長さん、それから、谷上総務課長さんと米島統

括さん、それから、井阪危機管理マネージャーさん。あと、事務局の方々ということ

で進めてまいりたいと思います。 

 お手元に配っていただいております、本日の議事資料ですけれども、１枚目の議事、

それから、２枚目が別紙１－１、部会委員の提案テーマ案というものです。それから、

間違っていたらごめんなさい、全体会における部会テーマアンケートの回答というこ

とで、別紙１－２です。安全・安心部会の部分に関するアンケートを集約していただ

いております。それから、別紙２は防犯ブザーに関する学校アンケートの結果という

ことを取りまとめていただいております。あと、様式１、２につきましては、平成２

６年度の区役所が取り組むべきというか、この目標、これが様式１です。それから、

重点的に取り組む主な経営課題を様式２として配付していただいております。皆さん、

そろっておりますでしょうか。これに従って、集中して御意見を頂戴した上で、結論

を出していただきたいと思います。 

 平成２６年度の予算のうち、区政会議で提案された額は４割ぐらいやと。この間の
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住之江区の予算という資料では１４億６，０００万円、人口一人にすれば一人１万円

ぐらいかなというぐらいの予算ですけれども、そのうちの３８％、４割前後ですけれ

ども、区政会議で提案された意見が反映されていますよということも区役所から、前

回のときに報告されております。今日の本題に入る前に、これまでの経過を振り返り

ますと、４月２１日に全体会議を開催されて、平成２５年度、昨年度の振り返りと平

成２６年度の予算、区の経営課題とかを予算ですね、説明をしていただいて、安全・

安心部会は６月２４日に第１回目を開催して、このときは井阪さんに進行役をしてい

ただいて、区からの説明、つまり、平成２５年度、安全・安心部会からの提案、この

部会で提案したことの平成２６年度、今年度に反映されている項目等を中心に、つま

り、街頭犯罪の対策だとか防災対策だとかというところを防犯、防災対策を中心とし

たとこら辺の説明を受けて、今年度も平成２７年度に向けて、今、議論をしているこ

とを平成２７年度に反映できるように進めて、意見を頂戴したいというふうに思って

おります。 

 今年度のスケジュールというんですか、来年度予算に向けたスケジュールというの

は、これから秋にかけてだと思うんですけれど、安全・安心部会だけじゃなくて、区

政会議のスケジュールというのは、どんなもんでしょうね、区役所では大体の流れと

して、秋ぐらいには一つの方向性を出すだとか、こういう区政会議の提案も。どんな

もんですか、実際には。 

○井阪危機管理マネージャー 

 予算要求の関係、また、来年度の運用方針の関係で、大体その辺の取りまとめ、提

案の関係の部分が９月から１０月、大体１０月ぐらいかなという流れになります。そ

の関係で、他の部会もそうなんですけれども、この時期が大体、２回目ということで

されていまして、実際に、提案までの運営方針の素案なんですけれど、とりあえず、

出すというのが。それをどういう内容のものを考えていくのか、まず、予算要求につ

いても、予算要求に盛り込むべきものは何をするのかということを、大体２回目、ま



－4－ 

た、３回目、もう一度ぐらい部会を開催させていただいて決めていくという形になり

ます。大体１０月、９月末ぐらいまでにやっていこうかなと。 

○長田部会長 

 なるほど。ということは、今日１３日ですけれど、もう一回ぐらいはあるというこ

とですよね。 

○南副区長 

 多分、９月の後半か１０月の初めぐらいには、もう一回やらせていただいて、平成

２７年度に向けた予算の、何を入れるかということと、あと、運営方針の中に何を書

き込むかということになってくると。 

○長田部会長 

 はい、わかりました。 

 ということを踏まえて、きょう集中して、あるいは、もう一回ということですけれ

ど、できるだけ結論に近いとこら辺にいきたいなと思います。 

 議事の１です。平成２６年度の部会テーマについて、別紙１－１、それから１－２

なんですけれども。 

 １は部会の委員さん、我々５名からアンケートという形で、１回目の前ぐらいだっ

たかな、お出しくださいというふうなことで出させていただいたんかな。 

○井阪危機管理マネージャー 

 １－１の部会委員提案テーマ案と申しますのが、今回の日程調整をさせていただく

際に、来年度に向けて検討するテーマとして、もし、提案する内容のものがあればと

いうことで、お出しいただいた部分を取りまとめたものでございます。 

 １－２が冒頭、部会長がおっしゃったように、全体会議のときに、後で、各委員さ

んからいろんなアンケートということでお出しいただいた分の中から、安全・安心部

会にかかわるような内容のもの。前回の、第１回目の部会のときにもお配りさせてい

ただいているんですけれども、改めて今回、テーマを決める中で、そういうほかの委
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員さん方からも意見があったということを参考としてお載せさせていただいています。 

○長田部会長 

 ありがとうございます。 

 ということで、この場で今、思いつきで言っていただくのも構わないんですけれど

も、あらかじめアンケートを２回、全体会議に向けての分と、それから、１回目の部

会の会議の前に皆さんにお願いをした、この部会に関するとこら辺の項目をまとめて

もらっております。こういったことを防災、防犯という二つに大別していいのかとい

うことからになるんですけれども、安全・安心部会は昨年度から、この２本柱にして

意見交換をして、一定の方向性を出してきましたものですから、平成２６年度、今年

度もこれらに関するようなことを、もう少し議論をしていただいて、平成２７年度に

もつなげていく。あるいは、こういうこともあるよということであれば、もちろんお

っしゃっていただいたらいいと思うんですけれども、まず、それでいいでしょうか。

防災、あるいは、防犯、これも入れてよと、安全・安心部会で、いろんな御意見があ

って、そこを交通整理せなあかんところもあるんですけれども、大きく大別すれば、

安全・安心部会のテーマの柱としては防災関係、そして、防犯関係、あと、その他意

見というのも上げていただいております。それで進めてまいりたいと思いますが、こ

れでいいでしょうか。 

 まず、それでは、防災関係からいきましょうか。この四つの項目なんですけれども、

昨年度、平成２５年度にも、こういった項目を検討したり提案をしてきたわけですけ

れども、１番目のポツ１というのかな、それは地域別のわがまち防災プランに基づく

防災訓練、中学生からの防災力の向上を含むと書いてありますけれども、４番目の住

之江公園を本部とする区内全域による災害避難訓練の実施というと、同じ防災の提案

の中でも、自分のところのやり方というんですか、１４連合あるわけですから、それ

の特徴を生かしたやり方があるんじゃないかというようなことで、やはり、その町に

合った防災訓練のやり方とか防災プランを立てていらっしゃると思いますので、そう
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いったことを進めていく、加えてというのか、こういう公園を本部として避難訓練を

実施したらどうやという意見もありましたのでね。そこら辺をどういうふうに、調整

するのか。一つ二つぐらいを柱にしていきたいなと考えますので、全部の項目を全部

網羅するというのはなかなか難しいことなので。防災関係については、どんなもんで

しょう、御意見いただけますか。 

○広瀬委員 

 四つとも大体関連しますね。 

○長田部会長 

 地震、災害のタイプ。それから、根本的な見直しという、根本的なというのは今あ

ることを、どういうふうに見直しするのかというのも、この辺がよく見えてこないと

ころもあるので、そこら辺をもう少しクリアにしたらいいかなという気はするんです

けれども。防災は地震、水害、それから、台風なんかのあれとか、それからあと、そ

れに含まれて発生する火災とか、その辺のとこら辺かなと思うんですけれども。これ

も南港の地域は南港の地域、やや高台の粉浜地域とか、川に近い安立、それから、敷

津浦地域とか新北島地域とかありますから、そこら辺、５人しかおりませんので、各

１４連合の地域の、それぞれの特徴を全部は把握できないかもわかりませんけれども、

そういったことで、それぞれの地域別の防災プランに基づく、それは今年度の区役所

が作成された計画にも載っているかと思います、たしか。その辺で御意見いただけた

らなと。 

○広瀬委員 

 先日、テレビで大阪府がＷＴＣとか、避難ビルに指定ということを言ってたんです。

テレビ見てないですか。大阪府もやってますよね、そういう防災とか、そういう何か、

この会議も見てたら、今まで防災とか避難とか、一般的な話しか出てないんですけれ

ど、南港に住んでいる人たちの心配は、あの周りにコンテナがたくさんあるんです。

あれは大きい波が来たら、マンションにどんどんぶつかってくる想定、こんなんも南
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港の人が一番心配しているのはそこなんです。そのことは全然、行政なんかから話題

にも出ませんし、目をつむって見ないふりをしているのかなと。 

○長田部会長 

 津波による被害を想定したコンテナの、船もそう、コンテナだけじゃなくて。たま

たま、そこに。 

○広瀬委員 

 船まで言わへんけどね。船はしょうがないと思うけれど、コンテナね。あそこらは、

もう山積みしているんです。あれがどんどん浮いてぶつかってくることが想定される

んです。そのことが全然、言葉になってこないし、じゃ、どのビルにどういう形でぶ

つかってくるのかというシミュレーションも何もしてないし、それによって逃げ方も

変わってくるし。コンテナを置くなっていうわけにいかんしね。 

○長田部会長 

 安全・安心部会の提言というか、このテーブルで意見を交換する中では、どこまで

そういったことを区役所サイドというか、大阪市全体のことなのか、あるいは。とい

うのは、港に面しているのは住之江区だけじゃないから、大正区、それから、港区、

西淀川区とかいろいろありますわね。だから、そういった総合的な判断というのが入

ってくるんじゃないかなと思うんですが、そこに住んではる南港さんの場合は、人ご

とじゃなくて、我々は人ごとで済むかもわからへんけど、そういったこともあるから

の発言だと思うんですが、そういった総合的な対応というか、どこまで答えられるか

な。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今の南海トラフ巨大地震の津波想定の関係でいきましたら、ちょうど南港というか、

大阪の沖合何キロという、向こう側で大体５．１、実際に咲洲であったりとか、こち

らに到達するときのやつはもう少し低くなるような計算になっているんです。実際に

南港のところの周辺部のコンテナ埠頭のところはやっぱり低いんですけども実際に南
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港のポートタウンの中は４メートル以上の高さがあるというような形になっています。

そういう関係で、今のところ、津波の起こったときの浸水の関係につきましては、南

港のポートタウンの中については、ほとんど浸水域に含まれてないというような状況

になっているという形になっています。 

 その関係からもポートタウンの中は比較的そういう部分では、津波に対しては安全

というような見方がされています。ただ、あくまでも、これが想定外の中になってき

たときにどうやねんと言われると、今、お答えのしようがないんですけれども。実際

に、コンテナとかが全部流されてきたときというか、どこに来るのかなというのも、

流れ方も全然わからないというような状況になって。ただ、ポートタウンの中という

のは周囲を囲まれてますよね。あそこをどう超えてくるかなというところもあるんで

す。ただ、あれは防潮のためとか、そんな意味合いではないんですけれども。居住エ

リアとそういう外の事業エリアを区分する形でつくられている部分だけなのであれな

んですけれど。ただ、今の想定の中では、南港のポートタウンの中まで浸水という形

は想定されてないので、今のところ、そこまでの計画的には多分できてないと。 

○広瀬委員 

 今、コスモスクエアっていうのがあるんです。あそこはポートタウンの周りで、外

周で、大阪市もどんどん販売していって、そこにマンションを建てるっていう計画と

言っているけれど、そういうこと、わかってるんやろうね。あそこは低いよ、ポート

タウンの中でも。 

○井阪危機管理マネージャー 

 コスモスクエアの駅のところの土地も４メートルぐらいの海抜高。 

○広瀬委員 

 １０メートルぐらい想定せなあかんの違う。 

○大津委員 

 逆に、今おっしゃっているそのことですけれども、私ら、この間船に乗って、木津
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川の支流のところ、運河みたいなところから船に乗ってポートタウン、それから、あ

そこの両方の間を通って大阪湾まで出ました。住吉大社の汐汲神事があったので漁船

２艘で行きました。外側から見たらおっしゃるとおり、それはコンテナはいっぱいで

す。それはどこへ行くかと海から見たら、おっしゃるように南港ポートタウンは行か

ないかもしれないけれど、どこへ行くといったら、加賀屋とか、要するに、大和川の

方とか、それはもうどこに散らばるかわからない、ほとんど住之江区に押しやられま

すわ。南港ポートタウンの中にそのまますっと行くとは限らないです。岸壁にいっぱ

いありますから、コンテナが。それは重たいのもあれば軽いのもあり、空のもいっぱ

いあるそうです。ほとんど、住之江区の内陸部に私は行くと思います。外から見たら

よくわかります。 

○南副区長 

 潮の流れによったら住之江だけじゃなしに、多分違う湾岸道の。 

○大津委員 

 大正とか向こうに川をさかのぼって行く可能性もある。 

○南副区長 

 そこまでは今のところ、例えば、港湾局のサイドでは多分、やってませんし、危機

管でも、そこまでのシミュレーションというのは聞いてないので。今はあくまでも浸

水被害ということしか念頭にないと思うので、そんな中でいったら、南港エリアはど

ちらかと言えば、高い。逆にいったら、他のところの方がもっと低い。 

○大津委員 

 うちらに来るんですよ。 

○南副区長 

 逆に、下のほうが低いので。 

 そこが逆に言ったら、そういう危険はある、可能性としては。絶対にないというの

は、これはもうわからないんですけれども。可能性としては、そういうことはあるん
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じゃないか。その辺のところについて、今、区として何かできるかと言ったら、なか

なかそのシミュレーション自体ができないので、どの程度、海流というか、水のとこ

ろの流れがあるとか、あるいは、どの程度のところにコンテナがたくさんあって、ど

っちから来たときにどう流れるかというのは多分、かなりお金をかけないとできない

というか、専門的な。 

○広瀬委員 

 周り、全部コンテナです。 

○南副区長 

 だから、その辺も含めて、当然、今は咲州ではなしに、向こう側のところにもかな

りコンテナのヤードができてますのでね。 

○長田部会長 

 心配なことは限りなくありますから。 

○大津委員 

 一ついいですか。 

○長田部会長 

 どうぞ。 

○大津委員 

 コンテナは一応、それはそれで大きな課題であるけれど、私は防災関係で、防災プ

ランに基づく防災訓練、中学生、それもすばらしいことで、何もそれが悪いというこ

とは一つもないわけですけれども、やはり、今のままでいいのかという、これはやっ

ぱり、そこの考え方を防災、安全・安心部会が全てそこまで取り仕切るとか、影響を

及ぼすということはないのかもしれませんけれど、少なくとも、今のままで、防災関

係、防災訓練がいいのかという、これは常に持たないといけないと、私は思っていま

す。それは防災プランも立派なのができました、マップも。安立も頑張って、でき上

がったものはきれいやと言われてますけれど、それで防災訓練をやって、私は疑問な
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んです。何が一番疑問かというと、大阪市、大阪府で東南海地震か大津波が出たら１

０万人死ぬと言った、２０万人、数字、僕ははっきり知りませんけれども、国が予想

では十何万、大阪市が予想したら最悪２０万人か何か、いろんな数字がいろんな、違

ってますが、どっちでもいいんですけれども、住之江区で何人死ぬようになっている

んですかということはできるんですか。別に、今じゃなくていいんですよ。 

 要するに、僕が言いたいのは最悪の状態はどうシミュレーションされているんです

かと。それに対して、じゃ、防災プランに基づく訓練は第一歩かもしれない、それは

僕はいっこも否定しませんし、それはあるべきものの一歩、二歩目あるかもしれませ

んけれども、じゃ、もし、住之江区が５，０００人死ぬとしたら、１，０００人減ら

すためにどういうふうなことを目指すのか。２，０００人減らすためにどういうふう

なことを目指すのかと。そういうものが区政の、書いたら怒られるから書かないのか。

あるいは出されへんのか。あるいは、内部に資料があるのかないのか。やはり、そう

いうところを見据えて、今のままでいいんだろうとかというところを、今、たちまち

１００点満点の回答が、我々が出せるとは思いませんけれども、じゃ、そういう最悪

の状態に想定した訓練というものは、あってもいいんではないだろうかと。私も十数

年間、町会長やらせてもらって、安立で立派な訓練を毎年やらせてもらっていますけ

れど、これがどれだけ進歩したのかというと、ほとんど進歩してないと思います。 

○井阪危機管理マネージャー 

 シミュレーションをどれぐらい想定という、数字的には当然全体の分があって、そ

の中で、区の中でどのぐらいの被害者数、推計されるのかというのもあります。ただ、

こういう防災の関係、今、防災と言ってますけれども、今回、条例とかの中で、新た

な条例として防災・減災条例ということで出されてますよね。いかに減災、要は災害

を小さくするのか。そのための方法として訓練とか、そういう中で実際に生き延びる

という形のものが、まず大切なのかなということになります。 

 今年度の運営方針にも入っている、わがまち防災プランを活用したというか、地域
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で自主的な形での防災訓練というのも、こちらとしても減災という、いかにして被害

を少なくするのか、要は、多くの人間が生き延びられるようにしなければなりません

よということで、一応、提案として上げさせていただいています。これは本年度だけ

じゃなくて、来年も再来年もずっと続けていかなあかん課題やと思っています。 

○大津委員 

 もちろんそう。 

○井阪危機管理マネージャー 

 その中で、恐らくこれは災害タイプ別というので書かれている分でいきますと、通

常の地震のときやったらどうやねん。津波が発生するときとかやったらとか、もう一

つ、先だっての土日のときの台風の関係がありました。昨年もあったんですけれども、

大和川の河川氾濫、海水氾濫というときにはどうする。要は、地震、水害、あと、大

規模火災、いろんなパターンがあります。それぞれに応じた形を本来は避難訓練とい

うか、避難の方法も異なってまいります、逃げる場所も違います。それを踏まえた形

でやっていく。そのために、そういう防災プラン、地域ごとに違いがあるので地域別

の防災プランに基づいた中で、じゃ、全部一遍にできないので、本年度これをいって

みましょうとかという形で一つ一つやっていかなあかんのかなと僕らも思っているん

です。 

○大津委員 

 賛成。そのとおりです。そうしたら、そこの台風ベースかもしれませんし、災害の

内容別かもしれません、それで、じゃ、その大和川の浸水やったら、こういうパター

ンで、こういう方法の訓練がありますよという、そういうものはお示しになるんです

か。あるいは、津波のときに備えた、こういう訓練の方法もありますよという、いわ

ば、地域の意識というのは、はっきり申し上げて、そんなに活発に盛り上がるものじ

ゃないんですよ。それで、連長を中心に私らも責任者の一人としては、そりゃ、やっ

てますけれども、それほど、画期的に変わるわけでもないんです。それは、誰を責め
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るわけでもないんです。だけど、それを一歩進めるには、じゃ、そんな何かのパター

ンがあるならば、今年はこういう訓練のこういう仕方もありますよと、こういうこと

も、お宅のあれに合わせて、どういうことをなさいますかとか。やっぱり、そういう

事柄、区役所はそこまで踏み込んで、こうしなさいは絶対言われへんと思うけれども、

地域はどう考えていくか、それに対するネタというか素材というか、そういうものは

あるんですか。 

○南副区長 

 きっかけづくりで、どういうふうな形でのやり方というのはお示しさせてもらって、

どうされますかという、そこからでしょうね。そこから、地元の方がどうやっていた

だけるかということになるので、その辺のところはタイプ別の。 

○大津委員 

 どうも、見ていると、ちっとも変わってない。 

○井阪危機管理マネージャー 

 地域によっても、やはり、ごっつい取り組みの仕方とか異なってきています。やは

り、地域ごとで防災訓練をやっている中で、また、その地域として今回、どういうこ

とをやりたいというところの部分に対して、うちとしてはアドバイスもさせていただ

くので、危機管理室からもアドバイザーというのがおりまして、そちらからも来てい

ただいたりとかという中で、事前に打ち合わせをさせていただいたりとかの中で、何

を気をつけないといけないのかとか、その上で訓練に入っていくという形を本当はと

りたい。ただ、なかなか地域的にも今回何をメインにするねんというのがなかなか固

まらなかったりというところもありますので、そこのところを何とかやっていきたい

なと。ただ、こういう訓練にしたいんやけれど、どうしたらいいのかなということで、

僕らも言われたら何ぼでも動けるんです。そういう形でいければなと思って、たまた

ま昨年、住之江連合さんなんかは、夜間における避難訓練ということで、そういう夜

間に災害が起こるかもわからない、それを一回想定してやってみようということでや
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られました。 

○長田部会長 

 停電を想定したりね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 何か、そういうことでやってみようとか。今年度も、敷津浦さんがこれまでのよう

な形から、避難ということをメインに考えてということを何か考えられへんかという

ことで、ただ、実際に１回、今年やって、すぐにそれがうまいこといくとは限りませ

ん。ただ、安立さんにも、最初の訓練の前に寄せてもらいましたけれども、まず避難、

逃げることから考えましょうということで言わせてもらいました。ただ、それが成功

しているわけではないんです。ただ、そういう意識を持ってもらって、その中で、ど

こかで避難、逃げるということをまず、どういうときに考えるねんと。そのときに、

水害のことを考えるのであれば、垂直避難訓練、近くの高いビルに逃げるような訓練

を中に盛り込みましょうとか。最悪、その地域のところで無理であれば、学校みたい

に高いところに上がる。そのときに気をつけなければならない点が、どういう点があ

るのかとかいうのを確認し合うとかというような形をやっていくという形になろうか

と思います。そういうことについては、僕らも、いろんなパターン的には提案もさせ

ていただきます。そういう形で進めていきたいというような形も考えています。 

○大津委員 

 ここだけで時間をとるわけにいかないので、それは結構。ただ、これはこの会議の

テーマかどうか知らないけれども、一つだけ、下半期に区役所で、どの会合かどうか

わからないけれども、何か大きな会合にあの人を呼んで来てほしい、河田先生。 

○長田部会長 

 関大の先生やね。 

○大津委員 

 河田先生の講演をしていただきたい。２０万人死ぬという、あの予測した人。つま
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り、防災プランのつくったときの先生も随分お世話になりました。だけど、本当に意

識を変えようと思ったら、河田先生しかおらんわ。あの人、どこかの会合でええから

呼んで来て、連合町会長もそれから、町会長も、あとは希望者誰でもいい、区民ホー

ルへ来てくれといって、芸能人は要らんから講演会をしてくれと。 

○井阪危機管理マネージャー 

 防災セミナーみたいな。 

○大津委員 

 そうそう、それでええねん。ああいう、日本で一番すぐれた先生が、すぐそこにお

るねんから、そういう人を連れて来て。 

○長田部会長 

 一つの提案として、御意見としてお聞きして、それをどういうふうに。 

○大津委員 

 そうして意識を、住之江区のやっぱりリーダーの人たちの、まず頭をもみほぐさな

いかん。地域のリーダーの人たちも。 

○長田部会長 

 まさに、この地域別というのを区全体のこととかいうのも、あるいは、大阪市全体

はどうやというような大きなテーマというのも、もちろん必要なところなんですけれ

ど、足元の、自分のところの町内、あるいは、連合がどういうふうに行動をとるねん

というのが、僕はここに読み取れると思っているんですけれども、つまり、地域別と、

あるいはその中で、災害別というのは海に近いか川に近いかというようなこと。商店

街があって火災が危ないかとか、そういったタイプも特性があるから、それに応じた

内容でより細かい訓練をやれるようなことを各連合が提案していくと、区役所に。そ

ういったことで実際、自分の足元のとこら辺の訓練になるん違うかなと。どれだけ動

員できるかは、その土地の力やと僕は思いますので、人寄せパンダじゃないけど、そ

ういうやり方もあるけれど、それは一つの方法やと思うし、そこら辺は意見として書
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いておいていただいたら、大津さんの意見も書いていただいたらいいんじゃないかと

思いますけれども、部会の意見としては、どう取りまとめていくかというのは、ペン

ディングしたいなと思いますけれども、他何か御意見ございませんか。防災だけに時

間とられへんので。 

○永川委員 

 先ほど、南港のお話されましたけれど、こういうような、その地区独特のものとい

うのは結構あるんです。粉浜地域にあって、南港にもう全然関係ないとかね。 

○長田部会長 

 そうですね、まさにそういう訓練。 

○永川委員 

 今回、マップつくった経過でも見てたら、地震のときどうするんやとか、それから、

津波が来たらどうするんやとか、その一点張りなんです。これはどこでも共通な問題

だから、外すわけにはいかないんでしょうけれど、もっともっと地域に溶け込んだプ

ランをつくらないと、せっかく作ってもほとんど役に立たない。僕自身はそう思いま

す。 

○大津委員 

 おっしゃるとおり、４０万から５０万いただいて、つくりました、マップを。それ

で、うちの安立で言えば、安立でもう逃げ場はないんです。海抜１メートル、それで

高層はほとんどない、ビルはない。そうすると全部住吉区に逃げないかんのです。阪

堺線の電車道を越えて、それで、上町台地の住吉区の高いところまで逃げていかなけ

れば安立は助からない。あのマップは全部そうしました。もう逃げ道は住吉区、住吉

区、住吉区。広い道から狭い道まで全部、向こう向いて逃げてくれと。多分、そうい

う方向の訓練もすると思いますけれども、やっぱりそれはおっしゃるとおり、粉浜さ

んも川の地域の特徴で、安立も安立地域があって、その地域を生かした訓練をかなり

綿密に繰り返しというか、徹底的にやっていかないといかんかなと思います。 
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○永川委員 

 もう一つ上げさせていただくと、前に何かのそういう講座があったときに、一週間

実際、あなたがどこへ避難されるんですかというのがあって、北粉浜小学校へ避難す

る。お宅のうちから、北粉浜にどういう経路をたどって行くんですかと。うちの近く

に学校の塀があるんです、ブロック塀が。こんなもの地震が来たら倒れて道ふさがれ

ます。どうやって逃げられる。徹底的に突っ込まれたんです。あのときに思ったのは

いろんなことを想定して逃げ道を考えておかないと、幾ら机上で立派なことを話して

も実際には逃げられない。今回のプランはそういうことをもっと組み入れたことをプ

ランとしてつくらないと、こんな形式ばかりの意味ないやないかと。第１回はこれで

いこうということになったんですけれども。だから今、大阪でも大阪府の、実際に東

南海地震、どれだけ被害になるか。それは大阪市になったらどうなるのか。住之江区

はどうなるのか。もっと言えば、粉浜地区はどうなのかという、ここまで詰めていか

ないと。 

○長田部会長 

 それを地域別わがまち防災プランに基づくという。 

○永川委員 

 そうそう、だからここが大事なんです。 

○長田部会長 

 おっしゃっているとこら辺は、全て皆さん認識していると思いますので、しかも、

今年、今年度重点的に取り組む経営課題として、区役所が提示しておられますから、

そこをどういうふうに、我々が住んでいる地域がどう知恵を出してやっていくかとい

う、まさに、地域振興を中心としたリーダーの皆さんのリーダーシップ力かなという

気がしますけれど。そういうようなことを役所も、もう既に出して、より具体的にと

いうことは、自分らで考えたらどうやと。知恵がなければ、そういうアドバイザーを

呼んでもらえるということですから。そういったことで、特徴ある防災プランを実行
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していくと、そういうことでいいんじゃないかなと思うんです。どうでしょう。 

 これもう３７分になったので、あとまだありますので。 

○井阪危機管理マネージャー 

 先ほどの、大津委員さんおっしゃられたのは、関大の河田先生ということなんです

けれども、河田先生でなくてもとは思うんです、無理やったら無理で何か、そういう

意識改革できるようなこととかが、この間、僕らが出前講座であったりとか、いろん

なところで、こういう防災の関係のお話させていただいていますけれども、何かそう

いうふうな専門的な方のお話とか聞くような機会があれば、それもできないかなとい

うふうに。 

○長田部会長 

 それは、人寄せパンダじゃないけれど、もし、知名度のある人が言えば、説得力も

あるし、人も集まるかもわからない。あとはお金の問題だとかスケジュールの問題も

ありますからね。 

○大津委員 

 第一人者を呼んでもらいたい、その道の。やっぱり、中途半端なのはお金の無駄で

すわ。 

○長田部会長 

 ただ、国レベルとか大阪府レベルとか、そういうとこら辺の偉い人は、住之江区の

ことをどこまで知ってもらっているのか、知ってもらっているんやとは思うんですけ

れど、そういう心配も、僕はちらっと思うんやけれども。地元に詳しい町会長さんあ

たりがよっぽどよく知っているんじゃないかと思ったりもするから。だから、なかな

か、そういうことで人が集まらないとか、動員力がなかなか課題があるというふうに

なると思いますので、一つの考え方として。 

 偉い人はどこまで。知ってはると思うんやけど。 

○大津委員 
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 それは、知りませんよ。 

○長田部会長 

 ただ、大阪市の防災課、何かそういう方がもう来ていただいて話してもらったこと

ありましたもんね、去年かおととしか、マップづくりの前に。名前忘れたけど。そう

いう方の検討もしてもらいながら、平成２５年度に提案もしたところ、例えば、中学

生の防災教育の実施をしてくれたらどうやというような提案がここでもあって、実際

に、これが平成２６年度に反映されているし。あと、津波避難ビル協定なんかも、安

立さんあたりを中心として、増えているというふうには聞きますけれども、まだまだ

じゃないかなとは思います。それを進めていただくのもいいんじゃないかなというふ

うに思いますので、今年度の柱になっているところの中心に我々は、それを注目して

いくという、もっとこうやれというようなことを言っていきたいなと思いますが、そ

れで、よろしいでしょうかね。 

○永川委員 

 前にお願いした津波避難ビルの、連合に任されて、今度、我々の町会にも任されて、

町会からもいろいろ運動するんですけれども弱いんですよね。断られたら、もうそれ

以上言いようがない。何で、そこまで協力せないかん。ある程度、いったら断られる

なというようなところは頼んでもらう、後押ししてもらわないと前に進まない。 

○長田部会長 

 その辺はどうなんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 津波避難ビルの関係ですね。実際、行くと、行政、僕らからだけ行っても、やっぱ

りしんどいところはしんどいんです。やはり、一緒に行動するというのがいいのかな。

声かけしてもらったら、とりあえずまた話を聞いていただきたいとかということでや

っていくしかないのかなと。地域に対して、いざというときに、地域に協力もしてほ

しいというのもありますし、実際にそこに住んでいる方自身がどこかに出かけている
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ときに、そういう災害が起こったら、やっぱり、その人たちもどこかに逃げる場所が

要るでしょうというともあるんです。一緒になってできるような形でやれば。 

○長田部会長 

 役所もそういうふうに協定をしていくというふうに書いてはるわけなので、民間だ

けでやるんじゃなくて。一緒にやってもらう方がね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 僕らも、やはり、そういうのがあったときには説明も寄せてもらっています。逆に、

そこで、防災の関係のいろいろな災害が起こったときはこんなんなりますよというお

話もさせていただいたりとかというのも合わせてさせてもらって、してもらっている。 

○長田部会長 

 地域だけがやっているんじゃなくて、市役所、区役所もやりますよというふうに、

この平成２６年度の課題に書いてあるから。我々はそれをどう進んでるねんというこ

とを見させてもらっていくというのが、ここの部会の使命でもあるんかなと、僕はそ

う思いましたけれど。 

○井阪危機管理マネージャー 

 一緒に動けるんやったら、安立さんなんかも一緒に話に行きましょうということで、

寄せてもらったりとかいう形でやっていたりとかしますので。 

○広瀬委員 

 避難ビルに指定という。そこに、例えば、食料とか簡易トイレとか毛布とか、何か

は備蓄とかするんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 いや、備蓄のところまではいかないんです。どうしてもやっぱり物的に、そこに置

くことが場所の問題も含めて、なかなかしんどいので。あくまでも、津波が来たとき

に、一時的にそこに避難するという、高台に逃げるという場所になってます。 

○長田部会長 
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 とりあえず、逃げるということ。 

○南副区長 

 まず、命を助かるという、そこだけですわ。その後の、次のことは、また違う形で

のあれになると思います。 

○長田部会長 

 何もかも、そこで生活するといったら、これは家主側も嫌がるよな。 

○井阪危機管理マネージャー 

 収容避難所になってます、小学校、中学校の。 

○南副区長 

 上のところに場所があれば、そこに備蓄物資をためてということはやっています。

日本全国が一遍に大災害に見舞われるということはあんまりないので、多分、よそか

らも来ていただけるというのが前提になっていますけれど。その辺、何カ月もという

のはまずないので、少なくとも、まず命が助かって何日間か過ごせたら、あとは助け

てもらうというのが、今の考え方。 

○広瀬委員 

 言われているのは、３日間持ちこたえてくれという。避難ビルで３日間おれますか。 

○南副区長 

 ３日間ずっと津波が引かないというのはあまりないので、基本的に津波が引けば。 

○長田部会長 

 地震はビルの方が危ない場合もあるからな。それによって、災害の種類にもよるの

かもわかりませんね。それと、小学校に逃げると一口に言うても小学校の２階、３階

があるわけで、我々は、この町会は３年１組とか決めてあるんですけれど、体育館に

逃げたところで水害やったら逃げる意味がないから。夜間であったり、いろんな中学

生に助けてもらうのは、いろんなことを想定してやるのは我々の知恵やと思うので、

そこは、地域の皆さんで頑張って、そこにはアドバイスをしてもらうという仕組みで、
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地域別の防災をやっていったらいいん違うかなというふうに思うんですけれど。 

 時間、もう４４分になったので、次、もう一つは、大きな柱は、街頭犯罪対策とい

うところです。街頭犯罪対策。 

 昨年度も我々の、この部会でカメラの設置やとか、センサーライトの設置やとか、

防犯ブザーの配布とかいうとこら辺を提案をして、実現をしつつあるのかな。まだ、

カメラの設置までは。 

○井阪危機管理マネージャー 

 カメラの設置につきましては、この間の犯罪発生地域の洗い出しは全部終わりまし

た。既存の分とかの分と重ね合わせ、あと、民間で、個人でつけているカメラとか、

この辺のところの確認作業をやって、合わせていこうかなということで。 

○長田部会長 

 ２８台とおっしゃいましたよね、たしか。センサーライトは１００個やと。そこら

辺の設置の案というか、それはこれから、もうできつつある。 

○井阪危機管理マネージャー 

 まだ確定はしてないんですけれど、今年度中に全部配置できるようにということで、

全部やっていきたいので。できるだけ、今年中ですね。ある程度出ないと、今年中ぐ

らいにやらないと。 

○長田部会長 

 ということは、引き続いて、今年度もカメラについては、まだ、あれもできてない。

昨年度の提案で、今年度の設置もできてないんだけれども、どうなんでしょうか。ま

だまだ。 

○南副区長 

 できれは、平成２６年度はまだ２８台なので、今、洗い出しをして、例えば、２８

台で足りるかどうかという部分は当然ございます。できれば、来年度も、例えば、こ

こに書いてあるように、カメラの設置と防犯ブザーについては継続実施をした方がい
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いのかというのを議論をしていただいて、もし、そのままやったらいい、台数という

ことになると、予算の問題とかあるのであれですけれども、続けてやるということで

あれば、そういうふうにいただければ、今後も平成２７年度に向けて、今の洗い出し

も含めた中で、台数も含めて、うちとしては案を考えていきたいなというふうに思っ

ているんですけれど。 

○永川委員 

 このごろ、テレビでよく、防犯カメラで犯人分かるの多いですね。 

○南副区長 

 最近の防犯カメラはかなり解像度がよくなってきたので。 

○永川委員 

 そこまで、この地域で防犯カメラがつけられているなんて、相応じゃない。まだま

だ足らない。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ざくっと申し上げますと、昨年１年間の街頭犯罪の発生している箇所的な形という

のが、かなりやっぱり、住之江区の場合、どこか特定の場所に固まっているとかいう

形はあまり見受けられないんです。結構いろんなところでということになってます。

ですので、そこだけつけたらとかというような言い方にはなかなかなりにくいんかな

というところが出ているのが実情です。ただ、当然、自転車の盗難とかは駐輪場とか

があるようなところ、市営住宅の駐輪場とか、そういうところにはなるんですけれど

も、中心はそこになるんですけれども、やはり、自宅の前でとられている方も結構お

られたりとかというのはあります。 

○長田部会長 

 ということで引き続いて、これは、カメラ２８台ではどうしようもないやろうから。

もう少し続けてやっていただくというようなことについては。 

○広瀬委員 
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 それでも、どこらの場所って、エリアはある程度想定しているんですか。ぱらぱら

つけたってしようがないやろうし。あるところ、まとめて、そういう場所を想定して

やらないと、どう考えているんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今年度の配置の考え方は、当然、街頭犯罪がある程度、いろんな広範囲にわたって

いるという中では、ある程度固まりそうなところとかで、あと、既存の今既にもう、

これまで地域で、補助金等でつけられているカメラもかなりあります。そういうとこ

ろと相重ならないような形の中で、警察と、どこが一番効果的なのかということを決

めていきたいと。 

○広瀬委員 

 その話、遅いんじゃないですか。去年つけるという話ですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 はい。 

○広瀬委員 

 去年の提案が、ことし１年。 

 今ぐらいもうついてないとだめな時期じゃないですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 もう、御指摘のとおり。 

○長田部会長 

 一番、時期的にも８月はいろいろあるかもわからない時期。 

○大津委員 

 これは、私の経験的なお話を申し上げると、警察の安まちメールというのがありま

すよね。あれ、街頭犯罪が発生したら、認知の事件ですけれども、安まちメールで送

信してきますわ。発生後、早ければ１０分後、遅くても２、３時間で。それを、連合

町会のうちの地図で、私は３年間丹念にプロファイルして、丸をつけて、いつの発生
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か。そうすると地域の中ではっきりと出ます。どこら辺が多発地帯。どこら辺は少な

いか。うちで言えば、南海電車沿線、それで、どこら辺の駅から半径何メートル以内、

どこら辺のスーパーの何メートル以内、見事にはっきりします。そうすると、それは

地域として、じゃ、対策をどこにカメラをつけるかというときの資料には使いました

けれども、全てそれでオーケーにはなりませんけれども、そういった地域側も、また

自分たちの目で見る見方ということも、それはやろうと思えばできないことはない。

もちろん、警察が資料をぱっと出してくれれば、おっしゃるように、それはもう、今

でもぱっと向こうの生活安全課は持っているはずですから、もと資料を。それで、ど

こへつけるかは多分、容易に判断できると思います。 

○永川委員 

 それ、各連合に聞かれるというのはなくなったんですか。 

○長田部会長 

 これはあれなんですね、警察と連携してとか、警察から情報をもらったりというよ

うな形でやっているんでしょう。連合じゃ偏るもんな。 

○井阪危機管理マネージャー 

 犯罪の関係の分は警察でリストを、過去１年間の分を全部出してくださいというこ

とで、全部つくってもらったんです。それに時間がかかって、ある程度、その中で実

際の地図上に落とした中でどうやねんというのを見ながら、候補地を決めた中で、今

度地域に実際のつける場所とか、つける本当のいい場所というのも調査させていただ

きたいなと思います。地域無視してつけることはないし。 

○長田部会長 

 意見はね。 

○永川委員 

 固まるようなことになる。犯罪件数が多かったりすると。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 あと、実際に、地域で既につけられているカメラもある程度固まってつけられてい

るところもあったりとかしますので、そういうところも踏まえて地域と御相談させて

はいただいてます。 

○南副区長 

 そういう意味でも平成２７年度も継続実施でつけていきたいと。 

○長田部会長 

 既に、今年度にもセンサーライト、防犯ブザー、カメラ、それから、それを合同で

やる街頭犯罪対策の、それから、まちの危ないうかがい隊、これはこの間ニュースで

もやっていたやつやと思うんですけれど、おっちゃん二人組でやるやつかな、違うか

な。 

○井阪危機管理マネージャー 

 いえ、それは違います。 

○長田部会長 

 あれは、また違うんかな。 

○南副区長 

 うかがい隊はうちの人間が行ってます。 

○長田部会長 

 ああ、そうですかね。こういったこともやってくれているということ、やりますと

いうことで計画に上げていただいているわけなので、それに沿って、今年も継続して

お願いするか、来年度に向けてもやってもらったら、それでいいでしょう。 

○永川委員 

 一つ、この防犯ブザーの件で。 

○長田部会長 

 防犯ブザー後で出ますわ、次の項目で。 

○永川委員 
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 あ、そう。 

○長田部会長 

 ここで説明してもらいましょうか。一緒でもいいです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 これの関係がありますので、とりあえず、資料でつけさせていただいています。前

回のときに、小学校の防犯ブザーの保有状況とか、その辺、確認しているんかなとい

うことで、ご意見いただきました。各小学校さんにアンケートをとらせていただきま

した。 

○南副区長 

 こういう、カラー刷りの丸い変形の分です。 

○井阪危機管理マネージャー 

 資料、１５校の小学校ですけれども、１校返ってこなかったので、１４校だけにな

っているんですけれども、防犯ブザーにつきましては、全ての学校で配布されてます。

といいますのも、区の社会福祉協議会が３年ほど前に全小学校、全児童に対して、善

意銀行のお金を使って配布したと。それ以降、毎年新入生に対して、この間配布して

いますということです。来年度以降について、どういう考え方を持っているのかなと

いうことも確認させていただきましたら、一応、来年度以後も必要ということで今の

ところ、継続的に配布していくということで言ってくれています。 

○永川委員 

 どこが配布してるって。 

○井阪危機管理マネージャー 

 区の社会福祉協議会。 

 はい、区社協から学校さんに渡して、学校が配っているような格好になっています。 

○長田部会長 

 つまり、僕が思うのは。 
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○永川委員 

 そんなふうに見えない。 

○長田部会長 

 学校の教育委員会から配ってきたら、指揮命令系等がクリアやから、学校長も一生

懸命どうしてるかというのがあると思うんやけど、社協からの寄附みたいなもんやか

ら、あんまり力入ってないん違いますか、管理が。そんなふうに、僕は思いましたけ

れど。 

○永川委員 

 そんなに、持ってないですから。 

○長田部会長 

 うん、持ってない子もおりますね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 その、携帯状況のところが、その２番目の項目なんです。実際に、児童の防犯ブザ

ーの携帯状況、どうなっているかということについて、９割方つけてるはずやと言っ

ているのが１校です。あと、５０％とか、全然学校は把握してませんというのが基本

的にはほとんどというような状況になっています。ですから、実際のところ配って、

最初のうちは、配っているけれども、その後、あまり確認はされてないような状況で

す。学年別でいきましても、学年が上がるほどに、やはり防犯ブザーというのは持た

ない。多分、この１、２年でしたら、１年生に配布させていただいて、最初かばんに

つけてたりとかされているんでしょうけれど、学年上がってくるとどんどんつけない

というふうな状況がやっぱり見られるのかなということです。実際に先だってのとき

に、つけていても実際に電池入ってなかったらとか、使い方どうなってんねんやろう

というようなこともありました。その辺について、使用方法を、どういうふうにつけ

るべきなのかとか、使い方をちゃんと配るときに説明しているのかなということにつ

きましては、それは半々というような状況です。 
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 きちっと説明している学校については半分ぐらいです。それも、当初の配布の時期

ぐらいでしかないというような状況やという状況です。ですから、防犯ブザー自身、

区役所からあえてまた学校に対して配布すると、子どもに対して配布するというのは

かぶってしまいますので、そこまでの必要というのはないかもわからないんですけれ

ども、実際のところで言ったら、その使用方法の関係を実際どういうふうにして、啓

発していくのかなと。 

○永川委員 

 この間も、町会長会議で区政会議で配布することになったのでて話しに行ってたん

です。あんなもん配布せん方がええでと。ただでもらえるやつは大事にしよらん。親

に買わさなあかんっていうことを言う人がおるんですわ。勘違いも甚だしい限りで、

それやったらそれで大事にしてくれるような形を求めていったらいいだけであって。

危ないから防犯ブザーを持たせるわけですから。こちらからでも渡すぐらいでもやっ

ていかないかん問題ですから。だから、学校側にもそうですけれど、保護者さんにも、

ブザーに関する保管問題に関して、取りつけの問題とか、それから、故障が起こった

ときどうするとか。もっと大事にさせるような形に持っていかないと。ただ、配った

んじゃ、上になったら持っていきよらんとか、別に傷んでいても、電池がなくても、

ぶら下げて行きよるわけです。 

○長田部会長 

 多分、一番下の、学校で説明している、してない半々ということはほとんど半分の

人は学校は何もしてないということなので、学校の教科書とか、あるいは、ハンカチ

とか爪切ってるか何かの調べをすると思うので、それと一緒にやってもらえるような

ことを、ただ、安全・安心部会で、どう提案するのかって、そこが教育委員会の仕事

違うかなと思ったり思うので、意見としては言えることはあっても、これを来年度の

平成２７年度の方針に提案するべきものなのかどうかというのも、クエスチョンと僕

は思って、個人的にはね。つまり、仕事をやるのは、やっぱり教育委員会、学校と違
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うかなと僕は思うんですけれど。教科書と同じように渡す、教科書忘れたりなんかす

るのと同じように、持ち物検査するのと同じようにやってもらうようなことを、区が

やるのかな。 

○永川委員 

 どこでやるかは、それはどっちだっていいですよ。 

○長田部会長 

 僕はやっぱり学校教育の中でやるべきやと思うな。わざわざ、毎朝立ってやってる

のにやな。けど、そんなんあんまり、見てるけどなかなか指導しにくいしな。余計な

話になりましたけれども、そういう現実を踏まえて、調べていただいたので、これは

平成２５年度の防犯ブザーを配るという。 

○永川委員 

 本当にそうなんですか。僕が聞いた話では、何年か前までは、確かに配ってくれて

たと。最近もう全く配ってくれてないと。 

○長田部会長 

 新１年生には配っているって言ってましたわ、新１年生だけに。それは、どこから、

配られているのか、学校が配ってるけれど、どこからもらっているのかどうか知らな

いですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 区の社会福祉協議会が、校長会とかでちゃんと話をして。 

○永川委員 

 学校へ入って、学校から配ってるんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 学校に贈っているんです。学校から子どもらに配ってもらっている。 

○長田部会長 

 だから、その辺はそのとおりやと思うんやけれど、後のね。 



－31－ 

○井阪危機管理マネージャー 

 フォローがね。だから、防犯の関係、防犯カメラの継続的に設置を考えていくとい

うことについては、このまま引き続きということになろうかと思います。 

 ただ、防犯ブザーについては、実際、あえて、これをということではないと思いま

すので、ただ、直前にここで議論するということではなく、学校さんであったりとか

ＰＴＡで、何かそういうふうな啓発的な取り組みとか、何かそんなんを考えられるん

やったらということで。うちも、先ほどの、まちの危ないうかがい隊というのがあり

ますけれども、セキュリティパトロールが統括で、いろいろパトロール回ってくれて

ますので。その中で、前もお話した、さざぴー通信という、学校にも掲出しているよ

うなやつで、地域にもお配りさせていただいているんですけれども。２０１３年の冬

号で、こういう防犯ブザーの使い方というか、つけ方のやつを一遍出したことはある

んです、こういうところで。そういう形も含めての中でまた考えていくということで。 

 これは検討とは別ですけれども。そういうふうに無駄になってしまわないようにと

いう、せっかく配っていても、結局使われてないんやったらということもあるから。 

○南副区長 

 今、区の社会福祉協議会から学校にいって、新入生ということは、多分４月にお配

りいただいていると思うので、それに合わせて、こういうのをタイムリーに出してい

くとかということになるのかなと。 

○永川委員 

 そうすると、そこから、配られているから、区役所から配る必要ないということで

すか。 

○南副区長 

 来年度はもう。 

○井阪危機管理マネージャー 

 だから、同じ、二つ配っても。 
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 それは、別の助成の関係とか、そういうところになってくるのかなと。 

○永川委員 

 どこが配ってますって。 

○南副区長 

 区の社協。 

○長田部会長 

 配布継続はお願いすると。 

○南副区長 

 社協が学校にいって、学校自体で配っていただいている、新１年生に対して。 

○大津委員 

 社協は金あるわな。 

○長田部会長 

 そうですね。子ども１１０番対策の見直しというのも意見としてあったんですけれ

ども、区は直接、何か重点にやることを検討はするんですか。我々の意見としては、

見直してほしいという意見なんやね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 子ども１１０番については、どちらかというと、１１０番の家登録者をふやしてい

るという状況をやっているんです。これについては、一旦、区がやっているのがなく

なっていたときがあったんですけれども、２年ほど前かな、区が中心になってまたや

り出してという形でやってます。できるだけこちらは、子ども１１０番の旗とかを掲

出していただいている、協力している登録のところを増やすことによって、それが犯

罪の抑止力があるのかなということで、できるだけふやしていきたいと。今現在６８

０件ほどの登録されているところがございます。今年度も、そういう登録を増やして

いきたいなということで、これから動いていくと。特に、本年度重点に置きたいなと

思っているのが、お店関係。昼間とか、そこに人がおるような、あいているようなと
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ころということでお店関係を中心にしたいなと。それ以外のところも、やはり協力は

お願いするんですけれども、そういうことで、できるだけ、抑止力も含めてというこ

とで続けていくということなんです。 

○長田部会長 

 ただ、これはあれですね。今年度のこの中には入ってないな。安全・安心。 

○井阪危機管理マネージャー 

 この中には入れてない。 

○長田部会長 

 入れてないというのは。 

○井阪危機管理マネージャー 

 継続的に、それはずっとやっている部分でやっているんです。 

○長田部会長 

 なるほど、今年特にやるということじゃなくて。 

○井阪危機管理マネージャー 

 特に、これはもともとは青少年育成推進会議の中で対応していた分なんです。青指

さん青福さんとかと一緒になってやってる。あと、ＰＴＡさんとか一緒になってたや

つなんです。それを今、安全まちづくりに。 

○長田部会長 

 あっちの、もう一つの部会やな。 

○井阪危機管理マネージャー 

 はい。 

○長田部会長 

 わかりました。 

○井阪危機管理マネージャー 

 なんですけれど、今それが、安全まちづくりの委員会の事業に切りかえられている
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ので、うちとしてやっている形なので。ただ、今回提案として、意見として出てたの

で、ここへ入れているだけなんです。 

○永川委員 

 これは私は出したんやけど、そういうの知らなかったから。ただ、去年、うちもつ

けてますから、、今どこをお願いされているんですかと言ったら、一般の家庭やとお

っしゃるから。一般の家庭なんて、ほとんど閉めてるしね、鍵を。子どもがいざとい

うときにブザー鳴らしても間に合わへん。何でもっとお店へ行って、お店やったらい

つもあいてるからねという話してた。それはそのとおりっておっしゃってたんですけ

れど、その後全然、それができてないなと。あれどないなってるの。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今からリストアップして、資料つくって、これ、今、それぞれ依頼する資料とかも

持って、個別に皆さんのお店とか回らせていただいて、協力依頼をしていく。先ほど、

申し上げたように、お店中心でいくということで、本年度はやりたいなと。 

 だから、もうこの辺のところは、今回、課題とかテーマというところからは外す形

になるかな。事業的にも書かれていたので、報告だけさせていただきました。 

○長田部会長 

 自転車の不法駐輪対策についても、そうですわね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 これ、済みません。防犯じゃないんです。入れるところ間違っていて、本当はその

下の、その他意見になってくるんです。 

○長田部会長 

 その他意見もたくさん出していただいているんですけれど、信号の守ることとか、

自転車専用道路対策やとか、スマホをやりながら走っているとか。薬物乱用、あるい

は、認知者の行方不明になるケースとか。個別の御意見というのはたくさん上がって

おるんですけれども、安全・安心部会の来年のテーマに上げていくという分について
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は、どんなもんでしょうか。 

○大津委員 

 あれが一つ、どっかの部会に入っているんですか。見守り隊の件は。 

○長田部会長 

 見守り隊は、いや、こちら。 

○井阪危機管理マネージャー 

 去年、ここで話してます。それで、感謝状の贈呈のやつあったので、今、準備して

いるところですけれど。 

○大津委員 

 来年度も引き続いて、あれは見守り隊は極めて有効な児童の防犯、あるいは、安全

確保について、極めて重要な役割を現実に果たしておるんですよ。それをやっぱり項

目として。 

○南副区長 

 一応、今年やっている分については多分入れてないですけれど、ある程度のところ

は多分皆入っているというふうに。 

○大津委員 

 あれは年々、実は人数減って高齢化して、見守り隊やっている人は足が悪い、さあ

病気になった、死んだ言うて減って、どんどん減少していっているんです、実際は。

これまで対策として絶えず継続性を持って、それを求めていかないと、いずれあれは、

半減以下になりますよ。それは、１１０番もいいけれど、現実に生きた人間が、そこ

に目を凝らしてやるわけですから、旗１本立てるよりもはるかに有効なんです。そう

いうことの継続性をうたわなくていいんでしょうか。 

○長田部会長 

 これも、もう既に今やっていることなので。今おっしゃっているのはそういうこと

じゃなくて。 
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○南副区長 

 どう継続していくかということ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ただ、子ども見守り隊につきましては、どちらかというと、事由的には安全、防犯

の関係なんですけれども、もともと地域的な中で、はぐくみネットの中の活動とかも

含めての中で。 

○大津委員 

 どこかに入っていればいいんですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 やってこられたと。地域的に、やはりそれは地域の中で、それに協力してもらう人

をどんどん、そこで参画していってもらうというような形になってくるのかなと思う

ので、なかなか区役所で運営方針とかに盛り込んで拡充の関係の人数確保とかという

のは、なかなか入れにくいのかなとは思ってしまうんですけれど。 

○大津委員 

 そやけど、青色パトロールは入れているじゃないですか。青パトのは。 

○井阪危機管理マネージャー 

 え。 

○大津委員 

 この区の運営方針の中に青パトのことは一生懸命入ってますよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 うち、やってるやつですわ、それ。 

○大津委員 

 あ、そう。お宅のことですか。 

○南副区長 

 青パトはうちで職員が運転して回っているやつなんです。当然、区役所なんです。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 電気自動車で。 

○大津委員 

 地域もやってますけれどね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 見守り活動、見守り隊は地域的にやっぱり人数全然違うんですよ。やはり、そうい

う中で、いろんな地域の人たちにどんどん参加してもらってというような形で、やっ

ぱり地域の取り組みの中で、特に地活協の中でも動いてますからね。 

○大津委員 

 もちろん、そうですよ。 

○長田部会長 

 地活のあれにも入れてやってますし、構成団体。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今回のこの安全・安心部会の中でそれをどうこうという形の議論をというところに

は、しんどいかなと思います。 

○永川委員 

 せっかく区役所でやってらっしゃるので、もっと、各地域行かせてもらえたらとい

つも思うんやけれど。回ってらっしゃったところで、何かいろんな情報あったらこっ

ちへ教えてよとか言うんやけど、一向に教えてもらえないんです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 情報。 

○永川委員 

 せっかく回られて、いろんな情報をつかんでらっしゃるでしょう。我々に聞かせて

もらえたら。一向に何にも言ってきはらへん。 

 だから、何か区役所は区役所でやって、我々は我々でやっているという感じ。情報
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交換しながらね、お互いに役立てていくと。 

○南副区長 

 そやから、地域が持っている防犯の情報とうちが持っている情報をどう連携できる

いうような。 

○長田部会長 

 何か警察のところで訓練やったのはあれなんやったかな。あんなとこら辺、青パト、

安全週間のときか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 去年も９月かな、６月ぐらいにやっているんです。 

○大津委員 

 役所でやっているんじゃないんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 年１回やってたんです。見守り隊のやつやってたんです。今年、去年は区民ホール

でやってましたよね、そういう形のやつ。 

 今年、もう区民ホールが全然使えないので、警察の話の中でなしになったと思うん

です。例年やったら集まってもらって、そこで意見交換会的に各地域の状況とかやっ

てますよね。それはまた、どこかでやらないといけないんでしょうけれども、今年度

できないんです。 

 でも、それも情報的にはいい参考になったりする部分があるので、本来はやらなあ

かんかなとは思うんです。 

○長田部会長 

 そういうことも、今は、昨年度中断したけれども、本年度はまだ無理かもわからな

いけれども。 

○井阪危機管理マネージャー 

 いつもやったら、夏前ぐらいにやってたと思うんですけれども。 
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○長田部会長 

 警察署でやったん違う、かわりに、だから。違うかった。 

○井阪危機管理マネージャー 

 秋か。 

○永川委員 

 自転車の関係は、どこの部署やったんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 自転車は交通安全の関係になってくるんですね。それで、基本的に自転車は交通事

故をなくす運動の推進本部というか、その実行委員会がございまして、これは地域で

あったりとか、あと、区役所、警察さん一緒になってやっているやつですわ。その中

で、いろんな啓発活動であったりとかをやっていると。予算的には、これは安全協会

とか、社会福祉協議会からの分担金で賄って活動されている分なので、予算要求とか、

ここのところになかなか、そぐわないというのがございます。実際のところ、警察さ

ん、交通指導の関係は警察の交通課がいろいろと動いてくれてはります。各学校とか

幼稚園、中学なんかに行っての交通指導というのが、基本的には交通課さんになって

まいりますので、昨年１年間で２３件ぐらい、交通指導に行かれているということで

す。 

○永川委員 

 この辺は警察しかタッチできないけれど、この辺は関係ないやろうけれど、その境

目がわからないので、教えてもらえないかということでお聞きしたら、いや、こっち

もよくわからないので、とりあえず出しておいてくださいって言うから、出したんや

けど。 

○井阪危機管理マネージャー 

 情報は僕ら持っている分は、お教えできる分は。 

○永川委員 
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 自転車の今、事故が多いじゃないですか。かなり賠償金、大きいのとられたとかと

いう話がありますけれど。そういう自転車対策を考えないかんのかっていうことも考

えていて。 

○南副区長 

 通行の関係のやつは、基本的に警察です。うちで何とかっていうことはなかなか、

権限はないので。交通法規だから。 

○永川委員 

 あの辺が、境がわからない。 

 例えば、今、駐輪問題になってくると。 

○南副区長 

 交通法規で出ている分は、基本的に警察なんです。それで今、放置自転車という、

駅前とかで置かれている分は、条例がもうできてますので、それに沿ってやっている

ので、大阪市の管轄。道路管理者が大阪市なんです。要は、あれは遺失物じゃないで

すけれど、放置されているということになるので。 

○永川委員 

 例えば、放置してあるから、放置場所が歩道で茶色いタイルのところ。 

○南副区長 

 禁止区域上に入っていれば。 

○永川委員 

 自転車用になってますわね、自転車道。 

 そこへ、自転車をとめている。言ったら、駐輪、問題になっているでしょう。 

○南副区長 

 放置自転車というのは基本的に駅前のところで、禁止区域になっているところにと

めているやつについては即時撤去ができる。だから、それは禁止区域というところに

入っているかどうかです。禁止区域に入ってないと。だから、駅前のところに、こん
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な看板がついてますね、看板ついていてエリアがあって、ここのところに入っている。 

○永川委員 

 とめてもええという意味なんですか。 

○南副区長 

 とめたらいいということではない。ええということではないですけれども、そない

たくさんあったら困るというのがあるので。 

○永川委員委員 

 それで、結局お店が一部、自分らの商品をそこへ茶色ブロックのところへ出したり

ね。 

○南副区長 

 それは、どっちかと言えば、交通指導の関係になるので、警察に言わないと仕方が

ない。 

○永川委員 

 だから、その辺が何か、ぐちゃぐちゃになってね。 

○南副区長 

 だから、基本は、大体大阪市でやっている条例上のところというのは、もう基本は

駅前です。駅前がほとんどです。だから、駅前のところで。 

○永川委員 

 こういうぐちゃぐちゃしたことは、警察でええわということですか。 

○南副区長 

 基本的には警察。 

 ただ、道路管理者として、例えば、通常、お店屋さんなんかが、本来、駐輪場を自

分のところに持たなあかんのに、前に並べさせているとかということは、警察と一緒

に工営所なりが行って注意している場合はあります。だから、確実に絶対警察やとい

うことではないんですけれども、その辺のところで、例えば、とめていて何か事故起
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こしたら置いた人が悪いという、駐車と一緒なんです。 

○永川委員 

 結局、そういうことによって、本来、自転車が通ったらいかんところ、自転車が通

って、事故を起こす。 

○南副区長 

 それはもう確実に警察の話ですね、交通法規の話になるので。 

○大津委員 

 これは、提案ですけれど、皆さんの御意見、防災関係で一つだけ、先ほど、言い忘

れたんですけれど、項目を、もし、これを取り上げていただけたらと思う項目が実は

あったんです。それは、避難場所と施設の見直しということです。これは、地域連合

単位で地活協の単位で大体、こういう見直し提案と色んな件で、その連合の中で避難

場所、施設、その人口に見合うほどあるのかどうか。これは、ここの１行目のわがま

ち防災プラン、防災訓練、我が町に合った町独自の訓練をしなさい、こればっかり求

めていると、本当、わからなくなるんです。だから、住之江区全体から区長が見てた

ら、粉浜の避難場所はそれでいいんですかと、安立の避難場所はそれでいいんですか

と、南港はそれでいいんですかと、その確保や見直しは本当にちゃんとなっているん

ですかと。根本的な問題なんです。そういうところを、それが、回答が来るかどうか

わかりませんけれども、そういうところを、せめて区の安心、安全を検討する場所で

は、本当にそういうことになっているんだろうかというところも見る目というのは持

っておかないと、求めていかないと。これは変わらないわけですよ。 

 これはなぜかというと、大抵は小学校、中学校ということになる。じゃ、連合の中

で、小学校二つ、中学校一つというところもあるかもしれません。あるいは、小学校

二つというところもあります。何にもないところは、多分、小学校１校はあると思い

ます。連合ですから、校区でやってますから。そこの中に、それ以上ないところもあ

るんです。じゃ、それはどういうふうに安全を確保する、減災をする上で、それでい
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いんですかということは誰も言わないんです。 

○長田部会長 

 例えば、どんなところ、ほかに小学校、中学校以外の施設としては。 

○大津委員 

 いや、それはわからない。私もそれがどこがあるのか、わからないけれども、しか

し、今のままでいいのかということは。 

○長田部会長 

 完璧な防災というのはなかなか。 

○大津委員 

 わかりませんけれど。 

○長田部会長 

 とりあえず、減災とおっしゃってるし。今、避難場所というのをどういうふうに、

避難場所ですら逃げていくにしろ、どない集まってくるかわからないというところが

おっしゃられているんだったら、訓練で何遍かやっていく中でしかわからない。僕も

何ともよう言えないけれども。 

○井阪危機管理マネージャー 

 避難場所の関係は、先ほど、一番最初のありました、災害タイプ別。この災害によ

って変わりますよね。学校以外の場所とかも変わってくるんです。通常地震で火災が

発生するとかいうときであれば、広い場所がいいとか。水害であれば高い場所に行っ

てくださいというような格好になるんです。それによって、学校が一番いいのか、そ

れとも、公園に行く方がいいのかとかというような形になります。だから、公園が一

時避難所になっているのは、一たん、そこで集合して、建物の倒壊とか火災から逃れ

て、そこから、避難所へ行きますよという形。学校の校庭とかそういうところとか、

体育館とかになる。そういうことがあるので、それぞれによって、単純に避難場所と

か施設という言い方の中でいくと、それぞれによっても異なってまいります。実際の
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ところ、そこの地域に住んでいる人、みんながみんな、そこの収容避難所にいくとい

う形ということになってしまうと、確実に無理です。 

○大津委員 

 もちろん、わかってます。タイプ別というのもわかりますよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それでやっぱり、どうしても収容避難所という形で小学校になってますけれども、

それぞれの地域にある施設的に、中で指定できるものということで指定してというこ

とになってますので、なかなかそこは難しいところがあるんです。その中で一時的に

どこか、一時避難的な形の部分のところで、先ほどの津波避難ビルであったりとか、

また、火災とか、そういうことであれば広域避難場所という形の部分であったりとか

ということになってくるかなと思います。 

○大津委員 

 しかし、それを今のままでいいんですかということですわ。タイプ別なのか、ある

いは、災害の種類別なのか、それに対応した手当というものを各地域別にこことここ

をこう考えていきましょうやというところまで踏み込んでいくべきじゃないんですか

ね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そこをそういう訓練の中で実際にどういう災害のときには、どこに逃げるだとか。

どこに何があるのかということをやっぱり確認をする、その中でやる。 

○大津委員 

 いや、もちろん、それはわかりますけれども、それを地域のことばっかりしている

と、地域が今のままでいいのかというのは、ほとんど頭はいかないですよ。それは、

やっぱり住之江区という全体で見て、その地域がどないなってんねんと。いわゆる、

現場と全体を見る場所と両方から見ていかないと、これはわからないと思うんです。

いわば、逃げ方や集合場所やどこやっていうのは、それは連れて逃げる、そういう現
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場の連携とか、あるいは、現場も動き方というのは上手になっていきますけれども、

本来の町が持つ、そういう機能というのはどうするねんということは、どうして、そ

こに議論がいかないのかということです。わかります、私の言ってる、切実な意見は。 

○長田部会長 

 まさに、その地域の特徴とか特性と言われている。 

○大津委員 

 もちろん、そのとおり。 

○南副区長 

 さっき、避難ビルでも、例えば、その地域の中に、どれだけ大きなビルがあるかと

いうのも一つあるし、どれだけ協力してくれるビルがあるかっていうのもあると思う。 

○長田部会長 

 避難ビルも一つの増やす。 

○大津委員 

 そうそう、津波であれば。 

○南副区長 

 だから、そこら辺も含めて、今、去年できて、ことし、それに基づいた避難訓練を

やっていこうということなので、来年度に向けて、今、大津委員が言ってはった、そ

こら辺のところをどう盛り込むか、一遍それは、きょういただいた意見をもとに、考

えさせてもらいます。 

○大津委員 

 ぜひ、これはどこかのテーブルで、このテーブルなのか、ほかのテーブルかわかり

ませんけれども、そういうこともやっぱり。 

○南副区長 

 多分、ここでしょうね。 

○大津委員 
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 それはやっぱり入れていかないと。 

○南副区長 

 一遍に多分１００点満点の答えってなかなかよう出せないと思うので、だから、去

年よりはことし、今年よりは来年というふうに少しずつでも減災につながるような方

策を立てていきたいと思っています。 

○長田部会長 

 今、項目２まで終わりましたんですかね。その他、街頭犯罪に向けて啓発活動で、

こういったひったくり防止カバーのキャンペーンだとか、自動車窃盗の防止啓発活動

も警察と合同で、役所は取り組んでおりますよということですかね、これは。 

 あと、高齢者対象防犯・防災出前講座の実施、こういったことも４地域でおやりに

なっているということですので、こういったことを広げていくのかな。つまり、区役

所としては。 

○井阪危機管理マネージャー 

 その他に入れさせてもらっていますのは、今、現状、こういう形で 

○長田部会長 

 やってますよということですね、今年度もやりますよと。 

○井阪危機管理マネージャー 

 防犯の関係とか対策というか啓発ということで、そういう街頭犯罪の抑制という形

で今、やらせてもらってます。 

○長田部会長 

 これも予算がついていて、これでやりますということですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ほとんど予算がない中で、ひったくり防止カバーのキャンペーンは昨年もずっとお

話させてもらっていて、これは予算ついてやっているやつです。自転車盗防止啓発活

動についても、ワイヤーロープの取りつけの関係とか。 
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○長田部会長 

 毎週やって、毎月か。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そういうこれまでのある部分を活用して、新たではないので。新たに、このために

予算ってつくっているわけではないんですけれど、これまでのやつを活用した中で、

直接的に声かけをしながら、そういう啓発をしていこうと。単に、配布するだけでは

効果がないので、きちっと注意喚起を促しながらということです。あとは、高齢者の

方が結構やはり、いろんなひったくりであったりとか詐欺的な形での、そういう事件

に巻き込まれるというのもありますので、高齢者を対象とした、こういう防犯・防災

の出前講座というのを本年度から始めさせていただいてます。これまでのところ、４

地域ほど、４回ほどやらせていただいています。今のところ、予定的には、８月中で

あと２カ所がありますので、そういうところでもやっていきたいと。 

 できたら、委員さん方のところの高齢者の食事サービスとか何かそういうふうなと

ころの後の講座とかでも構わないんです。もし、そういうところで、何か防犯の出前

講座とか、高齢の方、年寄り、老人会のみんなで集まって１時間ぐらいの時間がある

ねんというようなところがあれば、逆に教えていただいて、そういうところとも時間

とか日程がうまいこと調整できれば、うちもまたやらせていただければなと。うちは

防犯出前講座、中間支援組織まちセンさんにも協力いただいて、各地域のネットワー

ク委員さんなんかとつなぎながら、中で声かけさせていただいたりとかということも

やっています。 

○長田部会長 

 講師の方は、まちセンから来るということですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 いえ、うちからです。 

○長田部会長 
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 こっちから出る。 

○井阪危機管理マネージャー 

 うちの統括のところの部隊で。 

○長田部会長 

 ぜひ、地域で、４地域しかやってないということやから。 

○井阪危機管理マネージャー 

 正確に言えば、４回やったと。 

○長田部会長 

 ４回か、同じところで２回、３回やっているということ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 連合的には同じところも含まれています。 

○長田部会長 

 ああ、そうやね。ぜひ、そういうことを広めていったらということですかね。 

 今日の部会は、こういうとこら辺を中心にやりましたけれども、おさらいというか、

あと５分ほどの間で、特に、この部会で提案すると予算もつけてもらえると。つまり、

昨年度も提案した防犯カメラやとか中学生を対象にした訓練やとか、そういったこと

を平成２６年度に、まだ実現してないカメラもありますけれども、予算をつけていた

だいて、全体の区政会議のメンバーの部会では４割方認められているということなの

で、今年度も同じやり方で予算をつけられるような提言をしていきたいなと。今日も、

そういうことで、引き続いて防犯カメラをやっていきたいとか、そういった話をさせ

ていただいて、あとで漏れたらいけませんので、また、おっしゃっていただいたらい

いと思うんですけれども、防犯ブザーも引き続いて、社協から協力してもらえるとも

聞いてますし、それから災害はやはり地域別にきめ細かい、タイプ別の訓練を実施す

ると。そういったことについては予算もつけてもらって、指導者、アドバイザーもつ

けてもらってやるということはされてます、予算づけされているということで、それ
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でいいわけですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 訓練は、あんまり予算というよりは、運営方針的な部分が強いです。どちらかとい

うと、区としてのやり方、こういう形で進めていくというふうに。ただ、先ほど、大

津委員からありました、誰か第一人者に、そういう人に来てもらって、そういう意識

を変えられるような何か講演会的なことができないのかなとかということになってく

ると、当然、開催するための予算が要るかなとかいうことになります。 

○長田部会長 

 今年度はすぐできるわけじゃないけれども、平成２７年度に向けてということの、

少し検討には入るか入らないかわからないけれど、提案としては、一つの意見として

は出させていただくということでよろしくお願いします。 

 ほか、はい。 

○永川委員 

 ここにも出ますけれど、前に、住之江区全体の防災訓練ありますよね。最近、全然

やってませんよね。あれは、どういう運営。 

○井阪危機管理マネージャー 

 住之江区、住之江公園でやってた訓練というのがどちらかというと、旧態依然とし

た消火訓練とか、ああいう形のものが中心になってました。やっぱり、そこへ参加さ

れる方というのも、地域の防災リーダーで、もともとやっておられる方ぐらいしかな

かなか集まってこられないというのがありますので、それよりは、先ほどから、もと

あった話の地域別のところで、やはり生き残るための訓練とか、地域ごとに状況が違

いますので、やっぱり、そちらを重点に置こうということで、今はもうどちらかとい

うと地域の、１４地域全てできちっと、それぞれごとの訓練をやっていきましょうと

いう形に切りかえたというのがあります。 

○永川委員 
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 それができたから、もうこれは要らないと。 

○井阪危機管理マネージャー 

 あと、地域の中で、実際に火災の関係とかの、やはり必要性があるとか、消火器訓

練とか要るということであれば、そういう訓練を地域の中でやってもらったりとかい

うことで考えていくという形でやっているんです。 

○永川委員 

 地震体験車とか、それから、スモークのやつとか、大がかりになるのは、なかなか

地域でやれませんよ。 

○長田部会長 

 あれ、小学校でやってもらいましたよ、煙の。 

○井阪危機管理マネージャー 

 煙のくぐるやつとかというのはやってます。 

○長田部会長 

 ただ、南港の方、住之江公園まで逃げてくるかって言ったら逃げて来ないし、粉浜

からも来ないから、やっぱり、地元でやるべき違うかなと、僕は思います。そういう

の、僕らは学校でやってましたけれどね、３階か４階までの、あんたらの町会はこの

教室でっせ言うて、それで、階段おりてきて、逃げてきて、そういう消火器の訓練と

かもやったし、煙の訓練もやったりして。私ところの地域は、やってもらったんです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 大体、防災訓練、消防さんにも一緒に入ってもらってやってますので。 

○永川委員 

 というのは、全体でやった方がもっと大がかりで、要するに、本格的に、あれ今ま

でが全てじゃない。 

○長田部会長 

 ヘリコプターとか。 
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○永川委員 

 もっと、変わってきて、こういうこともやらないかん。それが結構、我々、地域で

参考になるんです。そこへ集まる集まらないということ、うちは防災リーダー皆行き

ますけれど。各地域で考えることも限界があるというような感じがするんです。もっ

と言えば、他の地域でやってらっしゃるのを見せてもらいたい。 

○井阪危機管理マネージャー 

 実際、永川さんおっしゃられたように、他の地域の防災訓練を見るのもいいかもわ

からないですね。 

○大津委員 

 うん。それは、あんまり話がそれないようにしたいと思うんですけれど、防災訓練

の内容については、うちの地域のことを例にとりますと、やっぱり防災部長が中心に

考えるんですけれど、防災部長の、言ったら何ですけれども、その人の考え次第にも、

物すごく影響されるんですよ。そうするとやっぱり、役所は、もうたくさんの情報を

持ってはって、いいアイデアを引き出す何かいっぱい持ってはる。そういうものをや

っぱり連合、地域でプランを立てるときに、こんな訓練もおまっせと。こんな訓練、

よそではこんなんもよかったですよというのが、皆の目でわかるような形でお示しい

ただく、そして、参考にできるような形をもっと積極的に出てもらいたい。それは、

嫌われる場合もありますけれどね。またかというのもあるけれど。 

○永川委員 

 同じことをやってるから、またかになるのでね。 

○大津委員 

 そうそう。 

○長田部会長 

 だけど、あれはもう、オオカミ少年じゃないけれど、繰り返しや。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 訓練で、ある程度早い目に、できるだけ地域と打ち合わせできる場とかをつくって

いかないといけないんですよ。やはり、最低２回ぐらいは打ち合わせをした上で、こ

んなんありますよ、そのときに、まず提案、こんな感じでやりたいんやけれど、どう

やろうというところから、うちもこんなんできませんか、それに対して地域で協力し

てみんなで動けまっかというような話のところから入っていく。 

○大津委員 

 はっきり言って、防災部長の力量にもよるんですわ。言うたら、よそのことと違い

ますねん、うちの話ですけれど。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そんなことを言ったら、こっちもどうしようもない。 

○大津委員 

 もう、どうしようもないところがありまして、ある程度、最小限必要な人の目や耳

に触れて、そのことが検討されるということができるような形にもっていけたらいい

なと思うんです。一任だけですと、ぐにゃぐにゃぐにゃとなってしまってですね、こ

れが、この辺に落ちてしまうという。 

○南副区長 

 お示しできる資料もなかなか全体でつくるのがなかなか厳しいんですけれど、まず

は、その辺のところを井阪と話をしながら、何ができるか、いろいろ考えて平成２７

年度に向けて、今年もまだたくさんのところを回ろうと思っているんですけれども、

他はまだ。まだ２地域だけなので、他の１２地域まだ終わってないので。言っていた

だければ幾らでも御相談には乗りますので。 

○長田部会長 

 日曜日でもよろしいんですか。 

○南副区長 

 言っていただければ、出ますよ。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 何が、打ち合わせ。 

○長田部会長 

 違うやん、食事サービスは大概日曜日やん。 

○井阪危機管理マネージャー 

 防犯出前講座、高齢者のやつですね。これまでのやつで言ったら、土曜日やってる

やつとかもあります。ただ、そこは日程の関係で打ち合わせさせていただいて、他の

行事が入っていたりとかというのがあるので、そこのところで調整できれば大丈夫で

す。うちも仕事やねんから、その日３時間、休日勤務命令で行っておいでってやって

ますよ。 

○長田部会長 

 そんな話はお年寄りの人にも、６、７０人来はるから。 

○井阪危機管理マネージャー 

 この前もちょうど統括のそういうやつに自分が講師として行って、そこの参加され

た方から、こんなときってどうなんとか、そんな質問もあって。 

○長田部会長 

 そうやね、足の悪い人とか、お年寄りの方とかいっぱいいらっしゃるからね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 こんなん届いてんけど、これって大丈夫なんかなとかというのは、今まで話も聞い

たりとかしてます。ですので、そういうところの部分で何か、やっぱり意識持っても

らうとか、だまされたりとか街頭犯罪にならないように。その中で、ひったくりとか

の注意できるように、できたら。 

○南副区長 

 事前に言っていただければ、ある程度の対応はできると思います。ただ、１週間後

に来てくれというと、辛いときはあるので、ある程度間をあけていただければうちは。 
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○広瀬委員 

 うちも食事サービスやってるから、一度話して。 

○南副区長 

 だから、多分、食事サービスも月１回とか、そんなんでも何回かあるので、その月

はここでやりたいので来てくださいということは、それは調整できますので。 

○井阪危機管理マネージャー 

 他の行事とか重なってなくて、対応であれば、うちも行かせてもらいますので。 

 街頭犯罪の抑制という形でうちも取り組んでます。これは、今年度検証していく中

で、また、来年度どうしていこうかなというのが出てくるので、だから、その辺のと

ころも踏まえて、街頭犯罪の対応というところ、対策事業のところで検討していけた

らと思います。 

○長田部会長 

 ということで、平成２６年度に予算計上されているようなことを中心としたとこら

辺で大津委員の御意見もありますけれども、勘案していただいて、また、もう一回ぐ

らいあるんですね。 

○南副区長 

 次、９月のときには、一応平成２７年度のこんな形で予算要求していきたいという

ことをお示しさせて、まず、平成２６年から平成２７年にやるやつ、継続してやりま

す。平成２７年に新たに、もしやることがあれば、こういうことをしますということ

で整理させていただいて、そこで、議論していただいて、それで決めていきたいと思

ってます。 

○長田部会長 

 平成２５年度も提案したことは、三つほどは、カメラと中学生とブザーと、そこら

辺のところは本年度の予算の中に反映されていますので、次年度に向けて我々集中し

て進めたい。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 予算だけじゃなくて、運営方針の中で行動として何かこういうこと、それもあわせ

てね。 

○永川委員 

 この場でやるの難しいな。 

○長田部会長 

 そうですね、やっぱり思ってることいっぱいあるからね。町会長さんいろんなこと

やらなあかんから、考えなあかんから。 

○井阪危機管理マネージャー 

 逆に、そういう疑問に思っているところ。また、何かのときにお問い合わせいただ

いたら結構かなと思います。 

○長田部会長 

 直接、この人の携帯にどんどんかけていただいて。 

○井阪危機管理マネージャー 

 あまり、何でもかんでもやめてね。 

○南副区長 

 時間中は、普通の電話で結構です。 

○井阪危機管理マネージャー 

 まちの危ないうかがい隊とかいう形で、うちのパトロールが回ってます。その中で

も、地域に出たとき、先ほどの啓発活動をやっているときとかも含めて、何かないで

すかということで、声かけ等もさせていただいたりとかやってますので、また、そう

いうところで見かけたときとかに、こんなんあんねんけど、言うとってとか、聞いと

ってということでいうのも構いませんけれど。 

○米島統括 

 防犯とか防災にかかわらず、区政全般のやつでも何でも結構ですので。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 なかなか直接的に言えないやつとか、見かけたときに、こんなんあってん聞いとっ

てとかいう、返事は要らんけれど、こんなん気になってるから言うといてやとかとい

うことでもええかなと思うんです。こういう形で危ないうかがい隊ということで。 

○長田部会長 

 それは時間的にはどんな感じで回ってるはるの。 

○井阪危機管理マネージャー 

 午前、午後一回ずつとパトロール自転車等回ってますので、そのときに見かけたと

きに。 

○長田部会長 

 よろしいでしょうか。今日は、これで終わります。 


