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平成２９年度 住之江区区政会議 

第１回 安全・安心部会 会議録 

 

○中山課長代理 

 それでは、今から住之江区の区政会議安全・安心部会を開催してまいりたいと思っ

ております。 

私は、事務局の危機管理担当課長代理の中山といいます。どうかよろしくお願い

をいたします。 

 本日の会議ですが、防犯と防災の取組にかかわります、平成２８年度と平成２９年

度の区の運営方針についてご論議いただき、平成３０年の運営方針を策定するに当た

って、課題等をつなげていけたらというふうに考えております。どうかよろしくお願

いいたします。 

 この議論の内容につきましては、また、日にちがきっちり決まっていませんけれど

も、６月に開催をさせていただく予定の全体会議の場で部会長の方からご報告をいた

だくというふうな形にしております。その報告の中で、全体の中で情報共有というこ

とをはかってまいりたいというふうに思っております。  

 本日は、一応、２０時までの１時間程度を一つのめどという形で進めさせてもらえ

ればというふうに思っておりますので、どうかスムーズな議事の進行にご協力いただ

けたらというふうに思っております。  

 それと、本日の会議ですが、個人情報等特に非公開情報がありませんので公開とい

うことでさせていただきたいというふうに思っております。また、議事録につきまし

ても後日公開ということを考えておりますので、よろしくお願いをいたします。  

 その際、発言内容、あるいは、発言者の方の名前といったことも公開されるという

ことでご承知いただければ、よろしくお願いしたいと思います。  

 うちのほうで、区政会議担当の方から情報提供させていただきます。よろしくお願
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いします。 

○事務局 

 お忙しいところすみません。私、区政会議の統括を担当します峯上と申します。よ

ろしくお願いいたします。  

 ３月に区政会議全体会議がありまして、今回から部会と全体会を分けて行うという

ことで、今回部会の方を開催させていただいています。６月に全体会を開催する運び

になっていまして、今、日程調整で連絡がいっているかと思いますので、また連絡の

ほどよろしくお願いいたします。  

 ７月号のさざんか、区の広報紙さざんかで区政会議特集をさせていただきたいなと

思っております。つきましては、この部会とか全体会の会議の様子と、皆さんのお顔

の写真を今日撮らせていただきたいなと思っておりまして、７月号のさざんかでちょ

っと特集を組みたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

 次に、資料に合わせて、将来ビジョンの重点プロジェクトというものを置かせてい

ただいております。将来ビジョン自体はもう既に配付させていただいておるのですけ

れども、重点プロジェクトがこのように製版というか冊子ででき上がりましたので、

またご確認いただければと思います。  

○中山課長代理 

 ありがとうございます。  

 それでは、早速なのですけれども、すみません、今日お集まりの皆様方に簡単にお

名前を言っていただいて、自己紹介といいますと変なのですけれども、させていただ

けたら大変ありがたいと思っております。  

 大変僭越ですけれども私の左側から回っていただくという形でしていただければと

思いますので、どうかよろしくお願いいたします。  

○古川部会長 

 安立連合の古川です。 
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○小高委員 

 海の町の小高です。よろしくお願いします。 

○田林委員 

 粉浜連合町会の田林です。今、粉浜連合の会計部長と、それから、現在住んでおり

ますエバーグリーン住吉の町会長も兼務しております。よろしくお願いいたします。  

○深井委員 

 新北島からきました、深井と申します。 

○羽川委員 

 南港花の町の羽川です。よろしくお願いします。 

○中山課長代理 

 ありがとうございます。  

 それでは、事務局を飛ばして、区役所の方の自己紹介を。 

○安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。いつもお世話になります。ありがとうございます。  

○折原協働まちづくり課長  

 協働まちづくり課長の折原でございます。よろしくお願いします。 

○中山課長代理 

 改めまして、課長代理の中山です。よろしくお願いいたします。  

 こう回らせてもらってもよろしいですか。  

○尾田事業推進担当課長 

 区政会議の事務局をやっております、教育担当課長の尾田と申します。よろしくお

願いします。 

○事務局 

 改めまして、峯上です。よろしくお願いいたします。 

○事務局 
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 防犯担当をしております川井と申します。よろしくお願いいたします。  

○事務局 

 区役所防災担当の林と申します。よろしくお願いします。  

○中山課長代理 

 あと、本日のオブザーバーという形で警察さんと消防さんに来ていただいておりま

す。すみません、自己紹介をよろしくお願いいたします。  

○住之江警察署 福原 

 皆さん、こんばんは。住之江警察の生活安全課長代理の福原でございます。市民の

皆様には、本当にお世話になっております。まことにどうぞ一つよろしくお願いしま

す。 

○住之江警察署 吉川 

 こんばんは。住之江警察署、生活安全課防犯係の係長をしております吉川です。よ

ろしくお願いします。 

○住之江消防署 田中 

 住之江消防署地域担当司令の田中です。よろしくお願いします。  

○中山課長代理 

 ありがとうございます。  

 本日、山口委員につきましては、体調不良ということでご連絡が急遽ありました。

すみませんがよろしくお願いいたします。 

 では、会議を進めてまいりたいと思いますが、お手元に先ほどちょっとありました

重点プロジェクトというのと、あとは、レジュメ、それと区政運営方針ということで

Ａ３の分がありますでしょうか。もし、この資料のほうで何か足りないものがありま

したら、ご連絡いただけましたらすぐにお渡しさせていただきます。 

 それと、先ほどちょっと災害防災で蓄えています水とビスケット、これもちょっと

お持ち帰りということで、一度持って帰っていただいて、こういうものが皆様方の避
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難所のほうにはいただいているのだということで、一度、余り食べたことがないかも

しれませんのでお持ち帰りりいただいて食べていただいて、おうちの方と皆さんで

「こんなものだったのだなあ。」という体験をしてもらえればということで、大変水

が一つとビスケット一つですけれども、お持ち帰りとさせていただきます。またお帰

りの際にお持ち帰りいただければ、大変ありがたいと思っております。  

 それでは、すみません。会議の議事につきましては部会長にお任せするということ

でしておりますので、古川部会長さんにお願いしたいと思います。部会長、よろしく

お願いいたします。 

○古川部会長 

 こんばんは。部会長の古川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 部会の議事を進めたいと思います。  

 安全・安心部会では、防災・防犯に関する内容についてご議論いただくことになっ

ております。本日は、事務局から説明がありましたとおり、防災・防犯の取組にかか

る区運営方針についてご議論いただくことになっております。  

 会議は２０時までの１時間となっておりますので、皆様の貴重なお時間でございま

す。活発なご意見やご発言をいただき、内容の濃い会議となりますようにご協力をお

願いいたします。 

 本日は、防災と防犯についてご議論いただくこととしておりますが、最初に防災に

ついてご議論いただき、取りまとめた上、防犯についてご議論いただく二部構成で進

めたいと思います。 

 まず、防災について議論していきたいと思いますので、事務局からご説明よろしく

お願いいたします。 

○折原協働まちづくり課長  

 それでは、改めまして折原でございます。よろしくお願いいたします。  

 今ありました、防災の方からお話をという形で進めたいと思います。お手元に配っ
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た資料、ちょっと資料の確認も含めまして一番上の方に「災害に備える」というのの

平成２８年度版のふり返りと、次のページの５、「災害に備える」平成２９年度版の

運営方針、この２枚が防災の方でございます。 

 それから、次、「安全に暮らせるまちづくり」という、これは防犯の方なのですけ

れども、これも平成２８年度の運営方針と平成２９年度の運営方針という、これ４枚

ものになっております。 

 冒頭ありましたように、まず防災の方から、上の２枚の方でまず説明をさせていた

だきます。 

 平成２８年度の運営方針のふり返りというようなことなのですけれども、運営方針

自身は、皆さんにご議論いただいて我々の方で策定したということなのですけれども、

それがこの１年間終わりましたので、どういうふうな形になっているかというような

形でふり返りをしております。  

 目指すべき状態といたしましては、地域の特性や災害の種類に応じた避難方法を全

区民が周知し、災害時に自助や共助の取組のより、安全に避難できるというふうなこ

とを目指す状態にしておりまして、目標といたしましては、区民アンケートを行い、

一つは、災害時に自分は何をすればよいのか知っている割合というのが６０％。住ん

でいる地域で防災計画を策定されていることを知っているという区民が６０％以上と

いう形で目標設定をしておりまして、達成状況といたしましては、その右側にござい

ますように、６６．２％と３９％とこういう状況になってございます。  

 具体的な取組内容なのですけれども、大きく柱を２本に分けておりまして、地域の

防災力向上と、区災害対策本部の防災力の向上。地域の取組と区役所の取組という形

の２本立てに平成２８年度はしておりまして、平成２８年度の、まず地域の防災力の

向上といたしましては、・の一つ目にありますように、講演会とか出前講座を開催す

ると。 

 ・の２つ目は、訓練実施に際して、訓練参加の必要性の講演等、そのようなレクチ
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ャーを行うということ。 

 ・の３つ目といたしまして、避難所開設運営訓練等の地域で行う訓練を我々が支援

するということ。 

 ・の４つ目といたしまして、中学生とか防災リーダーに対して、研修・訓練を実施

するということ。 

 ・の５つ目といたしまして、備蓄物資を災害時に避難所に配備、拡充していくとい

うこと。 

 それから、・の６つ目といたしまして、避難行動支援者名簿の策定等を支援すると

いうこと。 

 最後に、広報紙とかホームページなどを利用して、広報・周知するというふうなこ

とになっております。 

 ちょっと一個飛びまして、取組の実績なのですけれども、上にありました・、今、

私何個か言いましたけれども、そのところで実際に実施されたものをここに記載して

おります。 

 まず、防災講演会１回、それから防災出前講座１２回、それから地域における訓練

の支援、これ１４地域全てでやっております。次に、中学生の出前講座６回、防災リ

ーダー研修１回、それから、備蓄物の配備というものをしております。それから、１

１月号の広報紙であるとか、ホームページのリニューアルというのを実施しておりま

して、おおむね、先ほど申し上げました予定の、予定というか計画の取組を実施でき

たというところでございます。  

 この結果、目標といたしておりました訓練に参加した区民アンケートを実施して、

訓練に参加することが有意義であったというふうな回答の割合を８０％という形で目

標設定をしておりましたが、下の段３つ目にありますように、９６％の方々から有意

義であったというふうなご回答を得ているところでございます。  

 一定、計画どおりもやりまして、そういうふうな達成状況もそういうふうな形にな
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っておりますが、引き続き、一番最後のところ改善策のところに記載しておりますよ

うに、出前講座や防災訓練、講演会、そういうふうなあらゆるツールを活用して周知

して、地域住民の備える意識の向上というのを引き続きはかっていきたいというふう

に考えておるところでございます。  

 次に、今度は区役所の方の対策という形で、右側の箱のほうなのですけれども、復

旧災害対策本部の防災力の向上ということといたしまして、取組の計画といたしまし

ては、・の一つ目にありますように、緊急区本部員や直近参集者を含めた職員研修。

それから、本部設置運用訓練等を実施するということと、それから、情報伝達機材の

整備を行うというふうなことを取組の目標としておりまして、一つ飛ばしたところの

取組実績でございますが、緊急区本部員研修５回、訓練も５回、それから、直近参集

者研修１回、区災害対策本部設置運用訓練２回、それから職員訓練1回ということと、

デジタル無線の配備というふうなところを行ったところでございます。  

 こちらも同様に、予定しておりました取組というのをおおむねクリアしているとい

うところでございまして、目標といたしておりました職員アンケートの中で、災害時

の参集基準や自身の任務を理解したという回答をする割合も８０％というのを目標に

しておりましたが、二つ下にありますように、理解したという職員が９０％いたとい

うようなことでございまして、この辺も一定目標を達成できているのかなあというふ

うに思っておるところでございます。  

 最後の課題改善策のほうにあるように、さらなる職員の防災力向上に向けて継続し

て研修や訓練などを実施していって、底上げをはかっていきたいというふうに思って

いるところでございます。  

 次のページにいきまして、これは、３月のときに平成２９年度運営方針ということ

でご説明させていただきましたのでさらっと流すだけにさせていただこうと思います

けれども、ちょっと平成２８年度とつくりを若干変えているというか、もうちょっと

わかりやすいような形の立て方にしておりまして、平成２９年度運営方針と書いてあ
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る災害に強いまちづくりというのと、その下から半分のところに自助・共助による災

害の備えというふうな形で、上の方に役所が取り組むこと。それから、下の方に自

助・共助ですので、各個人なり地域が取り組むことというふうな、そういうふうな区

分けをさせていただいております。  

 役所が取り組むことといたしましては、防災計画の充実ということといたしまして、

住之江区の防災計画をつくっていこうというふうな計画でございます。  

 それから、２つ目の防災意識の向上に向けた啓発といたしまして、各種訓練、地域

で行う各種運営のサポート、それから、出前講座の実施、防災リーダーの研修、それ

から、ホームページとか広報紙を活用した広報というふうなことに取り組んでいこう

というふうに計画しております。  

 それから、最後右側の津波避難ビルの確保、備蓄物資の充実というところでござい

ますが、津波避難ビルを増やしていこうということで企業等に協力をお願いするとい

うことと、それから、我々の方で備蓄物資の充実をはかろうというふうな計画をして

おります。 

 それから、下の方にいきまして、自助・共助の備え。地域とか各ご家庭でというと

ころなのですけれども、まず一つは、家庭での備えということで、非常備蓄品の備え

をしていただくとか、家具等の転倒防止対策をしていただくとか、それから、定期的

な屋内外のチェックというふうなことを、防災訓練とか広報紙とかホームページとか

を通じて広く広報していこうというふうに考えております。  

 それから、右側の地域自主防災組織等の備えということで、ここいわゆる共助のと

ころでございますけれども、わがまち防災プランという、おのおのの地域の特性に応

じた地域の防災計画をつくっていただこうということで、これは我々の方でバックア

ップを支援させていただこうと思っております。  

 それから、これも平成２８年度と同様なのですけれども、共助という形で避難所開

設運営訓練、こういうものを実施していただく。それに対して支援をしていくという



－10－ 

ふうなことでやっていこうというふうに思っておるところでございます。  

 平成２８年度の振り返りと平成２９年度運営方針という形がそういうふうな形で、

我々といたしましては、平成２８年度おおむね予定どおりできていて、平成２９年度

は、今申し上げましたような形で取り組んでいこうというふうに考えているところで

ございます。 

 私からの説明は以上です。  

○古川部会長 

 ありがとうございます。  

 ただいまの事務局の説明について、何かご意見ございませんか。  

○折原協働まちづくり課長  

 今日は、冒頭お話がありましたように、平成２８年度はこういうふうな取組をして、

こういう実績がありました。平成２９年度は、こんな形で取り組んでいきますという

説明をさせていただいたのですが、この辺を踏まえて平成３０年度、平成２９年度の

実行というところもあるのですけれども、平成３０年度に向けていろいろご意見とい

うか、もしかしたらアイデアかもわからないですし、その辺のことをご意見を頂戴で

きればなあというふうに思っております。  

○古川部会長 

 避難ビルなんかは、大分増えているのでしょうか、当初よりも。  

○折原協働まちづくり課長  

 一応、一定避難ビルは、住之江区の中で言うと一定の充足はされ、机上計算上なの

ですけれども、一定の充足はされているという形になっているのですが、ちょっと地

域によってばらつきがあったり、それから、こんなものがというとあれですけれども、

増えれば増えるほどみんなが安心が高まる話ですので、どんどん増やしていこうとい

うふうにしているのは事実なのですけれども、今、古川さんおっしゃっておられたよ

うに、実際に増えてきているかというと若干しか増えてきていなくて、我々もいろい
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ろなところに協力を求めたり、これからも求めていったりしないといけないかなあと

いうふうに思っております。  

○古川部会長 

 それとね、今、避難ビルとしてビルに貼っていただいている、あれ何と言うんかな。

あれがはがれているところがあるんですよ。  

○折原協働まちづくり課長 

 ああ、はいはい。 

○古川部会長 

 丸なってね。それを何とか考えていただいて。ひっつかないタイルとかいう壁とい

うのですかね。うちの横の避難ビルあれはがれてしまって。  

○折原協働まちづくり課長 

 ああ、そうですか。はい。  

○古川部会長 

 とれておりますので、また、見に来てもうて。 

○折原協働まちづくり課長 

 具体的にちょっと場所とか教えていただいたら。はい。  

○田林委員 

 いいですか。失礼します。  

 取組方は、僕はよくわかるので、これを住民に周知徹底させる方法ですね。それを

ちょっとどういう取組をしたらいいのか。今回はまあ、とりあえず今日は持ち帰って、

どういうのか会議があるのですけれども。連合町会で説明しようと思っているんです

けれども、何かさざんかとかあるいはホームページとかで。  

○折原協働まちづくり課長 

 はい。 

○田林委員 
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 関心はみんなもっておられるので。  

○折原協働まちづくり課長 

 僕らも正直、地域の方々と会える機会というのはそんなに多いわけではございませ

んので、とにかく会える機会をとらまえてというふうには思っています。 

 一つは、会える機会で言いますと、地域で行っていただいている防災訓練、やって

いただいて、これ１４地域でやっていただいているので、小学校とか出してもらって

いるのですけれども、そういうところで去年の途中からだったのですけれども、僕ら

は「備えるチラシ」と僕らの中では呼んでいるのですけれども、「家庭でこんなもの

を用意してください」、「備蓄品こんなものをしてくだいね」とか、「突っ張りのタ

ンス、倒れないようにしておいてくださいね」みたいな、そういうふうなチラシを配

らせていただくとかいうことをやらせていただいているのと、同じように、防災の出

前講座、先ほども出ました出前講座というのもお申し出があれば今のところ行かせて

もらっているのですけれども、そういうふうなところでも同じような形でやらせても

らうと。 

 それから、ちょっとまた防災訓練のときに、訓練自身は地域がやられるので僕らが

押しつけという形ではないのですけれども、もしよければということで、いろいろ消

火訓練とかやっていただくブースがあって、ブースっていろいろあるのですけれども、

そこで区役所ブースみたいなものをつくってもらったら、もらいたいなあと言ってい

まして、そこでいろいろみんな住民の方に集まっていただいたときに、ボードとかを

持っていったり、リュックサックに入れるものを並べさせてもらって、「こんなもの

を用意しておいてくださいね。」みたいなことはしています。  

 そういうふうな会えるチャンスをなるべくとらまえて、そのようなことをさせてい

ただこうかなと思っているのが一つと、もう一つ、我々からの情報発信というと、や

はり、先ほどもありましたがホームページとさざんか区広報紙なんです。ホームペー

ジはホームページで今までからやっていることをもうちょっと充実させていこうかな
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あというふうな取組と、あと、さざんかのほうも、今、うちのさざんかを担当してい

るところで年間計画をやっていくので、さっきちょっと７月号は特集、区政会議の特

集を組むとか言っていましたけれども、それ防災特集みたいなものを組んでもらった

りとかいうふうなことを、ここ、ここ、こことはめてもらって、ちょっとそういうふ

うな形でさせてもらおうかなと。 

 平成２８年度の先ほど説明もありましたけれども、防災の特集を去年１１月に組ま

せていただいて、そのときに防災マップみたいなものを折り込み閉じ込みで、保存版

ですよみたいな感じで入れてみたり、ちょっと区民の方々へのＰＲというような形で

は、そういうふうな取組をさせていただいているし、これからもさせてもらおうとい

うふうに思っているところです。  

○安藤副区長 

 さざんかについては、さざんか前の方は特集なのだけれども、後ろの方にも第２特

集みたいなものがあって、そこでは、こういう形でこれが５月号かな。５月号で。一

応、今年度５月から縦書きでこっちから特集が始まる。 

 これはまあ、このときはたまたま小中学校特集だったのですね。こっちに、後ろの

方に第２特集みたいな形でまた紙面を設けていまして、ここにこういう防災コラムを、

防災・防犯コラムとか、それから、また実際に避難ビルの荷物持ってちょっと行って

みました。１５キロというふうには目安とは言っているのですけど、実際１５キロを

担いでいったらめちゃめちゃ重かったです。そのようなことを、そのようなことはち

ょっといろいろやっていこうかなあと思っています。  

○田林委員 

 はい。 

○折原協働まちづくり課長 

 これが去年の１１月号なのですけれども、もう一面に防災のやつをもってきて、中

にマップ入れさしてもうて、中にこれ入れさせていただいた、そんな感じです。  
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○田林委員 

 はい。ありがとうございます。  

○小高委員 

 多分、防災にしても最小単位は町会で動くからいいけど、今後、南港の地区の緑と

海の部分で小学校も統合され小中一貫校になっていく。それから、小学校の跡地の利

用がバカロレアの方も決まっていると。  

 その中で、ある意味言うてみたら、収容避難所の形が変わっていくのかなと。その

辺もどういうふうにやっていくのかというのは、注目点になるのかなと。  

 あと、いずれにしても地域のほうの統合、要は、小学校２つが１校になっちゃうの

で、その辺の部分で、地域組織のありようというのも少し考えていかないといけない

だろうなと。そこのところ、どういうふうに考えていけばいいのか、そこら辺を方向

を示さないと、そもそも、にわかに皆さんが騒ぎ出すので。  

 現実に、地域団体の編成替えというのは、やりかえというものの話が何も今現状で

起こっていないので、地元のほうは別にどうでもええんやというふうに思っているの

か、どないなのか。ＰＴＡはどないなんの、何々はどないなるのという、いろいろな

部分。生涯学習にしろ、今まで二つあった分が、要は小中一貫で１校になるというこ

とも、そこのところはどういうふうに変化していくのか、どういうふうに変化するの

か。何も見えてこないというか、聞こえてこないというのが非常に不安材料というの

があるので、その辺はどうお考えでしょうか。  

○折原協働まちづくり課長  

 防災のやつに関してお話させていただくと、今、おっしゃっておられるのは、南港

の緑小学校と渚小学校が一緒になって、南港南中学校のところになって小中一貫校に

なるというようなお話で、この小学校二つ廃校になるという形になっていると。  

 今、実は、小高さんがおっしゃっておられるようなことは僕らも懸念しているとこ

ろで、今日も南中の高島校長とさっき電話で話をしておったのですけれども、まず一
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つは、一緒になって小学校が新しくできるということなので、この小学校を、いわゆ

る災害時避難所に指定したいなと思っています。その指定に関しては、我々実際あれ

するのですけれども、教育委員会であるとか、危機管理室であるとかいうところの調

整をしなければならないので、そこは指定はしたいなと思っています。  

 次に、こことここの小学校が廃校になるので、普通で言ったら避難所でなくなるの

が普通なのですけれども、一応、バカロレアはその後やるというふうな形になってお

るので、そこはこれから教育委員会と、教育委員会とそのバカロレアさんというか、

ＹＭＣＡですけれども、ＹＭＣＡさんとどういう契約になってどういうお話ができて

とか、工事もやるとかっていうふうなことですので、そこはもうちょっと教育委員会

とよくつめないといけないかなと。  

 ただ、我々としたら、避難所も多い方が、さっきの避難ビルじゃないですけれども、

越したことはないと思っているので、できれば指定したいなとは思っているのですけ

れども、そこはいわゆる指定管理の世界でやっているので、どうしていくかというの

はちょっと調整しないといかないかなというふうな、そんな感じです。 

 防災に関しては、地域がというふうなこともあるのですけれども、訓練もそういう

のも見据えていただいて、実は金曜日も防災の担当の集まりをさせていただいて、海

と緑の方に来ていただいて、同じような話もちょっとしていたのですけれども、そう

いうのを見据えていただいて、今合同で去年、一昨年訓練をやって、今年も一応合同

でやりましょうかという方向で進んでいるので、南港南中学校を中心とした防災拠点

というふうな形で、あとプラスアルファーができればいいなというふうな感じで、ち

ょっとまだ動きかけたぐらいなところです。  

○小高委員 

 今年も合同の方向で話が出ましたか。 

○折原協働まちづくり課長 

 はい。それはお二人ともオーケーと言いはりましたけど。  
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○古川部会長 

 他に何か。 

○深井委員 

 それと、この安全・安心部会で、ずっと今まで継続して自然災害がメインでずっと

対応して、取り組みしていただいて。最近、ちょっと僕らもこれはあれしてお答えよ

うがなかったのが、今のこの何というか、北朝鮮の、「Ｊアラートが鳴ったときにど

うすんねん。」と。いろいろなことがあったんやけど、これ、ここの議題になるのか、

もう全然違うところで話があるのか。Ｊアラートを聞いたことがない人がいる。この

間テレビでやっていましたのでそれあれしたのですけど、実際問題、みんなに聞いた

ら人ごとみたいで、もうミサイルなんか大阪に飛んでけえへんというようなことやっ

たけど、「大阪に飛んで来たときにどうすんねん。」と言われたときに、僕も「とり

あえず、どこか地下に逃げなあかんから、地下鉄の駅か何か、潜らなあかんやろう

な。」と冗談で言うとったんやけど、この間新聞で見たら、自民党の方でも地下施設

に生活用品の備蓄をとかいうようなことも出していましたから、こういうのをここの

安全・安心の部会で話をするのか。いや、それはまた別のところで、危機管理のとこ

ろでされるのかということでね。「おまえ、部会でやってんのか、」言うから、「い

や、ちょっと待ってください。」って。 

○折原協働まちづくり課長 

 難しいところで、国防なのでね。 

○深井委員 

 そうなんです。ですけど、いろいろテレビのあれなんか見ていたら、当然、アメリ

カ軍の基地があるところと、それから大都市と、それから原子力発電所とか、要所要

所ですけど、万が一、我々この大阪の大都市におるのに無防備やと。東京なんかはＰ

ＡＣ３大阪にきてんのかなとか言うて、という話もあって、これ、この議題はちょっ

と今まで話も聞いたことがないし、違うんちゃうかなということやねんけど。そした
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ら、安全安心に、「僕らならへんちゅうかどないすんねん。」言うて言われて、「う

ーん。」って言ってちょっと。  

 議題としてね、というか、我々は広報としてもあるんかなあというか。  

○折原協働まちづくり課長 

 議題としたらあかんとはよういいきれんのですけれども、ただ、実際のところ、さ

っき言いましたように、国防の話なので、我々でじゃあ区役所で予算つけて何かしよ

うかとかということにも、結論的になり得ないと思うのです。  

 大阪市の方としても、区じゃなくて市全体としても、特に防御のために何をするっ

ていうことは実は何もしていなくて。国防なので何もできていないのですけれども、

ただ、こういうふうにホームページとか、報道発表とかで飛来するおそれがあるので、

注意したところであれなのですけれども、注意してくださいねっていうふうなお知ら

せ・周知をしているぐらいです。 

 これも、実際にここにミサイル落ちたら、もう何もしようもないというのが多分事

実なので、ただ屋外でおられるときは、できるだけ。  

○深井委員 

 頑丈な建物に入れとかはね。 

○折原協働まちづくり課長  

 頑丈な建物に入ってくださいとか、こういうところにいてもガラスが割れたりする

ので、もうちょっとない奥の方に行ってくださいとか、それぐらいの注意喚起といい

ますか、ぐらいのことをやっているというのが現状でして。 

○深井委員 

 新たな何かそのあれが脅威が迫られて、どうしたものかなあと。  

○安藤副区長 

 ここで部会、安全安心って防災と防犯で、北朝鮮問題というのは、どちらかという

と国防といいますか、要するに、戦争の世界なので。それはまあ、区政会議の趣旨と
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したらできるだけね、やはり、区民の皆さんに会議に参加していただいて、ご意見を

いただいて施策に反映するというのがそもそもの趣旨なので、まあ、そうですね。ち

ょっと今の段階では、ちょっと。  

 ただ、ご懸念は、もっともなことですのでね。 

○深井委員 

 今朝もミサイルうち込まれてＥＥＺに着水した言うて。何かだんだんややこしなっ

てきたな言うてね。何か、対岸の火事みたいなことにならへんやろうって。 

 「安心・安全やろう」って言うて、まあ、そりゃ、そういやそうやけど。 

○安藤副区長 

 広報の仕方とかね、その。 

○深井委員 

 まあ何かのところでそういうのを決めんと、心配事がしとるということで、何か政

府がどんどん情報も流してもらうとかね。  

○折原協働まちづくり課長  

 はいはい。 

○深井委員 

 そういうふうにしてもらったらと思うんやけど。実際問題、東京なんかやったら、

Ｊアラート鳴ったら、まあ一遍試験的に鉄道がとまりましたでしょう。大阪はそうい

うことは。この間、何かいろいろ各社によってとめる基準をというか、自分とこはこ

ういうふうなときはとめるとか、様子を見るとかいうので言うてはりましたけど。そ

れとこれとが連動するんかなと思ったんやけど。ちょっと違う感じだ。 

○古川部会長 

 皆さんが心配してね。みなお聞きはしているんですけどね。何かそういう国はやっ

てくれるかどうか。 

○深井委員 
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 それは、国がやるということは一番身近なのは市やから。  

○古川部会長 

 羽川さん何かあったら。 

○羽川委員 

 うちは避難訓練は６月の１１日と、１２月の３日に開催するというのを聞いている。 

○折原協働まちづくり課長  

 ああ、そうですね。はい。  

○羽川委員 

 するっていうのを聞いているんですけれども、うちはコスモと離れてましてね、コ

スモの例えば、こっちまで来る訓練、これ合理的なんかな。あっちは、あっちでちょ

っとしたほうが本当はいいのかなあなんてちらっと。無線でやりとりするとか聞いて

るんですけど。ちょっと物理的に何かあってこっちに来る間に、自分とこのほうにお

ったほうが安全かなと思ったり。だから、あっちはあっちでやるような、あっちの避

難訓練も支援するような形をとったほうがいいんかなと思っています。  

○折原協働まちづくり課長  

 はい。ありがとうございます。  

 さっき、ちょっと平成２９年度のというところで言うてましたね。各地域ごとのわ

がまち防災プランをつくっていただこうと思っています。それをもう完全に地域の特

性に合わせた形で、二つにするなら二つにするのでもいいし、もうほんまの地域の特

性に合わせた形でそういうのをつくっていく、始めるきっかけ、キックオフみたいな

感じで取組を始めていただきたいなというふうに思っているので、そこのところを地

域の中でいろいろご議論いただいて、その地域の特性に合った計画をつくっていただ

ければいいかなと思っていますので。ありがとうございます。  

○古川部会長 

 大分時間がまいりましたので避難所開設訓練とか運営訓練実施に際して防災リーダ
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ーさんの訓練を何回か何回か重ねていただいたら、開設訓練スムーズにいくと思うの

で。 

○折原協働まちづくり課長  

 ワークショップみたいなやつですね。  

○古川部会長 

 そしたら、次に、防犯について議論したいと思いますので、事務局さんお願いしま

す。 

○折原協働まちづくり課長  

 そうしましたら、次に、「安全に暮らせるまちづくり」というふうに書いてある方

のペーパー２枚を見ていただきたいと思います。  

 平成２８年度の運営方針のほうなのですけれども、目指すべき状態といたしまして

は、地域、警察等と連携して街頭犯罪抑止に向けた総合的な対策を行い、区民が安全

で安心して暮らせるまちづくりを推進するというふうな形で、状態とさせていただい

ています。 

 目標といたしましては、モニターアンケートで、安全・安心に暮らせる街であると

感じる区民の割合が８０％以上。以前より放置自転車が少なくなって通行しやすくな

ったということが８０％という形で、達成状況といたしましては、９５％。それから、

自転車の方は、実はこのアンケートがとれていなくて、放置自転車の台数が１０５台

ということで、前年度から９％減ったという形になっているところでございます。  

 具体的な内容でございますが、ここは二つに分けていまして、一つが、左側にあり

ます街頭での安全・安心なまちづくりは、いわゆる、防犯ということです。右側が、

放置自転車対策というふうな形になっております。  

 まず、左側のいわゆる防犯のところなのですけれども、取組の内容といたしまして

は、一つ目に、防犯カメラを設置していくと。二つ目に、自転車やいわゆる青パトに

よる防犯の巡回パトロールとなります。三つ目に、防犯出前講座を開催していってい
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ること。それから、四つ目に、これも同じような話なのですけれども、小学校区の下

校時間帯にパトロールを行うということ。それから、次の・で、インターフェース機

能でいろいろ意見を頂戴するということ。それから、最後に、こども１１０番の家を

広めるということでございます。  

 １個飛びまして取組の実績でございますが、防犯カメラにつきましては、つごう４

９台、区で２８台、それから、協議会からの寄附という形で８台、それから、市民局

が公園にということで１３台、つごう４９台の防犯カメラを設置いたしました。  

 それから、防犯の出前講座でございますが、これは２４回。それから、パトロール

は毎日巡視しているということと、こども１１０番の家も約１，０００軒ほどの登録

件数を今もっているという形になっています。  

 目標は、先ほど言いました安全・安心に暮らせるまちということで、８０％以上と

いう目標にしておりましたが、達成状況といたしましては、区民モニターアンケート

では６０．５％ということでございました。 

 これらの取組も重要なことであるというふうに認識しておりまして、引き続き、区

民に対して啓発の取組を行うという形で、広報紙とかホームページとかそういう形の

ものを利用していこうというふうに考えておるところであります。  

 右側の放置自転車対策でございますけれども、こちらのほうもサイクルサポーター

というのを玉出駅と住之江公園駅に配置して、放置自転車がないようにというふうな

啓発活動をしているところでございます。それらの取組ですけれども、玉出と住之江

公園でサイクルサポーターというふうな形の啓発員を配置いたしまして、啓発活動を

実施したところでございます。  

 目標達成状況でございますけれども、達成状況の欄にございますように、区内の駅

で放置自転車の台数が前年度実績から９％減ったという形になっております。放置自

転車の数的に言いますと、大阪全体の中で住之江区自身がこの前１００台ぐらいの数

になっていまして、これ非常に少ない、そもそもが少ない数というふうな形で、それ
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をさらに減らされたのかなあというふうに思っておるところでございます。  

 ただ、引き続き継続して建設局と連携しながら、同じようにサイクルサポーター的

な形で啓発活動を引き続きやっていこうというふうなことでございます。これ、平成

２９度も同じような取組を、今やっているところでございます。  

 次のページにいきまして、平成２９年度の運営方針でございますけれども、ここも

先ほどの防災のところと同じように、若干つくりを変えておりまして、一つが左側に

ありますように、街頭犯罪抑止に向けた継続的な取組ということと、もう一つのほう

が、防犯意識の向上に向けた啓発というふうな、啓発系と実際に我々がやるものと、

区民啓発というふうな大きく二つに分けております。  

 まず、左側の継続的にやる我々の取組といたしまして、公園や街灯での防犯カメラ

の設置というのをやっていこうというふうに思っております。  

 それから、これも継続なのですけれども、全開庁日に青パトとかで巡回パトロール、

地域の巡回パトロール、これは継続して実施していこうというふうに思っております。  

 それから、右側のところですけれども、防犯意識の向上というふうな形で出前講座、

去年より大分増やした形で取り組もうと思っておりますし、ホームページなり広報紙

なり、先ほどの防災と同じような感じなのですけれども、引き続き取り組んで広報の

充実をはかっていこうと思っております。  

 それから、あとひったくりの関係も、街頭犯罪の減少のためにひったくり防止カバ

ーの取りつけキャンペーンというふうな形で、我々が区役所が独自でやる分もありま

すし、今日も来ていただいておりますけれども、警察と一緒に連携しながらスーパー

で一緒にキャンペーン的なものをやったりとかいうふうな形で２２回を一応目標にし

ております。 

 あと、こども１１０番の家というのも充実させようという形で、こういうような先

ほどの防止キャンペーンみたいなときとかも含めて、日ごろそういうふうに「こうい

うのをやってくださいね。」というお願いを強化していこうというふうな形で平成２
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９年度は思っておるところでございます。  

 説明は以上です。 

○古川部会長 

 ありがとうございます。ただいまの事務局の説明について何かご意見ありましたら

よろしくお願いいたします。  

○小髙委員 

 街頭犯罪というのは、確かにカメラとか等々で非常に充実してきたと思うのですけ

れども、これ防犯の領域に入るのかどうかというのはちょっと確認しておきたいので

すけれども、ＳＮＳを使った犯罪、いわゆる、振り込め詐欺なり還付金詐欺。それか

ら、子供たちがよく今巻き込まれているというか、巻き込まれかけてるというか、Ｊ

ＫビジネスやとかＪＣビジネスへの誘いがＳＮＳを使って起こっているという、この

点については、これを防犯の領域で考えていいのか、その辺のところ。  

 確かに、街頭犯罪はぐんとね、犯罪自体も急激にどどどっと落ちてきているんやけ

ども、そこの中で、見えない部分で別の犯罪の仕方も起きていないのかなというのが。

ただ、実際ＳＮＳは犯罪として捉えられ方、それが犯罪になるのかというのも件数と

して上がってこないのかなというのが非常に懸念するんですけど、その辺どういうふ

うに考えていくのかというか。  

 警察の方もおられますので、その辺のところも防犯の領域に入っていくのかどうか

という確認をしておきたいなというふうに。 

○折原協働まちづくり課長  

 ちょっと後でまた警察の方に話を。  

 前段の振り込め詐欺とか特殊詐欺が、そもそも我々がもともと防犯でこれ組んでい

るのはいわゆる街頭犯罪７手口っていうふうなやつで、自転車盗とか車上狙いやとか

というふうなことがそもそものあれですので、そこ、今までは大分そこに大分力を入

れて、まさにこども１１０番なんかもそう、ひったくり防止カバーなんかもまさにそ
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ういうふうな形で取り組んでいまして。  

 ただ、申し上げる特殊詐欺みたいなやつは、この平成２６年、２７年、２８年と増

えているように、僕らも警察からも聞いたりもしているし、平成２９年度もまあまあ

数が出ているって聞いたのでまた後で話をしますというふうなことになっているので、

そこはちょっと今、警察と連携しながら、またとにかく警察と連携してさざんかでそ

ういうような振り込め詐欺に気をつけてみたいなやつをやったり。先ほど、防災出前

講座がありますけど、結局これのときでも、警察の人の前で言うのはあれかもしれな

いですけど、警察がやるべきことなのかもしれないんのですけども、我々としてもそ

ういうふうな地域のお年寄りとかが結構そういうふうに被害にあっているという話も

お伺いしているので、出前講座とかで僕らの職員が出向いていって、それこそふれあ

い喫茶の後でそんなふうなお話をさせていただいたりとかっていうふうな形で、それ

は６月号のさざんかなのですけれども、結構、僕らにしてみればこれだけ紙面をとる

というのはなかなか僕が広報の担当でこんな取れんやろな。これぐらいの大きさをと

って住警さんのあれと一緒になって区役所もできることをやっていこうかというふう

に思っていて、さっき言った出前講座とかもそういうような形で、結構、お年寄りの

方が多いらしいので、そういうふれあい喫茶やとか何かのときの機会をいただいて、

時間ちょっといただいていけるっていうような感じで。  

○古川部会長 

 警察の方もね、よく来られます。  

○折原協働まちづくり課長  

 はい。そうですね。 

○古川部会長 

 ちょっとした集会があったらね、呼んでくださいと。 

○折原協働まちづくり課長  

 はい。 
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○古川部会長 

 いつでも寄せてもうて、説明させてもらうよって。今は、還付金詐欺ですか。  

○折原協働まちづくり課長  

 そうですね。 

○古川部会長 

 めちゃくちゃ多くなっているということで。安立のほうでも、今年２件発生しかけ

たらしいです。 

○折原協働まちづくり課長  

 らしいですね。 

○古川部会長 

 それから、警察の方も大分・・・。  

○折原協働まちづくり課長  

 ちょっとせっかく来ていただいたので。  

 オブザーバー、オブザーバーに。 

○住之江警察署 福原 

 今聞きました、まさしく、いわゆる特殊詐欺がほんまに生活安全課だけじゃなくて、

警察全体がこれはもうどないかせなあかんという、当然、大阪のそういう重点犯罪の

中にも入っておりますので、おっしゃったように、ありとあらゆる機会を通じて、私

ども常に出向いて、私もよく言うのですけれども、私も受け身というのは物すごく嫌

いですので、とにかく攻めてくれて前へ出て、それこそどんな形でも人がよく集まっ

たらそういったことを、特殊詐欺であったり、その前に話も出ましたけれども、ひっ

たくりですね。昔はどちらかといったら、そういった会合へ行ったら「ひったくりに

気をつけてくださいね。」というように、「前かごにカバーをつけてください。」と

いうことを言うていたのですけれども、ちょっとだんだん世の中のそういった犯罪傾

向も変わってきて、ちょっとシフトが変わっているなと私自身も思います。  
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 数字的なものもちょっとあれですけれども、住之江区でも今の段階で２１件ですか

ね。去年よりは、去年は２件でしたので、この時期で。それがもう１９件ということ

で、それでまた被害額も５，５００万円なんですね。住之江区で、実際に被害にあわ

れている方が。 

 まあまあ当然、そこにいくまでにいろいろな業者がアポ電というのをかけてきてい

ると思うのですね。今こうやって言うたら、今やったら還付金返しますよとか、当然、

区役所の方を名乗ったりもろもろの手段でお金をだましとろうとやっていますので、

「そういったのは絶対気をつけてください。」、「もうＡＴＭなんかではお金は絶対

戻って来ませんよ。」という活動をほんまにいろいろなところで言わせていただいて

おりますので、そういうところでもちょっと気をつけていただけたらなとは思ってお

ります。 

 去年なんか５５億円ぐらいですかね、大阪府下でですね、それだけ被害にあわれて

います。当然、だましとったお金というのも戻って来ることはほぼほぼありませんの

で。 

○安藤副区長 

 金額で言うと、ひったくりどころではないんですよね。  

○住之江警察署 福原 

 違います。額はもう、はるかに大きいですね。  

○安藤副区長 

 それはやっぱりとても大事な話で。区としたら、防犯カメラでしたらつけたらええ

わけやけどね。あれなんですけど、これはなかなか人手がいる話なので、なかなか私

どもとしてもこれにかかりきってとかできひんですけれども、やはり、警察さんから

もぜひどうしてもこういうお知らせの場を設けるとか、それから、この前も署長から

じきじきにお電話もいただいて、このビラをできるだけ高齢者の方にじかに配ってい

きたいというような要請も受けまして、地域のネットワーク推進員にもお願いして、
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高齢者の方とかそういう方を重点的に啓発しながら回っていただいているというよう

なことは、地道にやっていっているところですね。  

○折原協働まちづくり課長  

 区役所としても、警察とタイアップしながらそういう形で進めていきたいなと。  

○深井委員 

 これは、町内会の掲示板とか何かにはるようなビラというのはあるの。  

○折原協働まちづくり課長  

 大丈夫ですよね。 

 あれもう、貼っていませんでしたかね。  

○住之江警察所 吉川 

 何枚か配らせてはもらっておりますが。  

○折原協働まちづくり課長  

 何か貼ってあるのは見たけど。 

○住之江警察署 吉川 

 一応、町会さんのほうに。 

○川井係長 

 確かに、４月の地域振興会の役員会で掲出依頼させていただいて。 

○安藤副区長 

 そこでも、そうですね。  

○折原協働まちづくり課長  

 そうですね。 

○住之江警察署 

 うちもまだありますね。こう貼っていただく。 

○小髙委員 

 還付金っていう名前にひっかかるんですね、お年寄りの方はね。  
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○深井委員 

 振り込め言うたらあかんけど、還付金言うたら。  

○折原協働まちづくり課長  

 そうですね。 

○深井委員 

 何か大阪人独特の。よう聞くんやけど、今まで振り込め言うたときの大阪のおばち

ゃんは物すごく強かったのにあれやけど、「もう返したる。」言うたらほいほいつい

ていくって。特性かなっていうか。  

○安藤副区長 

 これはね、やはり警察さんと連携して周知をはかっていく。今から、もうここには

啓発しかないので。 

○深井委員 

 実際問題、みんなは「わかってる、わかってる。」でふだんはワーッて言うてんね

んやけど、ついつい何か、向こうはプロでだますのがあれやから、うまいこと乗せる

んやろうけども、なかなか難しいですからね。 

○住之江警察署 福原 

 私も本当に久しぶりにあれどこですかね、大和川住宅かな久しぶりにこっちに来て

から話をさせていただく機会がありまして、うれしかったですけどうちもそういう話

をするのが好きなので。もう今おっしゃった、ほんまにほとんどの方が知ってはるわ

けですね。「何や、そんなん知ってますやんか。そんなの新聞見てますよ。」って見

てますよ。いろいろな講師来て「ええ、知っています。」ってみんな言われる。ただ、

やはり、さっきの、口はあいつらの方がうまい。わかっていてもぽっとこうかかって

くると頭の中真っ白になって、「えー、今日お金返ってくるの。私それは。」ってい

うことで無人のＡＴＭのほうに誘導されてしまいますね。  

○安藤副区長 
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 ＡＴＭところに警察の方もはっていただいたりとしていただいているんですよね。  

○深井委員 

 よく、来ていただいていますね、私のところに、うるさいなと思うけど。 

○住之江警察署 福原 

 そうですね。うちもほんまにこの５月から見られたかと思うのですけど、何カ所か

警察官がべったりはり込みついてるんですよ。多分、見られたこともあると思います

けれども。 

○深井委員 

 今日はもうずっと一日、「振り込みですか。」とか確認して。ああいうのご苦労や

な言うて、うちのも言うてたけども。ほんまにべったり。そういうとこがあるんかな。 

○小髙委員 

 今も振り込め詐欺っていうか、還付金詐欺にしてもね、お年寄り自分でやって、そ

れでやっぱり、「そんなん、おうたよ。」何ていうのは、発信するのがすごく嫌な感

じで受け取られる。だから、潜在的にも金額が小さかったら、潜在的や思っているか

なというのも一つ。 

 「知っている、知っている。」ってみんな言うてんねんけど、「知っている。」言

うた後にすぐひっかかっているケースが。  

○小髙委員 

 もうぎりぎりに、あのときあっといわれたらやはり混乱するっていうか、やはり混

乱するんでしょうね。それで、すぐやってしまうような話もちらっと聞いたことがあ

るので、その辺、実際どうなのかなと。今、団が大きくて周りが騒いで初めてこうい

う、そんなイメージをもっているんですけど。その辺というのが、何か非常に、何か

犯罪がどんどん潜在化しているんだと思っていますけど。  

○古川部会長 

 ちょっと話変わってくるんですけど、登校、子供、小学校見守りの隊員とかなんで
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すけどね。まあ、自動車で右折・左折しはるときに、まだ携帯でやりながら曲がられ

て危ない目にあうというのはたくさん聞くんです。それは、交通量の多いところで、

うちらで言うたら北島の信号から東に入った南海の高架の下の交差点なんですけどね。

信号ない、いや信号あります。高架の西側の通学路のそこでいつも見守っていただい

ている方が「危ない、危ない。」言うて、もう「携帯かけて、左折する。」と、そう

いうのをちょっと警察の方がおられたときなんか、交通安全週間のときなんかはちょ

っと少なくて危なくないのですけど、ちょっとおられなかったら、もうそういうの

「ちょっと心配やな。」いう話はあるんですけど。皆さん、どこかでも見守り隊の方

が亡くなられたときもありましたね。それがちょっと心配。  

 見守りしている、してたら、ご父兄の方から「ちょっとした離れたところで、若い

兄ちゃんとかがちょっとおかしい人が歩いてんねん。」いうことで、何回か毎日毎日

そういう方を見るという連絡があったら、うちらもみんな見守りの方がそこへ行って

ちょっと見ていただいてね、大分注意していただいて。仕事の行くのに待ってはる人

やとか、報告は受けて、そういうことで見守りはしていただいているんです。ちょっ

と見守りのことも書いていただいて。特集、何でもいいから。 

○折原協働まちづくり課長  

 我々も青パトとか自転車とかで地域を回らせていただいているので、もしそういう

のがあったよとかいうのがあったら、我々職員に情報を入れていただくなりしていた

だいたら、重点的にまた見るとかいうこともできますので。  

○深井委員 

 何か事故防止についてちょっと警察の方にお伺いしたいので、信号の時間の設定と

いうか、大きな交差点で左折の巻き込み事故で、普通よく聞くのは、「何であの大き

なところで人と車と分離したところと、やっていないところがある。」と。その辺、

何か基準みたいなものがあるのかなあ。しょっちゅう、例えば、南加賀屋４丁目です

か、あそこの交差点、大きいあれがあるんですけど、そこそこ大きいところなんです
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けど、何て言うかな、右折はないんですけど、左折のときの自転車との衝突やなんか、

巻き込みとかいうのが多いような気がするので、あれ何で人を先とめてから車進行さ

せて。 

○古川部会長 

 そうなっていると思いますよ。  

○深井委員 

 いや。 

○古川部会長 

 歩道のはそうなっていてもね、通る人がおるんですよ。車が。  

○深井委員 

 何かその辺の基準というか、何かあるんかなあと。  

○住之江警察 福原 

 例えば、交差点の大きさとか何かそんなので。  

○深井委員 

 交通量とか。 

○住之江警察署 福原 

 歩者分離っていうんですかね。 

○深井委員 

 ああ、そうそう。 

○住之江警察署 福原 

 ああ、そこらはどう。 

○深井委員 

 あれをどんどん進めてもうたら、もっと巻き込み事故が減るん違うかなあというの

は。何で人をとめてから、車してくれんのや言うて。  

○住之江警察署 福原 



－32－ 

 確かに、それありますね。それ例えば、残っているのが。  

○深井委員 

 まあ、それはその車の待つ時間が若干長くなるのか。そうやけど、左折しようと思

ったら、横断歩道あったらそれ待つとこよりかそれをとめたほうが人が全部わたって

からするのんとやったら、すぐ曲がるから結構渋滞するのが解消するんちゃうか、よ

う聞くんですけどね。 

○古川部会長 

 新北島、そないなっていると思います。  

○深井委員 

 あの、南加賀屋４丁目で 

○古川部会長 

 それは、あっこの新北島交差点は、歩道はちょっと待ってから。  

○深井委員 

 阪堺大橋からも下りてくるやんか。 

○住之江警察 福原 

 阪堺大橋からですか、おりてきたあそこですかね。  

○事務局 

 ライフのところですかね。 

○深井委員 

 そうそうそうそう。 

○事務局 

 あっこはなってないですかね。歩車分離には 

○深井委員 

 なってないと思うんや。あそこがね、結構多いんですけど、何か。しょちゅうあそ

こパトカーが来て。 
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○事務局 

 あっちはなってますよね。北加賀屋なりましたよね。 

○古川部会長 

 北加賀屋いろんな車線の。 

○深井委員 

 北加賀屋やわ。歩道橋を撤去して、あれ信号のシステム変わりましたね。だから、

まあ。 

○事務局 

 歩車分離なりましたよね。 

○深井委員 

 そやから、ああいうふうにね、何か人通りと車の多いところ、何か基準があるんか

いな。それは。 

○住之江警察 吉川 

 基本的に、交通課の交通規制係というところが管内の標識であったり道路交通規則

というのを管理をしているのですけれども、やはり、時代に沿って、例えば、大きい

ショッピングセンターができたからここ交通量ががっと増えたと。それやのに、いま

だにここは点滅信号ですかというようなのは、やはり、時代に沿っていないので、そ

ういったご要望を交通課の方が一般の区民の方からの意見として受けて、それで見直

すというのはもうその時々に応じてやってはいます。こんな広い、例えば、交通量が

とっても車が少なかった時代に一方通行にしていて、今、すごく交通量が増えている

のに、これ対面通行にしないとまずいじゃないのというような要望とかもいろいろ受

けて、例えば、極端な話、標識を撤去したりだとかというようなことも、やはり時代

に応じてやっていますので、そういった区民の方の意見というのも、交通課の方では

逐一受けて、それで必要があればそういった信号の間隔を見直したりというようなこ

とも、各部署それぞれやっています。  
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○深井委員 

 例えば、それ見ても出てたらちゃんと、町会長なり何か集約して、それから。  

○住之江警察 吉川 

 そうですね。もう直接見ていただいて、交通の。  

○折原協働まちづくり課長  

 相談させてもうたらいいんですか。  

○住之江警察 吉川 

 そうですね。相談していただいたら、もしかしたらちょっと回答次第で、例えば、

「こういった案件があってここはこういうあり方なのですよ、規制なのですよ。」と

ご説明になるかもしれませんし、そういった意見があるのだったら、ちょっと、どう

しても警察署だけやと決められないので、やはり、公安委員会とかそのあたりのとこ

とも話も通して、初めて規制というのは変えられるものなので、対応はさせていただ

けると思います。 

○深井委員 

 それと、同じ悩みで、それのもう一つ北側かな、あれ。エネオスのあれは、あると

ころの、あれ南加賀屋３丁目になるのかな。あそこは一方通行で西の方へ入っていく

ところがあるんですけど、右折の信号の時間が物すごく短いので。  

○住之江警察 吉川 

 ああ。そういうもの十分ありますね、この時代。  

○安藤副区長 

 個別の案件はまた。多分、基準なんてないですね。一つの基準というのは。  

○住之江警察 吉川 

 ずっと昔からの規制を、やはり、問題ない限りは続けていくのですけれども、先ほ

ど言ったように、やはり、時代時代に応じた規制というのがどうしても必要になって

きますので。 
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○安藤副区長 

 僕も素人ですから余り前後見えません。渋滞が起きたりとかいろいろ微妙なところ

が結構、やはりあるんですね。  

○深井委員 

 大きな車両も入って行くんやけど、もう時間いっぱいかな。 

○古川部会長 

 それで、放置自転車なんかはどんなもんでしょうね。  

○深井委員 

 放置自転車は、何か余り、余りというか、今お話もあったように、監視員というか

整備されてしている方の努力であれやと思うので。  

○古川部会長 

 ただ、大きなマンションなんかでね、自転車をたくさん置いておられて、道路から

大分はみ出ているマンションもあるのをよく聞くのですけれども。そういうのは、川

井さんに言うたら注意してやってもらえるんかな。 

○事務局 

 個別におっしゃっていただいたら、その状況を見させていただいて、建設局の方が

所管されていますので、撤去につきましては。そんなお話をさせていただきます。  

○古川部会長 

 ただ、管理会社には言うんですけどね。２週間でも一カ月でもやはり何かはって動

いていない車があったら撤去しますいうのを言うてくれいうのは言うのですけどね。

なかなか言うてくれませんので、警察からちょっと言うてもらうか、川井さんからで

も、役所からの方からも。  

○事務局 

 それはもう、個別に言っていただきましたら、警察さんとか建設局さんと。 

○安藤副区長 
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 建設局かな。 

○事務局 

 建設局さんとも個別に調整させていただいて、対応させていただきますので。  

○田林委員 

 その件で、具体的に我々玉出の交差点があります。それから、西へちょっと粉浜西

１丁目なんですけれども、そこへ６０台毎日とめられていたんです、自転車を。それ

を区役所の甘利さんと、それから浜上さんと非常にやっていただきまして、ちょうど

去年の９月に毎日僕ら数を勘定したわけです。６０台、平均で。それが、１２月の３

０日にぴたっととなくなったんですよ。  

○折原協働まちづくり課長  

 ふーん。 

○田林委員 

 これ本当によく動いてくれてね、若かった甘利さんとか、啓発の看板を持って来て

いただいて、今それを１本立ててあるんですけれども、一度もとまらないです。効果

があって喜んでいます。ありがとうございました。  

○折原協働まちづくり課長  

 甘利によう言うときます。 

○田林委員 

 はい。上の浜上さんかね、おっしゃってね。ありがとうございます。よくやってく

れました。効果ありました。 

○古川部会長 

 予定としている時間になりましたが何か。 

○深井委員 

 防犯カメラも増やしていただいて、公園なんかもついているようで、「ここはつい

ているなあ。」言うて喜んでくれているお母さん方もおったり。 
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○折原協働まちづくり課長  

 ありがとうございます。  

○深井委員 

 これから、どんどんようなっていくんかなあと思うので、積極的にまた増やしてい

ただいたらと思いますけど。子供連れの小さいお子さんを連れてきているお母さん方

が一番喜んでいるみたいなのです。  

○折原協働まちづくり課長  

 ああ。 

○古川部会長  

 時間も来ましたのでこれで終了してよろしいでしょうか。  

 会議の冒頭で申し上げましたが、本日の会議は、防災・防犯の取組にかかる区の運

営方針についてご議論いただきました。６月に開催予定の全体会議で情報共有をはか

ることとしております。 

 事務局にお願いいたします。今日の議論の内容を整理していただき、全体会で報告

できるよう、資料の取りまとめをお願いしたいと思います。  

 本日予定しておりました議題は以上でございますので、部会を終了したいと思いま

す。議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。  

 最後に、事務局から何かありましたらお願いいたします。 

○中山課長代理 

 古川部会長様、大変ありがとうございました。  

 本日は、長時間にわたりまして熱心にご論議いただきましてありがとうございます。

これで、住之江区区政会議安全・安心部会のほうを閉会してまいりたいと思います。  

 また、６月に全体会がありますけれども、どうかよろしくお願いいたします。  

 どうもありがとうございました。  


