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平成２６年度 住之江区区政会議 

第３回 安全・安心部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年１０月１４日（火）１５時００分から１６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 

〔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２７年度の取組み案について 

  （２）その他 

   

５ 発言内容 

○井阪危機管理マネージャー 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。第３回の安全

安心部会を始めさせていただきたいと思います。本日の会議には午後３時現在５名の

委員中４名の委員の方に御出席いただいております。広瀬さん欠席ということで御連

絡をいただいておりますので、定足数については満たしておるということで御報告さ

せていただきます。また本日の会議の内容の中に個人情報など、特に非公開情報とい
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うのがございませんので、会議につきましては公開とさせていただきます。また議事

録等につきま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。 

 それでは議事でございますけども、進行につきましては部会長であります長田部会

長さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○長田部会長 

 改めまして皆さんこんにちは、お忙しいところお集まりいただきましてありがとう

ございます。貴重な時間をいただいておりますので、時間を大事に使って活発な議論

を行っていただきたいと思います。 

 振り返りますと４月２１日に区政会議の全体会があって、安全安心部会は第１回目

６月２４日、８月１３日、お盆の最中ということで、今回３回目ということになりま

す。お手元の資料一枚目、このレジュメに基づきまして進めてまいりたいと思います。 

 まず議事の１「平成２７年度の取り組み案について」事務局から説明をお願いした

いと思います。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それでは井阪から御説明させていただきます。 

 平成２７年度の取り組み案ということで、前回までの部会におきまして御意見を踏

まえまして案を作成しております。また個々に説明させていただきますが、その中で

また漏れている内容ですとか、取り組みとして新たに追加するような項目等、御意見

ございましたらいただきたいと思います。 

 まず（１）「わがまち防災プラン」を活用した防災訓練の推進ということでござい

ます。この間議論をいただいてきた中で、地域特性や災害の種類ごとの訓練を実施で

きるようにということで御意見をいただきました。その中で訓練実施に当たりまして

は地域のニーズを伺いながら、わがまち防災プランを最大限活用した地域主体の訓練

となるように、住民が主体となって地域特性や災害の種類に応じた防災訓練ができる
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ように支援と、訓練方法の例示などといった支援を行っていくということも含めまし

て案として入れさせていただいております。もう１つ１項目として防災講演会の開催

というのを入れさせていただいております。こちらにつきましても先般の第２回の部

会の際に地域の役員さん、また防災リーダーさんの方にそういう講演会、学習会。そ

れもどこか大学の先生だとか著名な方ということで、講演会を開催して話を聞いてい

ただくことによって何か意識的に持ってもらうことができないものか。それを考えて

いただきたいということで一定防災講演会の開催という項目として入れさせていただ

いているところでございます。また、わがまち防災プランの防災訓練の部分につきま

して、この２項目ということで入れさせていただいておりますが、ほか何か漏れてい

る内容とか、もっとこういうことに取り組んでほしいというような何か御意見があり

ましたらいただければと思いますがいかがでございましょうか。 

○長田部会長 

 今、事務局から２つの項目ですね、わがまち防災プランを活用した住民主体となっ

た災害の特性に応じた防災訓練。プランを活用して住民が主体となって地域特性に応

じて災害の種類に応じた防災と。この２行の中に非常にきめ細やかな内容が込められ

ているように思いますけれども。あともう１つ防災講演会をしたらどうやという平成

２７年度の取り組み案について説明もございましたけれども、委員さんの皆様方いか

がなものでしょうか。こういうことが漏れているんじゃないかとか、あるいは他にこ

ういうことがあってはいいんじゃないかというような御意見はございませんでしょう

か。 

○永川委員 

 前にもちょっとお話をしたんですけれども、学校等に取りつけております通報のや

つがありますよね、上についてますスピーカー。あれが今、北粉浜小学校についてい

るんですけれども、前からわれるというような問題がありました。北粉浜小学校は北

校舎がなくなって南校舎が建ったんですけど、余計にそれが邪魔をして聞こえにくい
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という問題があって、ああいう取りつけ位置というのは変えられないものかどうかと

いうことです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 防災スピーカーの関係でございますけども、こちらつきましては大阪市の危機管理

室で対応されている部分でございます。今年度、一定そちらの状況というのを確認を

し、その上で対応できるような形で予算要求もされて、業者の関係でこの秋に確認を

すると。８８０万人訓練には間に合ってなかったみたいなんですけれども、確認をし

ましたら、そういう音の状況を検証していくということを申しておりました。 

○永川委員 

 各学区が同時になりますよね、北粉浜小学校では南港通りを挟んで、玉出小学校に

なります。あれでもう 

○井阪危機管理マネージャー 

 都市部におきましてはいろんなビルの関係もございまして音が反響してしまうとか

いうような問題も発生しているということは聞いております。そちらにつきましては

危機管理室で対応をしていただく必要がありますので、地域的にそういうお話がある

ということは、これまでも伝えているところでございますし、今後も伝えていきたい

と思います。 

○大津委員 

 この平成２７年度の取り組みということで提示をされました。はみ出すかもしれま

せんので、将来的な課題として危機管理室か、どこかで検討をいただきたい。それは

前回もした避難場所の見直しです、妥当なのかどうか。これは実に味わい深い問題で

して、今回のこの１９号という、日本全国で何百万人に避難勧告が出たんでしょうか。

恐らく５００万から６００万も、静岡県かどこかだけで２２０万といったら全部で５

００万以上出ているわけです。その人が本当に避難所に行けるんでしょうか。多分ど

この避難所も５、６人か多くても２、３０人だと思います。地域の人が全員避難所に
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行ったとしたら恐らく入れないわけです。そういうのを可能にするのがいいのか、ど

うかということも含めて本当に今、避難勧告、避難指示とありますけども、避難をす

る先、あるいは避難を誘導するということにおいて行き先はあるのかということの問

題なんです。そぐに回答が出ないかもしれないし、災害によって全部違うと思います

し、何も建物に入らないでも、うちで言えば住吉区の高台に逃げればいいということ

になるかもしれません。そういうことが猛打的に、政策的に検討されているんだろう

かということは将来的にはやっぱり問われないかんと思うんですね。今、行政さんが

全国的に今回の１８号、１９号で物すごいやりはったのは勧告を出すこと。これは物

すごいエネルギーを込めて勧告をいっぱい出しはりました。もう即座に出しはりまし

た。これは努力だと思いますけど、その先はどないなってんねんというのはマスコミ

にも誰にも言わないし、どこの人も言いませんし、問題があるのかないのかもわかり

ませんけど。夕べも避難準備情報が出たんですか。 

○南副区長 

 昨日は出てないです。 

○井阪危機管理マネージャー 

 大阪市は出てないです。 

○大津委員 

 うちは待機してくれということで連長から電話があって、玄関に一式全部置いてす

ぐ行ける状態にして、夜中の１時まで家におりまして結果は発令しなかったんですけ

ど。ではそんなときに出て行って、安立小学校で何百人受け入れられるのかというと、

これはずっと大きな問題で到底回答は出ないかもしれないけど、これはいずれ避けて

通れない問題だろうというふうには思います。この場の議題としてはそぐわないかも

しれませんけど、それだけの話で結構です。 

 それと先ほどもその案で結構ですけれども、一番はこの訓練方法と内容を例示して

いただく。これはぜひお願いしたいと思います。これは地域、私もその一員ですけど、
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災害救助部長から、今年どんなんでやりましょうかといって、そんな引出しにネタは

ないんです。今年こんな訓練をやろうといって、そんなにこんなんがある、あんなん

があるとは言えないんですよ。それで大した訓練、本当に必要な最悪な状態を想定し

た、そういう本当にステップアップしていく。去年これをやった、今年これをやった

らええやなかという、来年こんなことができるかもしれへんという、それをやっぱり

体得していくような訓練があれば、ぜひ例示していただきたいということ。それから

防災講演会の開催、これは誤解を招きますけども、一番やっぱり必要なのは意識とい

うことと、情報の提示だと思います。これは大阪市も持っている情報、役所も持って

らっしゃる情報。それぞれの地域のリーダーである連合町会長さん、町会長さん、そ

ういう安全対策のすぐ担い手になる人たちの意識。そしてそういう危険に際して大災

害が起こったらどれくらいの大災害が起きるかということについてはほとんど意識を

されてないと思うんです。そういうことを教えていただけるような講演会ということ

をやっていただければありがたいなと。決して町内の人をたくさん集めて意識を高め

ようという、そういう考えではなくて、まずそういう地域のリーダー、トップに立つ

人たちの集団。今、現実にはその地域を担うのはその人たちしかいないわけです。私

も含めて全員がそういうた立場だと思うんですけど。その人たちがやっぱりどう何を

考えて、どう対応していけるのかということを考える上で、前回申し上げたのは何万

人死にますという、この想定の数字かもしれませんけど、そういう住之江区の被害の

程度ということも知ったほうが僕はいいと思いますね。 

○長田部会長 

 ありがとうございました。 

○永川委員 

 開設方法とか、開設後の運営とかですね。そういう作られたのはあるんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 避難所の開設ですね。本来でしたら避難所の開設という部分でいきますとどういう
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形で避難所を運営していくとか、基本的な部分というのはあるんですが、今の段階で

いいますと各地域でやっていただいているのがまず逃げることということで避難が中

心になってます。次の段階として、避難をして災害がおさまったときの避難所の実際

の運営ということも必要なんです。ただその前に今、永川さんがおっしゃったのは多

分、実際に逃げていったときに避難所をどう勝手に開けるんやとか、誰がどう対応を

するんやと。だからそこの避難所の開設訓練というのは。 

○永川委員 

 その方法は、ある程度認識はしているんですけど。ただその避難所を開けてその中

をどういうふうにするのかとかね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですね、一旦災害から避難をしてきた一時的な段階の部分と、そこから今度ま

た実際に家に帰れないということで、そこで災害時の一応生活の場としての避難所と

いう形と運営になろうかと。その部分についても本来きちんとした形で検証をしなが

ら、また避難所運営委員会というのを作っていただいて、その中で取り扱いルールを

決めていただくという形になるんですが、そういうことも今後やっていかないといけ

ないのかなと。 

○永川委員 

 基本はないんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 例示的なものはあるんです、ただ絶対こうしなさいという形のものというのはない

んです。 

○長田部会長 

 防災マップ３月末くらいに配りましたよね。あれは地震用と水害用かな、２種類く

らいあって、この大きなマップをつくるのにいろいろ会議をやって。それがまさに我

が町の、自分のところの住之江１４連合あっても、それぞれの連合の特性というのが
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あるから、わがまち防災プランを作ったと。そこの住民がそれぞれの１４連合それぞ

れ特性がありますから、それでそこに住まわれている住民代表である町会長さんなり、

防災リーダーさんたちがリーダーとなって住民の皆さんの安全をはかるというその防

災プランね。まさに１つ目の身、たった２行ですけど濃いなって言ったのはそういう

意味だと私は理解をしているんですけど。災害の種類にも地震や水害という夜、昼、

あるいは平日、日曜、祭日ですかね。あるいは冬、夏だとか、いろんなパターンがあ

るので、それに応じた訓練を住民が主体となってやるようなことを支援しますよとい

う平成２７年度の取り組み案について提案をされてますので。今、永川さんがおっし

ゃられたスピーカーの件なんかはここにもう少し突っ込んだ、ただこれは部署が危機

管理室なので違う部署の扱いになってくるのかなと思いますけど。 

 大津委員がおっしゃられたように、将来的な課題という避難場所の見直しというよ

うなことについても、その契約するマンションだとか、その辺は区役所が多い地域と

少ない地域があるですけれども提携をしているところがあるとかいうことで、まさに

この大津さんの課題と考えておられるようなところが、この２行の中に含まれている

表現の中に入ってくるんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。つまり一気に全

部はできないかもわからないけど、一つ一つまた今年もかと思われるような訓練では

なくて、やっぱり今年は夜にやってみようかと、今年は平日にやってみようかとか、

そういったいろんなやり方があるかと思うんです。そこで検討をなさったらいいんじ

ゃないかなと私なりには思ったんですけどね。 

 防災講演会についても２つの種類というか、リーダー用と、地域住民用にという、

大津さんの意見だったと思うんですけど。それはそれでやり方を考えてもっていった

らええのかなと思うんで。もうちょっと具体的にここはね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 ちょっと今回これ入れさせていただいたのも項目的な形で入れさせていただいてお

ります。今、永川委員さんがおっしゃられました避難所の運営という部分でございま
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すけども、今、長田部会長からもありましたわがまち防災プランが地震であったり、

津波であったりというときの対応ということで、どちらかというとまず避難する、逃

げ延びることが大切やということに重点を置いた形で作られてます。各地域でやって

いただいている防災訓練もまず逃げ延びましょう、生き延びましょうという点を重視

してやってます。まずそれがないことにはこの次がないということがございます。 

 永川委員がおっしゃられたように、その実際に避難所の運営という点について、こ

ちらも危機管理室のアドバイザーに来ていただいたりとかの研修の中で、どういう形

でやっていったらいいのか。そういう事前の学習会ということもできます。ただ今の

いろんなパターンの中でまず避難をしましょうというところのやつをどうしていくの

かというのが非常に大きな課題としてあるのかなということが重点になっているので。 

○永川委員 

 私も思ったのはね、従来何もやってきてないわけではないと思うんですよね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 やってきてますね。 

○永川委員 

 しているんだけども、もっと濃くしろということですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうです。 

○永川 

 なら、またこれ繰り返し同じことをやっていてもしようがないので、もっと実際の

状況に合ったリアルな形でやっていかないと。今度の訓練どうするかという話で災害

救助部長と話をしとったんですけど、また同じことを考えているので、もっと１段階

も２段階も前に進めて、実際に避難してきてもらったときに我々どう対応するんかと

かいったことを取り決めをして、それに基づいた実際のそのような訓練をしとかない

と、いざというときにばたばたして。 
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○長田部会長 

 そうでしょうね、私のところも来年１月に小学校の子どもたちと一緒に避難訓練を

しようというプランを聞いているんです。具体にも聞いてませんけど、学校の子ども

たちを巻き込んだというか、今までと違うことを考えているようですけど。前年は夜

間にやりましたしね。一旦真っ暗にして停電を想定したりしました。中学生にも助け

てもらうような形で。まさに今、地域のリーダーの皆さんがどんだけ一般の人を巻き

込んでとか。町内の役員さんの力量を試されるところじゃないかと思いますけどね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 いずれにしましても防災訓練のところ、永川委員にしろ、大津委員にしろ、訓練の

内容とか、やり方という点について、いろんな災害に対応ができるようにということ

で、ほかの地域でこういうやり方をやってますよということの例示として示させてい

ただいたと。そういうところで、できるだけ内容の濃いものを。またそれが進んでく

ると今度、事前の学習会のときに実際の避難所の運営の関係についても、これまでそ

こまで踏み込んではないですけども、次の段階として踏み込んでいければなと。 

○永川委員 

 まず基本的に普通はこうなんやと。そういうのを聞いとったらそれを土台にして、

じゃあうちはここはこのとおりにやって、ここはちょっとこう変えるとか。何か方法

が出てきますから、一からはなかなか。 

○長田部会長 

 区役所のお考えも地域に応じた内容で提案をして。 

○井阪危機管理マネージャー 

 地域で実際に考えていただくんですが、具体的にこういうパターンとか、こんなん

ありますよということで提示させていただきながら。まず大事なのはこういう流れで

やればどうですか、こういうことをまずここで確認しましょうとかいうことの提案を

させていただいたりとかいうことを、具体的な形でさせていただければと。その際、
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委員さん方もできれば、各地域に戻られたときには御協力をいただければと思います。 

○長田部会長 

 僕も町会長会議ではこういう区政会議に参加してきました、こんな内容でしたとい

うようなことを報告することもありますから、そういうことも必要なんでしょうね。 

 羽川さん、特に御意見はどんなもんでしょう。最初の１項目。 

○羽川委員 

 皆さん、避難訓練を毎年変えてやられていると聞いてちょっとびっくりしました。

あまりにも毎年同じことをやっているので、その辺もちょっと南港も見直さなくては

いけないところもあるかなというふうに感じました。 

○長田部会長 

 何年間は同じことをやっていたと思いますけど。小学校に集まる前に近くの公園に

まず一時避難して、そこで集団で小学校に移動するというような訓練もやりました。

ただ１、２回なので、なかなかそれは全人口の何％なのかな、せいぜい４、５００人

くらいしか集まらなかったかな小学校にですよ。ということはそれの１０倍とか、２

０倍くらいの人が住んでいるかもわからんから、それがちょっとでもふえるような訓

練になればええことでしょうね。 

○永川委員 

 実際にお年寄りとかね。 

○長田部会長 

 途中で声かけをしていくというのは、そんな訓練もやりましたね。 

○大津委員 

 ここの１行目の地域特性、南港は合っているのかもしれませんね。高層住宅。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですね、自分のところが安全かもしれませんね。 

○大津委員 



－12－ 

 地震も水害もということもあって、安立と同じことをやっても意味がないかもしれ

ない。 

○羽川委員 

 家から出ないほうがいいかなというのがありますよね。ただ、そうなると情報が入

ってこなくなる恐れもありますよね。コスモのほうも、うちは今持ってるんで、あっ

ちはまた全然違うので、そこに応じたことを考えていかないなと思いました。 

○永川委員 

 もう１つだけ、盛んに各家庭にはいざというときのために１週間くらい置いとくと

いう話がありますよね。うちの町会でもやるんですけれど、それはそんなもん置いて

おくところがあらへんとか、できんとかいう話がいつも多いんですよね。町会でまと

めてやってくれっていう話になってくるわけですよ。 

○長田部会長 

 それ絶対無理ですわ。 

○永川委員 

 そうすると置き場所がないわけですよ、それなりのことを町会の金を使ってでもそ

ろえなあかんわけですよ。 

○長田部会長 

 これは避難訓練をするときには小学校の備蓄倉庫見て回るようにしているんですけ

ど、もうこんだけしかありませんよと。 

○永川委員 

 そんなもん、しれてますわ。 

○長田部会長 

 もう子どもと、お年寄りに渡したら、あなたたちには行き渡りませんよと逆におど

して、自分で自分の身を守りなさいというようなことをやったり。あるいは福祉会館

にはこれだけしかありませんよ、水はこれだけしかありません。やっぱり自分でやる
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しかないですよ、そういうことになるのかなと思いますけどね。 

○永川委員 

 本当は自分のことだから金をかけてでもやらなあかんねやけど。 

○大津委員 

 これはね最後は、おっしゃるように逃げること。 

○永川委員 

 それでお願いしたいのは、例えば防災倉庫というものを土地があれば建てていただ

くようなことはできないかとかね。それから全部とは言いませんけど、部分的に最低

限必要な救助隊とかね。そこへそんなもん町会ごとに出さなとても無理ですから。例

えば公園があったら公園ごとに置いてもらう、そろえていただけたらね。どんどん考

えていったら、そこに行き着くわけですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 防災倉庫を個別につくるということでいきますとね、なかなかちょっと難しい点が

多いですね。特に公園等になってきますと、そこの場所の占有の問題もありますし。

どこかで意見が出たかなと思うんですけど、防火の関係の可搬式ポンプとか入れてい

るのがそこでいいのかということも言われました。実際に津波の際にはそこが浸かっ

てしまうとなってくると、そこに防災倉庫をつくってどうするっていう話になってし

ましますので。今実際に皆さんが避難をしたところの中でそこで支給できるようにと

いうことで、何とか学校さんにスペースをあけてもらうということで、そちらに備蓄

物という形で入れさせていただいてます。またそこに市で規定されている分に少しず

つでもということで、毎年区から入れさせていただいているというような状況です。

なかなか新たに建物をどこかにつくるというのは、今返事はできないので申しわけな

いですけど、なかなか難しいところが大きいなと。 

○大津委員 

 この訓練の内容は立派だと思うんです。こういうことができれば、最終的には住之
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江区の危機管理室なり、あるいは行政の対応の中に、目標をつくっていただきたいと

思うんです。その災害、最悪な状態で住之江区の犠牲者が大地震で１万人なのか、水

害で５，０００人なのか、それをせめてこの訓練を通して住之江区、半分に減らした

いんやと、３分の１を減らしたいんやというような目標があってしかるべきだろうな

と思います。それが先ほど羽川さんがおっしゃったように安全な地域やからもうそれ

だけでええんやという人がいらっしゃらないと思うけども、いらっしゃるとすればや

っぱりうちの地域がその目標に向かって今のままでいいんですかということは絶えず

皆で考えていく。そしたらその訓練のステップアップ、創意工夫ということも出てく

ると思うんですよね。訓練に一番欠けているのは目標がないということじゃないかな

という気はしています。 

○井阪危機管理マネージャー 

 究極の目標は当然、被災者ゼロという形になりますけども、それぞれの訓練の中で

課題をつくりながらになるのかなと思います。今日こういう形で御意見いただきまし

たので、それを踏まえた形でまとめていきたいなというふうに考えています。 

 先ほどの訓練のやり方のところで、きちんとした例示とか、実施方法、訓練方法と

かいうのをきっちりしてほしいとか。また防災講演会の実施についての中身であると

かいうことも。また将来的には避難所の運営の問題であったりとか、もう一つ全体的

な考え方の中で避難所の見直しにつきましては当然避難所自身がどういう災害のとき

にここですよとわかるような形のものもあろうかと思います。そういう点も含めて今

後きっちりとわかるような形で皆さんにお知らせできたらと思います。 

 ただ人数的な部分については収容避難所といいますか、災害避難所の関係をこれか

ら増やせるのかという問題も課題もあります。それプラス津波避難施設という形で何

とかそういう皆さんが避難できるようにという形になると思ってますので、何とかい

ろんな協定を結んでいけるような形で進めていくという形になるのかなと思います。 

○長田部会長 
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 よろしいですかね、講演会の中でおっしゃられた防災リーダー、町会長を対象した

ものと、実際に一般市民を集めてリーダー的な役割をやってもらわないと逆に意味が

ないんじゃないかなというような気もするので。講演会という名前であっても、一般

市民の方から、リーダーの方も含めて講演会というやり方がいいのかなという気がす

るので。ちょっと間違っていたらあれですけど、そう受けとめたんですけど、２段階

にやったらどうかいうような、内容的に２種類やったらどうかというような御意見が

あったように思うんですけど。 

○大津委員 

 それほど区別したほうがいいとは思っておりません、それは別に込みでもええと思

うんですけど、要はこの種の話というのはテレビでもどこでもやってますけれども、

もう百科両断ですわ。本当のことをしゃべってくれる人がおらん。 

○長田部会長 

それやったら訓練の中で役割をしっかりやらせるとか、やってもらうかって偉そ

うな言い方やけどリーダーさんに絶対これをやってくれということを、こんなもの反

復やと思うのでね。もうまたかという感じになるやけどまたでいいんです、何ぼでも

やればいいねん。だからそういうふうなリーダーになってもらえたらいいかなと思う

ので。話はいいんですよ、やってくれるんやったら。 

○井阪危機管理マネージャー 

またその辺はどういう内容でとかいうことも含めて、ちょっと案的にできればと

思うので。 

○大津委員 

 永川さんのような考えを持った人が１４連合いらっしゃればすぐにできるんですわ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 うちも助かります。 

○大津委員 
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 ここだけの話、そんな永川さんのようなそんなすばらしい考えをもっている人はそ

うそうおりませんで。それはもうそういう減災、防災にという、その覚悟と意識を持

っている人はそうそうおりませんよ。 

○永川委員 

 そういうのは高齢者にきてもらって話を聞くだけじゃ意味がないと思う。 

○大津委員 

 そうですよ。 

○永川委員 

 お互いに意見を交換するという、地域ごとに。 

○大津委員 

 そうです、そうです。 

○長田部会長 

 たまたま起こった時点で自分のところの町内に住んでおるかどうかで違うわけで、

例えば南港に何か見に行ったということもあり得るわけやから、そこの情報というの

は我々は知りたいから。 

○大津委員 

 今もう１つあってね、大阪というまちも、その防災という意識が低いんです。それ

はブログをホームページご覧になってください。どこが最も進んでいるか、それは静

岡県です、一番は。二番は東京です。大阪のホームページ、これは中学校の教科書違

うのかというようなレベルですよ。それはね、１つは大阪人の気質かもしれません。

わがまちは安全や台風はどこかに行くねん。地震はうちには起こらんねんって、長い

間しみついてまんねん。 

○永川委員 

 ないだけにね。 

○大津委員 
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 本当のその災害というものに対して意識というのは大阪は低い１つの表われやない

かと思います。 

○永川委員 

 忘れてきよるしね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それについての内容も含めてちょっと検討をしていきたいと思います。それが具体

に来年度どういう形でできるんかなということで。 

○長田部会長 

 では次に行ってください。 

○井阪危機管理マネージャー 

 では２番目の項目ですね、新たな担い手となる中学生の育成ということでございま

す。やはりできるだけ新たな中学生というものを取り込んで、そういう方を育成して

いってということで、地域での防災訓練にできるだけ中学生が参加できるような取り

組みというのができないのかなというような御意見もいただきました。この中学生育

成でございますけれども、今年度ここに書いてあります１項目の全中学１年生を対象

に防災出前講座の実施ということで、この間、１年生を対象にして防災意識学習とい

うことをしております。小学校に上がった段階でということで。もう１つ、今年度ま

で２年生を対象にした防災学習会ということで、各学校ごとの手帳作成ということを

やってきました。こちらについては３年間という形で全校やっていくという形で、一

定今年度で終わるという形になります。新たに今度中心的な役割を担っていく、知識

的なものはこの間学校さんでも協力してもらいましたので、１年生については引き続

きあがってきた段階でそういう学習が必要であろうと。ただ今後、次の段階というこ

とで地域とのかかわりという部分もございまして、そちらに書かせていただいており

ますように地域活動の中で、地域防災活動の中でやはり中心的な役割を担っていただ

いてます地域防災リーダーさんと一緒になって中学生との協働というか合同の可搬式
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ポンプの操作方法でありますとか、そういう技術的な訓練ということを一緒にやって

いただくような形で学校にも協力をいただいて、また消防にも協力いただいた形の中

でやっていこうかなと。それによっていざというときに防災リーダーさん、中学生の

方にも知っておいてもらって、補助的な形でとか、実際の災害のときの新たな担い手

という形で、将来的にもその役割を担っていただけるような形でやっていきたいとい

うことで案として入れさせていただいております。 

 またこの他ですね、これまでの漏れているとか、新たな部分の中で、特に今の中学

生に知っておいてほしいとか、こういうことを担ってほしい。またこういうことがで

きないかなというような形で何か御意見とかございましたら合わせて御意見をいただ

けましたらと思いますが、いかがでございましょうか。 

○長田部会長 

 この平成２７年度ですよね、これはね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうです。 

○長田部会長 

 今年度もやっているのは。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今年度はこの１番目の１年生を対象にした「防災出前講座」というのはこの間やっ

てます。 

○長田部会長 

 平成２６年度やって、平成２７年度も。 

○井阪危機管理マネージャー 

 これにつきましては新１年生になった段階で、きちんとした防災の学習ということ

をやっていっていただくということで引き続きそれは続けていきたいと。それと今度

２年生を対象にしてということで防災学習会というものに変わりまして、中学生全員
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ということにはならないかもしれないんですけれども、今度は知識ではなくて技術的

な体験ということも含めた形の、防災リーダーさんと一緒になってできないかなとい

うことで。それによって地域的な活動の中でやっぱり顔も知っているということで、

地域の役割を担っていただける形で育成できへんかなということを考えて入れさせて

いただいております。前にも意見をいただきました地域と中学生というところの訓練

とか、何かのかかわりというようなところでこれをきっかけに何かそういう形ででき

ればなということを。 

○永川委員 

 今年住吉一中で生徒が訓練をやるから防災リーダーの人に出席してほしいというこ

とで出たんですよ。そのときに最後防災リーダーの人それぞれが我々は何をやってい

て、何をしようとしているのか、また中学生の方にはどういう協力を得たいのかとい

うような話をしてくれと言われてやったんです。これから毎年やりますというような

話やったんですけど。 

 それと可搬式ポンプへの参加はここ３年ほど、例の震災訓練でやってないんですけ

ど、その前は防災リーダーが年に３回、公園２つ可搬式ポンプがありますから、交互

にやるんです。消防署も、できるだけ中学生の方に出席をしてもらうようにしてくれ

ということで、震災訓練の前ですから２、３年間くらいだったんですけど来てもらっ

て、一緒に可搬式ポンプをやってもらったことがあるんですよ。今年は我々が教えて

ね。 

○大津委員 

 これね、地域の防災訓練にうちは小学生も参加をしてくれるんですよ。安立小学校

の４年、５年、６年生、子ども会、スポーツクラブ８チームの子どもらがその防災訓

練に参加するんです。その案内を学校に出すんです。子どもたちも、おっちゃん、お

じいちゃんたちと一緒にそういう訓練を一緒にグラウンドでやっているわけですよ。

これは割と理解してもらえているんじゃないかなと思いますね。小学生でできるわけ
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ですから中学生も各連合の防災、先ほどの一番目の防災訓練ですか、そういうところ

に中学生も参加していただくというふうにしたらがいいんじゃないですかね。という

のはうちらの場合は中学校が住之江中学ですから、うちと清江、それから敷津浦かな、

向こうの地域で一中学だと思います、大和川沿いで。ですから中学生をそういう地域

と言っても、どこの地域なのかわかりませんし、地元なのか、そういう子どもたちを

出しているところなのか。それなら一層のことその連合でやっている防災訓練に中学

生も入れようと言うて、その子どもら、小学生でもできまんねん。綱渡りをするわけ

じゃないわけですから。 

○永川委員 

 可搬式ポンプ、小学生やらしますの。 

○大津委員 

 可搬式も触っておりました、プールのところでやるときにこうして、こうやってと

ホースを持ったり、それからホースは持ってましたね。引っ張るのは大人が引っ張っ

て起動はさせますから、それで水を放水するということは小学生もやります。 

○永川委員 

 うちも北粉浜小学校は４年生が毎年やるんですけどね、地域の消火栓とかを見て回

ったりするんですよ、どこに何があるとかね。そのときに公園のところの可搬式ポン

プ見せてたんですよ。道具とかを倉庫を開けてね。何かつまらなそうやから、２年ほ

ど前から実際に持たしたらどうやろうという、提案をしてやらせたんですけどね。そ

ういう体験的な。 

○長田部会長 

 それ授業の何時間目とかでやっているんでしょうか。 

○永川委員 

 そうです。 

○長田部会長 
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 学校の授業の中の一環として外に出て行って地域に出て行ってやるということです

わな。 

○永川委員 

 校外学習。 

○長田部会長 

 それはよろしいわな、実際にせやからやっているという学校もあるんやから。 

○永川委員 

 そうです。 

○長田部会長 

 僕のところはよう知らんけど、やっているかもわからんし。訓練は避難訓練は絶対

やっているらしいですけどね、学校の中で。 

○井阪危機管理マネージャー 

 学校の中での避難訓練はやってます。 

○長田部会長 

 そこから一歩踏み出すというのは我々の近くで。 

○井阪危機管理マネージャー 

 中学校ですと、先ほど大津委員がおっしゃられたように、例えば住之江中学校でし

たら３地域にまたがってます。そうなってきますとやはり中学校を使ってとか、中学

生に来てもらうときに学校に対して依頼をかけてというのはなかなか難しいので、ど

ちらかというと地域の中でその訓練に中学生とか、子どももつれて一緒に来てくださ

いねという呼びかけをしていただくということがまず必要なのかなと。恐らく永川委

員さんがおっしゃられている部分のところでは地域的にそういう北粉浜小学校、粉浜

小学校、住吉一中と、全部粉浜連合という何カ所かございますので、とりあえずそう

いうところではやりやすいというかいう部分があったりとか。地域的にもそういう形

で動かれていると。もっと非常に防災訓練の中で、その防災リーダーさんと一緒にな
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ってそこまで今度可搬式も全部やっていくとね、訓練全体の時間的に外されてしまっ

ているというのが多くなってまして、この間ほとんど地域の防災訓練の中で可搬式ポ

ンプが行えないことも出てます。防災リーダーさんの可搬式ポンプを使う訓練という

のは今数が減ってきているような実情でございます。それを中学校に行ってそこで一

緒にやれたらどうかなと。そこやったら場所もありますし、その校下の防災リーダー

さんに参加できる方、みな一緒に来てよと。中学校の子らも一緒に参加してよという

ことで、そこで一緒にできたらなと。それによって地域の訓練にも子どもたちが参加

できるような働きかけというのは、地域の中でやっていただいたほうがいいのかなと

は思うんですね。どうしても今訓練自身がやはり各地域ともそうなんですけども、発

災から避難をやっていっても、大体２時間から長くても３時間までにおさめたいとい

うのが多いんですね。そうなってきますとそこで可搬式ポンプをやりのとか、そこま

で時間がなくてできへんというような状況がございますので。 

○大津委員 

 それは工夫をしていけばね、これは防災訓練ではなく、こんな事例もあるんです。

うちの地域で南海電車の高架下の壁の落書きという問題が長年悩まされてきて、それ

も消去しようという、まちをきれいにしようという。そのときに住之江中学に声をか

けたわけです。そうしたところ、サッカー部、それから陸上部、野球部もうその目ぼ

しい運動部が皆来てくれたわけです。それで地域の各種団体、町会長もそれから保護

者も民生委員も皆来てですね、おっちゃんらと一緒になってペンキがいっぱい落ちて

くるわけですよ。それでペンキは塗装組合が無料で提供しますということでずっとや

って。そのときのその目的には非常に、声をかけてよかったわけです。そういうこと

ができる方法があるんじゃないかなと僕は思うんですよね、こういう目的に対しても

そんな可能な道はあるような気がしますね。 

○長田部会長 

 それは授業ではなくて、そのクラブ単位でやっているんやから休みの日でもという
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ことですよね。 

○大津委員 

 そうです、休みの日です。 

○長田部会長 

 住之江も加賀屋中学校のどこかの陸上部か何かの子どもが来て、生徒が来て、地域

と一緒になってやったことがありましたな。今、考えてはるのはそういうことではな

くて、学校に入ってということですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうです、２年生だけを対象ということではなくなんですけどね。 

○永川委員 

 通常の訓練のときに、中学生いったらそんなたくさん呼べないですよ、中学校でや

ったほうが。 

○井阪危機管理マネージャー 

 これは中学校に防災リーダーさんも一緒に行って、消防の人にも来てもらってそこ

でやろかなと。 

○長田部会長 

 授業の一環としてもね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 できたら通常授業の中とかでできますと、そこで参加率も中学生の参加、それで中

学生の方に実際にさわることができへん子にも見てもらうということもやることで、

また効果が出てくるのかなということで。 

○永川委員 

 今年やった後にもね、可搬式ポンプはやらなかったんですよ。これも次、入れない

かんのと違うかな話していたんですけどね。 

○長田部会長 
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 ただ中学校の授業でやってませんかね、単独で。 

○井阪危機管理マネージャー 

 消防自身が声をかけもしたりとかするんですけど、やってきてはるところ、やれな

いところ。そこに今度、やっぱり防災リーダーさんも一緒に入るというのが今後の地

域とのつながりということも含めて、実際の訓練の中にも参加をしてもらえるように

と。これだけと違って何かもっと中学生に担ってほしいとかいうことで新たな取り組

み的なことでも御意見があればそういうのも考えようかなと。 

○大津委員 

 子どもを学校の外に引っ張り出すのができないんですよ今は。許可が出ないんです、

学校長、許可出せないんです。ですからもうそういう地域行事へ子どもたちを集団で

出すことはしはりません。特別うちら金管バンドいうのがあって、あれをやるのは学

校の中でやる、日曜日授業以外でやることについても学校が出しているんではなくて、

あれはＰＴＡの中のあるそういう子ども会の代表の親がみんなの同意を得てそこへ出

しているという、地域行事の中へ出しているんです。 

○長田部会長 

 ちょっと気になるのはね、中学校って小学校が２つとか３つの連合の子どもたちが

行きますやろ。地域で話をして学校に持って行くというか、あるいは学校から要請が

あればまだ話としてはあるけども、やりやすいかもわからないけどね。１連合、１小

学校やったら話は簡単なんですね。 

○大津委員 

 話簡単なんです。 

○長田部会長 

 ２つ、３つの連合になるとね、これはまた大変でっせ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 地域の訓練に参加してもらったら逆にそういう分散してどの子がどっちの連合やね
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んという問題もありますけども、土曜授業の中に逆にこういうところに、それぞれの

地域の方の中の防災リーダーさん、参加できる方がどんどん参加してほしいという呼

びかけをして同じ日を合わせることが可能であればできるんかなと。またそちらのほ

うが日程的には持っていきやすいかなと。 

○長田部会長 

 実際にやるのは地域からでもいいんやけど、実際には学校からの要請という形で。 

○井阪危機管理マネージャー 

 各地域に対しての防災リーダーさんへの声かけは区役所からとかいうのを含めての

中で、実際の指導とかで消防も関わっていただきますので消防とのつながりの中で、

また声かけをしてもらうとかいうことで地域とお話をさせていただいて。学校さんの

日程との調整をさせていただく中で学校に集まってそこで訓練ができればというよう

な形になる。それが７校全部できるかどうかという、それは当然７校が最終的な目標

になってくるんですけども、そういう形の取り組み方ということの進め方をできれば

なと。 

○長田部会長 

 そうですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 というのが提案なんです。 

○大津委員 

 第１段階、これだと思いますよ。そやけども第２段階、第３段階の段階になるとや

っぱり防災というのは地域ですから、地域に来ないと地域の防災にはならないわけで

す。 

○長田部会長 

 なるほどね、あくまでもこれは授業やと。 

○大津委員 
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 そこのポンプの動かし方は得ても、おっしゃるように、どこに逃げ場があって、そ

の地域として親子、あるいは近所の人をどないするねんということになると、地域で

の防災。究極そこまでいかないとそれはポンプの動かし方だけで終わるという。必要

な第１段階だと思います。 

○長田部会長 

 第２段階はこれでいいですよね。 

○永川委員 

 最終的に中学生にどこまで期待するかですよね、なんでもかんでも大人がやるのは

とても無理な話やからね。 

○長田部会長 

 義務教育の生徒に手伝えというのもなかなか酷かもわからんけど。 

○永川委員 

 知って損することではないけどね。 

○長田部会長 

 そやけどこういうのも学校と地域とが連携してやるというのはいいです。 

○大津委員 

 それは必要なことですね、大事ですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 特に何かつけ加えるとか、その辺はよろしいですか。 

 それでしたら１番、２番と、特にこの１番、２番で防災という形でお聞かせいただ

きましたけど、そのほか、もしほかのこの間議論をいただいたのはこの２つの項目が

中心でしたので、他何か防災の関係で意見とか取り組みとか、もしあれば意見をいた

だければと思うんですが。よろしいですか。 

 そしたら３番目の「街頭犯罪対策」に入らさせていただいてよろしいですか。 

 こちらの街頭犯罪対策でございますけれども、こちらはまず１項目の街頭犯罪防止
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の防犯カメラの設置の部分でございます。こちらは昨年も議論をいただきまして、今

年度防犯カメラを設置するということで２８台という形で予算要求もさせていただい

ておりましたということで作業を進めておるところです。防犯カメラにつきましては

今年度中に設置をしていくという形でやっております。ただ設置したカメラにつきま

して、それが実際に街頭犯罪の抑止と言いますか、それに対してどの辺のどの程度の

効果が出るのか。それぞれの取りつける地域でそれが何らかの街頭犯罪の件数が少し

減ったとか何かそういう効果的なものというのをやはり検証していく必要性があるか

なと。それをせずにどんどん進めていくと効果が見えないのになぜつけているという

話も出てきても、やはり税金の無駄遣いと言われる恐れもございますので、その辺の

効果検証の必要性があるのかなということで。来年度につきまし今年度つけます防犯

カメラによりまして、それぞれのつけるところでの街頭犯罪の抑止的にどの程度の効

果が出てくるのかなということを効果検証をしまして、その中で一定の効果。例えば

街頭犯罪の発生の頻度とか、件数的なもので数値的な何かが出てきたとかいうような

形のもの。何かそういう効果が認められましたら平成２８年度からまた予算要求をし

てつけていくと。カメラをつけるとどうしてもやっぱりまた次の場所でとなりますの

で台数的には検討していく必要性があるとは思うんですけれども。そういう形で続け

ていくというような形で、一旦まず来年度については効果検証を行う年ということで、

その上で引き続き進めていく、効果を見ながらの中で考えていくということとさせて

いただきたいなと考えてます。今年度その２８台という形で進めておりますのでよろ

しくお願いしたいと思います。また街頭犯罪対策としてはうちの区役所のパトロール、

これまでも街頭犯罪発生エリアを重点的なパトロールを行いますとかいうことでやっ

ております。これについては引き続き取り組みとしては当然進めていくということで。

また警察と連携いたしまして、スーパー等で防犯啓発活動ということで、ひったくり

の防止でありますとか、自転車の盗難防止ということで声をかけながら、鍵のかけ忘

れというのが非常に多いということもございますので、そういうことも声をかけなが
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らの防犯啓発活動でありますとか。また高齢者、子どもを含めての防犯出前講座とい

うことを、引き続き取り組みとして実施していく中で、防犯意識を高めるということ

も非常に大事な部分でございますので、そういうことも含めて入れさせていただいて

おります。 

○永川委員 

 防犯カメラですけどね、最近犯罪が起こったときに防犯カメラが役立つよなという

ことを認識するんですけれども、実際に起こす人間、そんなんあちこちでやったらあ

かんでしょうけれど、どこに防犯カメラがあるかとか普通は知らないですよね。それ

で効果がどういうんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今回、防犯カメラをつける際にはそちらに合わせて「防犯カメラ作動中」とかいう

ようなステッカー、掲示をつけていくんです。それによりましてそこに防犯カメラが

あるよと。実際つけて、なおかつそこに防犯カメラがあるよということを、それを知

らしめて、それによって抑止の効果を図るという形で考えておるんですね。 

○永川委員 

 実はね、特に防犯カメラ作動中とかそういうステッカーを実際貼ってみてね、こん

なところに防犯カメラがあったかなって初めて気がつくような。どこまで知っとって

それによってどれだけ抑止ができているか、それで計れるかと思いますね。 

○大津委員 

 うちではね、防犯、警察、裁判所から犯罪が起こって、防犯カメラを見せてくれと、

映像を見せてくれっていうことで役に立ったことは確か私が知っている限りでは３回

ありました。 

○永川委員 

 それは実際起こったから効果があった。 

○大津委員 



－29－ 

 そうです、それで捕まった。 

○永川委員 

 それはわかるんですけど、そやけどあることによって抑止ができることになってい

るとそれが。 

○井阪危機管理マネージャー 

 防犯カメラですね、警察としては犯人の検挙とかそういうことに役立てたいという

思いは当然あると思います。ただ区役所としてはそれも大事なんですけども、その前

に街頭犯罪を少なくするという抑止ですね。まずそういう被害にあわないようにとい

うことが大事なのかなということで、その効果があるのかどうかというのを見ていく

必要性があるのかなと。当然、永川委員がおっしゃられたように、実際カメラがあっ

たんかということもあるかと思います。そういう取りつけ方の問題もあるかと思うん

ですけども、できるだけカメラがあるということをわかるようにして取りつけていっ

て。その辺の効果検証になるんかなと。それをやっていかないと、むやみに同じよう

なつけ方をしてそれで効果が上がっているのかと言われたときに、やはり検証という

ものがないことには難しいのかなということがございまして。来年度、効果検証とい

うことをさせていただいて、警察さんとも確認をさせていただく中で、そこで数字的

には下がっていると。ただ、ほかのところが移っている可能性もあるんですけれども、

そういう中で被害の発生というのが抑止的にはでてきているとか。何らかの数字に表

われるとかいうことが出てくれば当然どんどんつけていくと。少しずつでもつけてい

くという形で考えております。 

○永川委員 

 絶対必要なものです。 

○長田部会長 

 これ２８台は今年度も購入してあるけど、後、場所だけですか。 

○井阪危機管理マネージャー 
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 物を購入して、つけてくださいではないんですね。業者の方に購入するという契約

なんですけども、その指定する場所にこの場所にこういう向きでこういう取りつけて

くださいという形の仕様書を全部一つ一つつけないといけないんですよ。それで２８

台ということはその２８の仕様書を作らないといけないということがございまして。 

○長田部会長 

 それはどこが作るんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それは全部うちの職場で作るんです。それを全部確認して、業者の入札のときに全

てに記してわかるような形で提示をすると。そういうやり方をしないとできないです。

１個、１個ということはできないので、まとめて２８台きちんと全部作らなあかんと

いうことがございまして、今、作業中ということになります。 

○長田部会長 

 ということは今年度は設置用のそういう仕様書に指示書を作って設置を。 

○井阪危機管理マネージャー 

 今年度中にそれをつけてしまいます。 

○長田部会長 

 平成２７年度はそれの効果を検証する年度でつけないかん、その平成２８年度に向

けて来年度にまた検討する。 

○井阪危機管理マネージャー 

 来年度のテーマは上半期とかで予算要求までにその一定数字的な検証とかさせてい

ただいて、効果が認められる何らかやっぱりつけたほうが地域的にも安心だとかいう

ような何かそういう街頭判断に抑止的なものがね。 

○永川委員 

 それがないと予算がおりないとか、そういう意味じゃない。 

○井阪危機管理マネージャー 



－31－ 

 予算の関係でいきますと、やはりそれがどれだけ効果があるんですかというのは予

算要求的には問われます。もう一つ、もしこれでつけていったらそれは地域的にもい

ろんな形で効果とかいう思いだけで、もしそれがなかったときにやはり税金の無駄遣

いという形の問われ方をすることになっても困るので、できるだけそうやって。あと

もう一つ、そのつけ方がよかったのかという問題も出てくる可能性もありますので。 

○長田部会長 

 方向とかいうことかな。 

○大津委員 

 設置場所の選択の裏づけですよね、その地域、その場所が最適であると。 

○井阪危機管理マネージャー 

 その点については、警察と実際に犯罪発生の箇所を今、確認をしました。実際に地

域にあたってどこにつけて、どの向きでというのも最後確認をして仕様書を確定する。 

○長田部会長 

 今は民間のああいうアミューズメントとか、コンビニやとか、銀行やとかいっぱい

つけてはりますよ。福祉会館何かにもつけてますし、かなりついているんですけどね。

そやけどそれは個人的に皆さんつけている、公的なものはもちろんあると思うんです

けど駅の。 

○井阪危機管理マネージャー 

 これまでは補助事業でつけているものがございます、それ以外に個人でつけている

方もおられてということもあります。ただ個人のやつが、こちらも現場に行かないと

わからなかったりしますので、その辺の確認も必要がある。それと変にかぶってしま

ってもというものがありますので。 

○大津委員 

 そのカメラを設置したということの周知ですね、ここでされてますという周知。こ

れはどんな方法で周知されるんですか、地域まかせですか。ステッカーを貼るだけで
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すか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 当然そのポイントではそういう表示というのはしますので。 

○大津委員 

 スポット的には貼りますよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 うちの区のホームページ等で区内何カ所に防犯カメラを設置しましたというような

何かを出すとかいうような形の分ですよね。 

○大津委員 

 ホームページにつけている場所の開示ということはしないんですか、安立１丁目の

交差点のここについてますよという。 

○永川委員 

 ほんじゃあここはついてないからとか。 

○長田部会長 

 そこも検討をしてもらったら。 

○永川委員 

 逆のパターンありますよね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 他の区でもそういうのもありますので、警察に確認をしますけど、それをやったと

き、やって逆効果になるかどうかという確認もありますので。ただ抑止ということで、

先ほども申し上げさせていただいたそこにあるということをわかってもらうことによ

って抑止効果があるということで、やっぱりそういうのを出すべきであれば出してい

けばいいかなと。 

○大津委員 

 ただシールはうちも公園につけましたよ、私はやりました。だけど片っ端から子ど
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もが外すんです。 

○長田部会長 

 そうか。 

○大津委員 

 そうです、面白半分に。べたべた張るけど、また外して捨てるんです。もう１年２

年経ったら１枚もないようになるんです。 

○山口担当係長 

 もしシールがはがれている場所があれば、そのシールは区役所にありますので。 

○大津委員 

 うちらは警備会社の営業にいつも言って取り寄せてたんです。ここにあるんですか。

それは知らんかった。 

○長田部会長 

 それと前にセンサーライトはどうやった、１００個か、１，０００個か。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それは今、防犯カメラを取りつけの関係をやっている中で、自転車の盗難等の関係

ですね。どちらかというと鍵の施錠という形のものが多かったりとか、住宅関係のと

ころでとられている分が多いと。今回カメラをつけれないという部分のところに逆に

そういうセンサーライトをつけていけるよう地域にお渡しさせてもらえるような形で

進めようかなと。平行して進めようかなと。 

○長田部会長 

 その１００個は大体行き渡っているんですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 カメラの話と一緒に持って行ってます。でないと地域でやはり話を持っていったと

きに「うちもこっちにつけたいねん」ってなったときに、そっちはもう自転車の盗難

だけですし、前に市営住宅の駐輪場であればそういうのをつけましょうとかいう形の
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話をさせていただいて、こちらひったくりがあるんやとか、他の関係の要素もあると

いうところにカメラとか、そういうかたちで対応させていただけたらと思ってます。 

○大津委員 

 もう１つここに書いてないんやけどね、これは難しいかもしれんけどね。まちの交

番、これは適正に配置がされているんかと。これは大阪府の公安委員会かもしれませ

んけど、あれの維持費は年間１億円かかるって私は聞いたことがあるねんけど。これ

が私は前に調べましたよ、住之江区に何カ所交番があるんやと。確か９カ所やったと

思います。今は増えたかもしれませんけど、１０カ所くらい。もっと減っているかも

しれません。１連合に１カ所もないんです交番は。もう数えるほどなんです。それは

そういう街頭犯罪を防ぐだけではなくて、犯罪防止に日本は交番の文化があるってフ

ランスやアメリカから見学に来たいというので２０年、３０年前は評判やったけど、

このごろ交番がすっかり御無沙汰になってあれへん。 

 それは何が原因なのか、何かあれかて物すごく抑止力のはずやけど、まちの中に交

番がなくなった。 

○永川委員 

 行ってもおらんしね。 

○大津委員 

 これはどないかならんのですかね。 

○長田部会長 

 これは警察というか、大阪府警であり、大阪府になりますよね。 

○長田部会長 

 そういう印象はもちろん僕も持ってる。 

○長田部会長 

 当然、警察官の人件費の問題とか出てくると思う。 

○大津委員 
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 誰か削れって言ったん。１億円かかると言われてますねん。年間、一交番を維持す

るのに。 

○永川委員 

 交番所の人が回る範囲を広いもんやから、ほとんどいないんですよ。 

○長田部会長 

 機能性を高めるとか、パトカーか小さな自転車で。 

○大津委員 

 警察の人に、あなたはどうしていないんですかって僕は聞いたんです。例えばその

清江におったと、そしたらすぐに電波がぴーっと飛んですぐに南港に来いと指令が飛

んできたら行くと。絶えず流動的に暑内全域のこの辺が何やら起こりそうや、またや

やこしい言うたら呼びあつめられて行くんですと。そんなことを言ってましたけど、

どうもわりきれんへんねんけどね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 の問題はちょっと申しわけないんですけど、この安全安心部会のところでは難しい

かなと思いますので。 

○長田部会長 

 その３項目は特に御意見はないですかね。 

 今あれでしょ、街頭犯罪エリアの重点パトロールの実施というのはこの６名の方が

回ってるわけでしょ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 それはですね、どちらかといいますと、うちの安対のパトロールの関係になります

ね。今、夜間ですね。街頭犯罪の抑止ということで夕方５時から回っているのがござ

います。これは大阪市の市民局からの委託事業の中で今年度やっている分でございま

して、来年度どうなるかという点につきましてはその辺の効果検証も含めてやられた

中でということになってこようかと思います。 
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○長田部会長 

 ここの部会のあれじゃないということやね、この青パトだけやね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですね、こちらはどちらかといいますと、うちらのパトロールのやり方であっ

たりとか。今どちらかといいますと、午前中は通学路等の点検であったりとか。あと

これはパトロールではないんですけども、保育所の園外活動のときの安全確保であっ

たりの関係というのが午前中に多いと。それの要望に応じて組み合わせていったりと

かしております。巡回パトロール的な形の部分については午後が中心かなという状態

になってますね。そういう形で、できるだけ犯罪発生とかで、何かそういう安まちメ

ールであるとか、また学校さんも毎回尋ねさせていただいた中で何か情報が入ればそ

ういうところを中心に確認をしながらの中でパトロールという形をやっております。 

○長田部会長 

 今年度に引き続いて。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そちらはそのまま引き続き続けていくという形を考えております。 

○永川委員 

 今延ばしてもろて７時３０分までやったんですかね、前は５時まで。 

○井阪危機管理マネージャー 

 職員の分は、もうこの勤務時間内だけになってます。 

○永川委員 

 あれはまたさっきおっしゃった。 

○井阪危機管理マネージャー 

 夜の分は、実は５時からのやつは街頭犯罪で２名ずつくらいでずっと自転車に乗っ

て回っていると。大体基本３チームにわかれて１チーム２名ずつみたいな形でやって

ますね。自転車に乗ってですけども、そういう街頭犯罪が多いところとか、駅周辺と
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か何かそういうところは歩いてであったりとかいうことで回ってくれという形で指示

が出た。もし何か見かけられて何かあればですね、また区役所に御連絡をいただけれ

ばと。 

○長田部会長 

 ３つ目の項目、スーパー等での啓発活動に何か配付物を配るとかいうことですか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 啓発活動の際には声かけをし、説明もし、ティッシュを活用したりとかいうことで

やってます。防犯出前講座は今現状やっておりますのが、今年度からプラスしてやっ

ておりますのが高齢者向けの分を。前にも以前申し上げました地域のほうでの食事サ

ービスのあとの時間であったりとか、地域何かそういう取り組みがあればそういう場

に呼んでいただいてということで。安立さんであったり、海の町であったり、ほかの

地域とも呼んでいただいてしております。その中で特殊詐欺の話であるとかいうこと

含めてさせていただいたりとかということで、気づいていただくということを含めて。

特徴といったら街頭犯罪ではないんですけども、犯罪に巻き込まれないようにという

ことの出前講座やと思っていただいたら結構やと思います。 

○長田部会長 

 三番目やんな、それで（３）のとか。 

○井阪危機管理マネージャー 

 よろしいですか。 

 そしたら（４）の「子どもの安全確保」でございます。これまで特に取り組みとい

うことでの議論はされておりませんでしたが、昨今他都市何かで子どもが被害者にな

るというような犯罪が発生している、事件が起こっているという状況がございます。

区としましても通学時の子供の安全確保の強化の取り組みというのがやっぱり何らか

必要じゃないんかなということもちょっと考えておりまして。その点についてこうい

う取り組みとか、何かできないかなという御意見、いただけるんであればこの場でい
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ただければなという形で項目として入れさせていただいた次第でございます。 

○長田部会長 

 朝のジャンパー着た人、結構多いですよね、放課後、帰り際は割合少ないかもわか

らんけど。 

○井阪危機管理マネージャー 

 通学との関係ですと。 

○永川委員 

 今現在ね、うちらもそうなんですけど、老人会が中心にやってくれているんですよ

ね、地域安全パトロールという形で。老人会の方は自分の都合のいい時間にどちらか

というと自分の体を鍛えるというのが目的でねやられているケースがあるんですよ。

前にちょっとあっことの関係の団体の代表と学校の関係の方とちょっと寄ってもらっ

て話をさせていただいて。やっぱり登校時、下校時にやってもらいたいという学校か

らの要請があったんですけど、時間がなかなか合わされないんですよね。ＰＴＡの関

係の方に、本当をいえば親御さんあたりにもうちょっと力を入れてやってもらわなあ

かんねんけど、働いているから行けませんとか。例えば北粉浜小学校でしたら７割５

分の方がお母さんが働いてらっしゃるんですよ、あと２割５分の方が家にはいらっし

ゃるんやけど。その人が犠牲になるっていうわけですよ、だからよう言えんというわ

けでね、ＰＴＡの会長何かは、先生何かは。そういうようなことがあって、なかなか

登下校にパトロールをやってもらうとか、学校の前でいてもらうとか。 

○大津委員 

 うちではね、現実にもうその状況はもう一緒なんですよ、地域のそう体制としての

状況はそういう問題状況は同じ土壌なんですよ。その上で現実に何ができるかという

ことでやっぱり学校と地域の連携強化ということをとにかくもっとやろうやないかと。

連合としてはうちら見守り隊と交渉をしております。見守り隊のお礼の会というのを

冬前の１２月頭にとるんです。その会は、そのお礼としてはカイロをあげるんですけ
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ども、それは特産物として寒いやろうからそれはいいんですけど。ただ校長先生も教

務の主任も教頭もそれから警察もそれからＰＴＡ会長も来てもらって、そして意見を

出し合うと、その場で。そして子どもにまつわる事柄は今の見守り隊の人たちも熱心

ですから、あそこが、ここがこんなことをやったらこれはどないなっているんやと出

して解決をはかっているというふうにして、一つ一つ意識を高め、自覚を高めて一つ

でも解消をしていこうやないかという、そういう取り組みはやってます。不審者が出

たとか、登校中に不審者が出た、あるいは下校中不審者が出たという場合は割ともう

すぐ、この第一報は学校に入りますよね。学校に入ったらすぐ校長、教頭が連町のと

ころに電話をしてくれはり、私のところに電話をしてくる。そしたらすぐそれは町会

長にも伝わる、見守り隊にも伝えるという、そういうネットを組んで、とにかく伝え

る側にはすぐ伝えてくれると。安立小学校のあられ松原の公園で不審者が出て、何と

か引っ張って連れて行かれそうになったと言ったらすぐそれは数日間はともかく集中

的に見てくれるという、そういう突拍子もないことできませんので、まず今ある組織

体制でともかくそれは強化をするしかないだろうというのが今の現状で、こんなんが

ありまっせとはなかなか言えんのですわ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 実際、見守り隊ということで各地域でも登校時中心にやられているのが多いんかな

と。ただ下校時については先ほど永川委員もおっしゃられたように地域によってその

見守り隊がやられているところ、やられてないところ。また学校の下校時間の関係と

いうのもございますので、集団下校のときでしたら結構まとまって帰られる子どもさ

んもおられるんですが、それ以外のときですと１人で帰られるという子どもさんもお

られるのかなと。何らかそういうことの対策とか、取り組みというのをどうしていく

のかなというのが悩ましいところで、何かそういうところで。例えば、先ほどの街頭

犯罪で重点パトロールということで、回ってますけれども。当然、午後からの巡回パ

トロールの際に、特に学校には一度声をかけさせていただいてパトロールに回ります
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ということでさせていただいてます。その中で実際にパトロールの途中で当然子ども

さんだけで歩いている、遠くに一人だけで歩いているというところではきちんとその

声かけとか、どこまで行くのかとかいうところの再度確認をしながらということで、

そういう部分を一つ一つ細かく強化をしていくとかいうことが最低的には今やってい

けるというような部分があるのかなと。ただそういうところの部分をもっと踏み込ん

だ形の何かということで、もし御意見をいただけるんであればなと思っておるところ

でなんですけどね。 

○永川委員 

 去年にやった時にね、私から子どもさん帰られる通り道、ちょっと図で示して歩い

てみたんですけれども、ほとんどの道に立ってますね誰かが。それを全部また見守る

ということはできないので、主たるところ、ここだけは絶対見てほしいというとこを

出してくれと。それを４小学校と中学校とかに出して、それでも多いんですよね。特

に小学校は細かく出しますから、中学校はどちらかといったら粗っぽく出しますね。

そこから今度また詰めていって最後ＰＴＡから青福とも話し合いをして、最終的にこ

れでしますということを決めて。一応必ずその日の時間帯にはその道に絶対おるとは

言えないけれども、極力その地域の方とか、パトロールの方にそこを通ってもらうな

り、定点的にみてもらうようにしますからと。そうしたんですけどね。それしかない

なっていうのでやっているんですけどね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 下校時の通学路というのは、登校時はどちらかというと通学路を結構守られている

とかいう話も聞いたりします。学校協議会何かの中で、私も２箇所だけ行かせてもら

ったんですけども、そういう話も聞いてます。ただ帰りしなが結構通学路を外れて帰

られるとかいうのが多いとかね。 

○永川委員 

 時間帯が決まっているんですよ。 
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○井阪危機管理マネージャー 

 それが地域の中でもやっぱり保護者の方にそこを何とか守らさせへんかなという話

があるのかなと。 

○大津委員 

 学校のいきいき教室とか、放課後もまた勉強があるんですよ。 

○永川委員 

 中学なんてクラブがあるでしょ、時間帯がばらばらですよ。 

○井阪危機管理マネージャー 

 だから実際に一旦家に帰らずに塾に行く。登校のときはもう１カ所、学校に行くと

いう目標があるんですけれども、帰りしなというのは家に帰るのか、塾に行くのか。 

○永川委員 

 遊びにいきよう。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうなんですけどね。本来遊びに行くのはだめなんですけども、そういう形でわか

れてしまう可能性もありますので、基本的な対応ということで考えているのは巡回パ

トロールの中で声かけということを中心的に活動をしていこうかなと考えているんで

す。それ以外に、今後何か子どもの安全確保という部分で何か意見とか、こういう取

り組みが何かできないのかなということがあるようでしたら教えてただければと思い

ますので。 

○長田部会長 

 朝はねもう８時前後の３０分ほどですねん。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうなんですか。 

○長田部会長 

 夕方はもう３時３０分、早かったらもっと早いかな。 
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○大津委員 

 事件は夕方が多いんです。 

○南副区長 

 朝はどちらかといったら交通事故ですわ。 

○長田部会長 

 親御さんが迎えに来る時間というのは６時３０分にはいきいき終わるから一定の時

間まではひとりで帰れるんやけど、一定の時間を超えてその６時３０分までの間は親

が迎えにこないと帰れないという、何かルールがあるように聞いているんですよ。 

○南副区長 

 親が迎えに来てくれているんやったらね、普通に大丈夫やと思うんですよ。 

○長田部会長 

 いきいきでね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そういうところに入ってない子供さん…。 

○長田部会長 

 何時から何時くらいがいいのかという、適切な時間。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そこもなかなか幅が広いというのが。 

○長田部会長 

 そんな時間は立ってられへんという人もおるしな。 

○大津委員 

 それで実はうちの町会の話ですけれども、今の見守り隊について、皆に声をかける

ところなんですけど、むしろ分散してええと、月一回でも、週一回でもええ、午前の

８時でも、午後の３時でも４時でもええ、３０分でもええと、ともかく出れる時間を

出してくれと。それでもうそれをもう一本に絞るんじゃなくて、私は出れる、水曜日
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の午後３時と。もうそれでどこそこにその人は立ってもらうと、もうそういう人を増

やすしかないと。対策をこんな方式でやったら、こんなパトロール隊を作ってここに

立たせたらもうそれでいけまんねんという方策はないんですわ。そしたら個人個人が

私はこれでいけますという個人の生活、ライフスタイルの中で、じゃあＡさん、あな

たは水曜日の午後３時ここ行けるんやったら頼みますわという。それをしつこく見つ

けて増やすしかないんやないかなというふうには思って、それを町会では目指そうか

ということで今、募集をかけるところなんです。 

○永川委員 

 うちは、今年、さらに増員するのかってことがね。もっと各町会が協力をしてもら

わないと、もう青パトに頼むでとか、地域安全パトロールに頼んだらええやんってこ

とではやっぱり限界があるので。先ほどの話じゃないけど、主要道路にぶつかる町会

のその携わる町会の道のところに、各町会が責任を持って見守るというようなことを

考えようかなと思ってるやけども。 

○大津委員 

 パトロールを広くやってられるから、うちは町会単位です。もう地域割りは町会、

だから町会長がもう立ってまんねん。勤めに行ってる町会長が出ていっているし。 

○長田部会長 

 ほかの下校時間とかその辺の課題ですわね、問題は。 

○井阪危機管理マネージャー 

 区役所はここには書いてませんけど、先ほど申し上げたような形の統括的な形でや

っていくと。またあともし何かこういうことをちょっと考えられないかというような

御意見があればまた御連絡をいただいてということで。それがすぐ来年の中で反映が

できるかとかでなかったとしても、今後考えていけるということもありますので教え

ていただければと思います。 

○永川委員 
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 特に下校時、学校もそう言ってますよね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうです。 

○長田部会長 

 うちもちょうど１１月６日にありますねん、感謝状贈呈式とかいって。結構ほかに

ありますねん、だからどこでもやってはると思うので、そこでまた聞いてみます。 

○長田部会長 

 よろしくお願いします。 

 それでよろしいですかね、４番目のところは。そういう意見があればまた事務局へ

ということでお願いします。 

○永川委員 

 あれは進んでいるんですか、子どもの旗の。 

○井阪危機管理マネージャー 

 後でまた相談をさせていただきたいという点があります、ちょっとやり方のところ

で。 

 １番の平成２７年度の取り組み案というところの部分についてはこの４項目という

ことで挙げさせていただいております。 

 特にほかになければその他に入らさせていただこうかと思うんですけれども、その

他のところ、項目的には書いておりませんが、実を言いますと大阪市の地域防災計画

というのがございまして、この東日本大震災の経験、また昨年の南海トラフ巨大地震

の新想定でありますとか、国の防災対策基本やったかな、そちらの改正の関係を受け

まして、この１０月に改定されるということになっております。それを受けまして、

住之江区での防災プランというのがございまして、ホームページなんかで出させてい

ただいておるんですけれども、そちらの内容についてもその改定で関連するような点

について今年度改正を行っていくということとしております。また改正内容について、
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今後の部会の中でまた御報告、御説明させていただこうかと考えておりますのでよろ

しくお願いします。 

 以上、これだけ報告として入れさせていただきたいと思います。 

○長田部会長 

 ということなんです。今後の予定はちょっとどんなものでしょうね、この部会がき

ょうで三回目、６月、８月、今回ということで。後、全体会が一回４月にありまして。 

○井阪危機管理マネージャー 

 予算とかの関係で一回、全体会を先に１１月くらいになるのかな。 

○長田部会長 

 １１月に全体会。 

○井阪危機管理マネージャー 

 そうですね、一定この形で案としてまとめさせて、もしそういう形で進めるという

ことでいけるんであれば、案を作らせていただいた分、もう一回開くということでな

くても、各委員さんにお持ちさせていただくというのもありかなと思っているんです。

それで全体会でまた最終確認をさせていただいてということにさせていただこうと思

いますけど、よろしいですか。 

○大津委員 

 一つだけ、どこの項目に入るかわからないけど、前回のときには自転車とかごちゃ

ごちゃいっぱい書いてあったんやけど、その他意見で。あれを新北島中学校でやって、

この間は住之江中学校でやった。ああいうのはもうお金がかかるかもしれんけども、

やっぱり全域で。あれが一番ショッキングで勉強になる。 

○井阪危機管理マネージャー 

 交通事故をなくす推進実行委員会、これは中野会長が委員長になってと。実行本部

としては区長が本部長ということでやっておる分ですね。そちら地域、警察、区役所

が一体となってそういう交通事故をなくすということで取り組みをやっているという



－46－ 

分でございます。こちらとは違いがございまして、とりあえず交通の関係で、これは

交通安全になってきます。今年の３月に新北島中学校でやって、その辺のところで非

常に地域的にも非常に好評やったということで。 

○南副区長 

 見やすいというか、わかりやすい。 

○井阪危機管理マネージャー 

 結構中学生の子どもさん、自転車の乗り方の問題で。そこでショッキング的な要素

があってということで。この辺学校さんとの協力をいただいて、その場の提供であっ

たりとかなってくるので。交通事故をなくす運動さんですね。経費的な今回もいろい

ろといろんなところで協賛協力できないと、求めてやられたということを聞いており

ますのでよろしくお願いします。 

○長田部会長 

 それでは今日御意見をいろいろお聞きしましたことを、広瀬委員は欠席でしたけれ

ども安全・安心部会の委員がそろった中で設定をしていただきました会議ですけれど

も。この予算要求やとか運営方針ですね、反映をしていただくようにお願いしたいと

いうことで南副区長さんをはじめ出席していただきましてありがとうございました。

そういうことでお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。 

○井阪危機管理マネージャー 

 先ほども申し上げましたように本日、案という形で出させていただき、またいろい

ろと御意見をいただきました。また追加に御意見もいただいております。その辺もま

とめさせていただいて、また運営方針なり、予算に反映の関係すね。作らせていただ

いてでき上がりましたら、各委員さんに新たにということで。なかなか時間的に難し

い部分については各委員さんを回らせていただいてということで御説明をさせていた

だくということで御了解をいただきたいと思いますけれども。そういう形で進めさせ

ていただくということでよろしくお願いいたします。 
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○大津委員 

 これは予算要求されるわけですね。 

○井阪危機管理マネージャー 

 項目的にその分の中でやって考えていきたいなということで。ただ予算化の必要性

のある分、予算がなくて事業的な取り組みで対応ができる分というのもございます。 

○長田部会長 

 それではどうもありがとうございました。 


