
 

防災関係・防犯関係にかかる  

平成２９年度の事業の方向性について  

 

 

事  業 の  方 向  性  

 原則として、平成２８年度の運営方針を踏襲する（資料１）  

 

 

主な具体的取り組み  

【防災関係】  災害に強いまちづくりに取り組むとともに、地域における「自

助」・「共助」による災害への備えを推進  

   区民の防災意識の向上に向けて  

➤区広報の充実  

 ・ホームページや広報紙の活用  など  

➤各種講座や各種研修等の開催  

 ・防災出前講座の実施  

 ・地域防災リーダーへの研修の実施  など  

 地域の自主防災体制の強化に向けて  

➤避難所開設・運営訓練の実施支援  

 ・継続的な訓練実施に向けた支援  

➤地区防災計画の策定（改訂）支援  

 ・計画の充実に向けた支援  

【防犯関係】  区民の日常生活の安全確保に向け、警察などの関係機関や地域

と連携した街頭犯罪の抑止を推進  

街頭犯罪の抑止や子どもの見守りに向けて  

➤防犯カメラの設置  

 ・警察や市民局と連携して実施  

   防犯意識の向上に向けて  

 ➤ひったくりの防止カバーの普及  

    ・普及に向けた取り組みを実施  

 ➤「こども１１０番の家」事業の拡充  

    ・拡充に向けた取り組みを実施  

➤防犯出前講座等の開催  

 

 

≪平成２８年度の取組状況≫  

 参考資料１  防災訓練の実施状況等  

参考資料２  防犯カメラの設置状況等  

参考資料３  ひったくり防止カバーの取り付け  

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ２ ７ 日 

住 之 江 区 区 政 会 議 

（ 安 全 ・ 安 心 部 会 ） 
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資料１  

平成２８年度  住之江区運営方針（要約）  

 

 

【区運営の基本的な考え方】  

・区の特性に応じたきめ細かな防災・減災の仕組みの構築  

・街頭犯罪の抑止に向けた取り組みを強化  

 

 

経営課題３  安全・安心なまちづくり  

【めざすべき将来像】  

・地域自主防災組織の「自助」「共助」による災害への備えができている状態  

・街頭犯罪の発生が少なく、区民が安心して暮らせる状態  

 

めざす成果及び戦略３-１  

◆区や地域の特性に応じた防災計画の推進  

具体的取組３-１-１  

地域の防災力向上  

・地域が実施する避難所開設訓練など各種訓練を支援  

・地域実施する訓練の前に講習会等を実施  

・防災に関する講演会や出前講座を開催  

・中学生や地域防災リーダーに研修等を実施  

・要配慮者や女性に配慮した備蓄物資を拡充  

・広報紙やホームページ等を活用した広報を実施  

具体的取組３-１-２  

区災害対策本部の防災力の向上  

・区役所職員に研修を実施  

・緊急区本部員や直近参集者に研修を実施  

・区災害対策本部設置運用訓練を実施  

 

めざす成果及び戦略３-２  

◆区民の安全・安心を担う総合拠点としての区役所づくり  

具体的取組３-２-１  

街頭での安全・安心なまちづくり  

・街頭犯罪抑止に効果的な防犯カメラを増設  

・自転車や青色防犯パトロールカーによる防犯巡回パトロールを実施  

・ひったくり防止カバーの取り付けや防犯出前講座を開催  

・小学校の下校時間帯における防犯巡回パトロールを実施  

・「こども１１０番の家」事業として一般家庭や事業所を確保   
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参考資料１  

防災訓練の実施状況等  

 

 

地域による防災訓練  

 避難所開設・運営訓練の実施状況  

 （平成２７年度）実 施 済：８地域  

 （平成２８年度）実 施 済：１地域   実施予定：１３地域  

 

内   訳  

【安立地域】  

 （平成２７年度）避難訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪5/23 実施済≫  

【敷津浦地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練≪１１/６実施予定≫  

【住之江地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１/１４実施予定≫  

【住吉川地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪調整中≫  

【加賀屋地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１１/３実施予定≫  

【加賀屋東地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１１/２３実施予定≫  

【粉浜地域】  

 （平成２７年度）避難訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１１/２７実施予定≫  

【平林地域】  

 （平成２７年度）負傷者搬送訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１０/８実施予定≫  

【新北島地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１０/８実施予定≫  

【南港緑地域・海の町地域（合同）】  

 （平成２７年度）負傷者搬送訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１０/２９実施予定≫  
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【花の町地域】  

 （平成２７年度）避難訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１０/１６実施予定≫  

【太陽の町地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１０/３０実施予定≫  

【清江地域】  

 （平成２７年度）避難所開設・運営訓練など  

（平成２８年度）避難所開設・運営訓練など≪１２/１０実施予定≫  

 

 

地域の防災プランの策定状況  

 ・１４地域で自主防災組織が確立され、上記のとおり防災訓練を実施  

 ・平成 25 年度に１４地域で「地域ごとの『地区防災計画』」を策定  

 ・『地区防災計画』は避難所までの経路を示した防災マップなど  

 

 

区広報の状況  

 ・広   報   紙：区広報紙「さざんか」１１月号に特集記事の掲載を予定  

・ホームページ：区役所トップページに「防災・防犯」バナーを設置  

 

 

各種講座や各種研修などの開催状況  

 ・講  演  会：区民等を対象に「防災講演会」を予定  

 ・出 前 講 座：小中学校や地域団体等からの依頼に基づき「出前講座」実施  

 ・事前講習会：地域の防災訓練の事前に「講習会(レクチャー)」を実施  

 ・研  修  会：新任防災リーダーを対象に「研修会」を予定  
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参考資料２  

防犯カメラの設置状況等  

 

防犯カメラの設置状況  

平成２３年度～平成２５年度  

 ●地域の団体に対する設置補助（補助対象経費の３/４）  

  ・台   数：３７台（23 年度 :29 台、24 年度 :5 台、25 年度 :3 台）  

平成２６年度  

 ●区役所が設置し地域の団体に支給  ≪２８台≫  

平成２８年度  

 ●住之江区安全なまちづくり推進協議会から寄贈  ≪８台≫  

【民間企業などからの寄付金により設置  (事務局 :防犯協会)】  

   ・スケジュール(予定) 

     ５月‐設置工事契約(協議会) 

    ９月‐設置工事完了(協議会) 

    １０月‐寄贈(協議会⇒区役所)、運用開始  

  ●公園内に市民局が設置  ≪１３台（市内全域で３５０台）≫  

【子どものための見守りカメラ】  

   ・スケジュール(予定) 

     ８月‐各種調整を開始（調整後に設置工事契約）  

     ３月‐設置完了、運用開始  

 ●住之江警察と連携し区役所が設置  ≪約３０台≫  

   ・スケジュール(予定) 

     ９月‐各種調整を開始（調整後に設置工事契約）  

     ２月‐設置完了、運用開始  

 

地域巡回パトロールの実施状況  

  ●車両（青色防犯パトロールカー）による巡回  

   【区内一円（小学校通学路及び街頭犯罪発生場所を中心に）】  

  ●自転車による巡回  

   【小学校通学路（児童の下校時間帯）】  

 

「こども１１０番の家」事業  

 こどもがトラブルに巻き込まれそうになったとき、助けを求めて駆け込む  

ことができる家や店舗の登録  

  ●登録数：９６０件  

  ※区ＨＰや企業・ＮＰＯ交流会等で募集案内  

  ※平成 25 年度の登録者に対し継続を確認  
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参考資料３  

 

ひったくり防止カバーの取り付け  

 

 

ひったくり防止カバー取り付けキャンペーン  

 

街頭犯罪７手口のうち、区役所の対応で効果が見込める「ひったくり犯罪」

の減少に向け、ひったくりや自転車盗の注意喚起をしながら、無料で『ひった

くり防止カバー』の取り付けを実施  

 

 ◆対   象：自転車の利用者  

 ◆実 施 日：毎月１１日（ひったくり防止 day）  

 ◆実施場所：住之江区役所  駐輪場  

 ◆配 布 数：１００枚（先着順）  

 

【街頭犯罪７手口】①ひったくり ②路上強盗 ③オートバイ盗 ④車上ねらい  

 ⑤部品ねらい ⑥自動車盗 ⑦自転車盗  

 

 

 

 

 

 

 

【参考：ひったくり犯罪の推移】  

         住之江区      大阪市全体    住之江区の割合  

 平成２２年   33 件(100%)  1,027 件(100%)    3.2% 

 平成２３年   20 件( 61%)    813 件( 79%)    2.5% 

 平成２４年   25 件( 76%)     801 件( 78%)    3.1% 

 平成２５年   19 件( 58%)     670 件( 65%)    2.8% 

 平成２６年   19 件( 58%)     716 件( 70%)    2.7% 

 平成２７年    9 件( 27%)     508 件( 49%)    1.8% 

 ※（）内は平成 22 年を 100 とした割合  
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