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平成２９年度 住之江区区政会議 

第３回 安全・安心部会 会議録 

 

○事務局 中山課長代理 

 こんばんは。 

 では、ちょっとお１人の方遅れられているみたいなんですけども、定刻来ましたの

で、ただいまから部会のほう始めさせていただきたいというふうに思っています。  

 私ですね、事務局のほうでこの部会を担当させてもらっています、協働まちづくり

課のほうで危機管理担当をやっています課長代理の中山と言いますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、委員会の皆様方におかれましては、いろいろな場面で区政に

対しましてご支援あるいはご協力いただきまして、まことにありがとうございます。  

 本日の会議なんですけども、住之江区の防災計画というのを改訂してまいりたいと

いうふうに考えております。これに関しまして、またご意見等いただければというふ

うに思っておりますのでよろしくお願いいたします。  

 当区としましては、平成２５年に策定いたしました、ちょっとお手元には、まあご

っついもので印刷した分置かせてもらってないんですけれども、市民防災マニュアル

というのを、すみません、住之江区防災プランというのをつくっておりました。それ

はいろいろなものをまとめてつくっていたのでかなり分厚いやつになっておりました。

それを今回ですね、ちょっと整理と言ったらおかしいんですけれども、させていただ

く、それとともに東日本大震災あるいは熊本の地震が起こったと、そのときにいろい

ろなことが起こってきていますので、そういった要素も加味をしながら、一つは今回

諮らせていただきたい住之江区の防災計画というのと、市民防災マニュアルあるいは

住之江区の防災マップ、これから皆さんの地域の方で今後つくっていただこうという

ふうに考えておりますわがまち防災プラン、地域の防災プランですね、地域ごとの防
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災計画というのを入れて４つの柱に分けてやっていきたいというふうに考えています。

それの第一歩と言ったら怒られますけれども、一つ目の計画を改訂してまいりたいと

いうふうに考えております。  

 今回、お手元には今ごっついやつになっていますけども、住之江区の防災計画の

（案）につきましては、今後のパブリックコメント等にかけさせていただいて、また

最終的にそのパブリックコメントこんなのが出ましたよというようなご意見も次回の

部会のときにはご紹介をさせてもらいながら策定させてただけたらというふうに思っ

ておりますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 本日の開催なんですけれども、一応、１時間、２０時というのをひとつの目途に考

えておりますので、どうかスムーズな議事、進行にご協力いただけたらというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

 なお、今回の会議につきましては、個人情報等、特に非公開の情報がありませんの

で、この会議を公開という形でさせていただきたいというふうに思っておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。  

 そうしましたら、すみません、今回このメンバーでやるのが初めての部会というこ

ともありますので大変申しわけないのですけども、自己紹介という形でしていただけ

ればというふうに思っています。前回、ちょっと委員長に選出していただきました古

川様のほうよりちょっと一回りという形でさせていただけたらと思いますので、どう

かよろしくお願いいたします。  

○古川部会長 

 安立地区の古川です。どうぞよろしくお願いいたします。  

○三木委員 

 私、住之江の三木でございます。神戸大学の海事科学部のほうで今非常勤講師です

けれど、海事社会学を学生さんに教えさせていただいております。よろしくお願いい

たします。 
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○深井委員 

 新北島地域からまいりました深井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○西委員 

 南港北から来ております、西といいます。よろしくお願いします。 

○田林委員 

 粉浜地区の田林と申します。よろしくお願いします。  

○事務局 中山課長代理 

 そうしたら、すみません。あと事務局のところで、ちょっと一言ずつ。  

○事務局 安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○事務局 折原課長 

 協働まちづくり課長折原と申します。よろしくお願いいたします。  

○事務局 尾田課長 

 区政会議の事務局をしております尾田でございます。いつもお世話になっておりま

す。 

○事務局 林係長 

 防災担当係の林と申します。よろしくお願いいたします。  

○事務局 

 よろしくお願いします。  

○事務局 中山課長代理 

 最後になりますけど、オブザーバーという形で住之江警察の吉川警部補さん、来て

いただいております。 

○住之江警察署 吉川警部補 

 吉川です。よろしくお願いします。  

○事務局 中山課長代理 
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 あと、オブザーバーでもう一つ、消防のほうにもお声かけさせてもらっているんで

すけれど、ちょっと年末ということでちょっといろいろあってですね、今回欠席とい

うことでよろしくお願いしたいというふうでございましたので、よろしくお願いいた

します。 

 ではですね、会議を進めさせていただきたいと思います。お手元に資料が大変いろ

いろあるかというふうに思いますので、資料のほうご確認だけということでお願いを

したいと思います。 

 一つ目はですね、住之江区の地域防災計画の概要というＡ３のカラー刷りですけれ

ど、横になっているものが一つ、１枚目にあろうかと思います。その後ろに、住之江

区防災プラン・大阪市地域防災計画との比較ということでＡ４版のですね、縦のやつ

がホッチキス留めのものがあると思います。その後ろにすみませんが、ごっつい形に

なっているんですけれども、住之江区地域防災計画の震災対策と、震災対策編という

のがあると思います。その後ろに同じく住之江区防災計画の風水害等対策編というも

のがあると思います。その後ろに、カラー刷りでちょっとまだ何もないような、○○

地区というふうに書いているようなものがあります。これあくまでも、大阪市で策定

をしました、あくまでもマニュアルと言ったらおかしいんですけど、デザインの、こ

んなんどうやというやつやというふうに思っていただければというふうに思うんです

けれども、○○地区防災計画というものが、カラー刷りのものがあるかと思います。

その後ろに住之江区の防災マップ、それと市民防災マニュアルという冊子がついてい

るかと思います。以上、７つあると思うんですけれども、抜け落ち等ございませんで

しょうか。いけますでしょうか。そうしましたら、すみませんが、部会のほう入って

まいりたいというふうに思います。  

 会議の議事進行につきましては、部会長にお願いをしたいというふうに思いますの

で、古川委員、すみません、部会長のほうよろしくお願いいたします。  

○古川部会長 
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 それでは、部会の議事を進めたいと思います。  

 部会長の古川でございます。よろしくお願いいたします。  

 このメンバーで開催する最初の部会です。本日も協力、よろしくお願い申し上げま

す。 

 本日は、事務局から説明がありましたとおり、住之江区地域防災計画（案）につい

てご意見をいただくこととなっております。会議は２０時までの１時間とのことでご

ざいます。皆様の貴重なお時間をいただいておりますので活発なご意見をいただき、

内容の濃い会議となりますようご協力、よろしくお願い申し上げます。  

 それでは、事務局さんからご説明、よろしくお願いいたします。  

○事務局 折原課長 

 折原でございます。 

 そうしましたら、Ａ４の横の概要みたいなこの表とかを見ていただきたいと思いま

す。 

 大阪市の防災計画のまず立て方なんですけれども、真ん中下段にあります黄色いと

ころなんですけれども、まず大阪市全体の防災計画というのがございまして、これの

下に各区役所でつくる住之江区地域防災計画というのがございます。この下に各地区

の地区ごと、大体おおむね小学校単位、連合単位でつくっていただこうというふうな

形なんですけれども、各地区の防災計画というふうな形で、大きなところからもう順

におりてくるというよう、そういうつくりをしております。今回は、この住之江区、

真ん中の住之江区の地区防災計画というものにつきまして、これ区役所でつくるもの

なんですけれども、行政のほうでつくるものなんですけれども、これにつきまして案

ができあがりましたので、皆様のご意見を頂戴したいというふうに考えているところ

でございます。ちょっと、その右側のところに改訂スケジュールというふうなところ

が書いてあるんですけれども、改訂のスケジュールといたしましては、この今日のこ

の区政会議、部会①と表現していますけれども、この部会の区政会議、部会の中でご
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意見を頂戴するとともに、１２月の末、来週ぐらいを目途にパブリックコメント、広

く区民、市民の方に案をお示しして、何かご意見ございませんかというふうな形でパ

ブリックコメントをやろうと思っています。大体イメージ的にはパブリックコメント

大体１カ月、１月の終わりぐらい下旬ぐらいの期間を設けましてご意見を頂戴して、

また区政会議、今日のご議論であるとか、パブリックコメントのご意見であるとかと

いうものをもう一回反映させて、２月に改めてこの部会のほうでまたご議論、ご意見

いただこうかなというふうに思っています。それで最後、３月の区政会議全大会で情

報共有しながら、区役所のほうで内部決裁といいますか、内部決定をいたしまして、

３月ないし４月、来年、今年度末ないしは来年度あたまぐらいに成案にして公表とい

うかいうふうな形をしようかなというふうなスケジュールでやろうと思っております。

よろしくお願いいたします。  

 今回の話なんですけれども、申し上げましたように区の防災計画をつくるというこ

とで、左側の縦のほうにありますように平成２５年の３月に住之江区防災プランとい

うのをつくっております。つくり方自身は、自助プラン、共助プラン、公助プランと

いうふうなこういうふうな大きな分け方をしておりますが、いろいろなものがてんこ

盛りになっておるようなプランでございました。ということですので、先ほど事務局

のほうからも話ありましたようにちょっと中身を整理しようということで、一つはそ

この中に入っている市民防災マニュアル、今、今日お配りしているこの市民防災マニ

ュアルというのがございまして、これ２７年８月にこれはオール大阪でつくっている

やつなんですけど、ここは市民広報とかって言いますか、わかりやすい内容の形をこ

ういうふうな冊子ができておりますので、以前２５年につくったやつから抜き出して

プラスアルファみたいな形で、こいつが今できているというふうな状況になっており

ます。 

 それとあと、住之江区防災マップこの大きいやつですね。これで以前は２５年のプ

ランの中にもこんなようなやつが入っておったんですけども、これも抜き出したよう
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な形で毎年、昨年度から年に１回更新をしていってつくっているということです。流

れ的には、津波避難ビルの場所であるとか、災害時避難所の場所であるとかそれから

公園ですね、一時避難場所になる公園、広域避難場所になる公園等を示しているもの

でございまして、津波避難ビルとか増えたりいうふうな形になっておりまして、毎年

１回更新するというふうな形をしております。考え方をしております。  

 それともう１個は、わがまち防災プランとかいう呼び方をしているんですが、各小

学校おおむね小学校単位でつくっている地区防災計画というのを今後ちょっとつくっ

ていっていただこうと、これはちょっとこの資料にありますように未作成というふう

な形なんですけれども、やっていただこうと思っています。皆さんご承知のとおり、

今各地域では、避難所の開設運営訓練というのをこの２、３年ぐらい前から各地域、

いろいろご協力いただきながらやっていただいておるんですけれども、そういうふう

な訓練の内容とか活かしながら、この防災計画をつくるというふうな形で着手してい

っていただこうというふうに思っております。ですから、２５年３月の防災プランか

ら、今申し上げました市民防災マニュアル、防災マップ、地区防災計画というのを除

いた分を今度、住之江区地域防災計画という改訂版にもっていこうというふうな考え

でございます。 

 それから、資料の真ん中、中段のところに書いていますように、この２５年３月か

らこの３０年に向けて、５年ほどたっているんですけれども、この間にいろいろなこ

とがありましたりしまして、大阪市の地域防災計画というのが２６年１０月に改正さ

れております。これは、南海トラフとかの被害想定とかというふうな、すみません、

東日本大震災の教訓とそれから南海トラフ地震の被害想定というふうに変更になった

りしておりますので、ここは大きく変わっている内容となっております。  

 それから、大阪市のほうも防災減災条例というのを、これ、条例の例が抜けていま

すけど、条例というのをつくらせていただいて、市民、事業者、行政の責務とか役割

とかを明確にしたりして、それから２７年から、これ熊本地震でいろいろ大阪市もお



 

－8－ 

手伝いに行かせていただいたりしたんですけども、そのときにいった教訓とかを活か

して、避難場所とか、避難所の安全性云々につきまして検証したりもしております。  

 それからこれ今ちょうどまさに、大阪市のほうの防災計画というのも、今まさに改

正の手続をしているところなんですけれども、ここに書いていますように熊本地震だ

とか台風だとか、それから災害対策基本とかこう変わっている内容を加味した市の防

災計画というのは変わっておりますので、この辺の内容も加味して２５年の防災プラ

ンに加味して、今年度防災プランをつくろうというふうな形で考えているところでご

ざいます。 

 そういうふうな形で右側のほういきますけども、地区防災計画の改訂という形にな

っておりまして、考え方といたしましてはその大阪市の防災計画、この２９年度中に

改訂予定のこの防災計画に基づきまして、我々住之江区の地域特性とかを踏まえて、

下に書いています１、２、３、①、②、③ありますように防災対策の充実であるとか、

自助、共助の取り組みの促進であるとか、避難体制の充実であるとかというふうなそ

ういうふうなことを加味しましてつくっていこうというふうな形で考えております。

ですから、内容的にちょっと２５年のときにまだ薄かったようなところについて、い

ろいろな教訓だとか、いろいろな計画とか変わっているところを加味して、新た

に・・・でもしてつくり直そうというふうな形で考えております。改正の考え方とい

うか、概念はそういうふうな形になっております。ここ今度は、具体的なこの防災計

画の中身でございますが、中身につきましては担当のもの係長のほうからご説明させ

てもらいます。 

○事務局 林係長 

 林です。ちょっと後ろからすみません、座って失礼させていただきます。 

 地域防災計画のほうと、企画というこのホッチキス留めの分を見ていただきたいん

ですけれども、ばっと皆さんにごらんいただきながら、変更点とかをこのホッチキス

どめのほうで紹介させていただきたいと思います。  
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 第１節、計画の方針１－１ということで、計画の目的なんですけれども、この計画

というのは、市の地域防災計画に基づきまして作成する住之江区役所が作成する計画

でございまして、災害予防とか、災害要求対策に関する事項を定めることによりまし

て、区民等及び事業者による自主防災活動との連携、支援を行っていただきまして、

防災活動の総合的、計画的、かつ効果的な実施を図り、区民等及び事業者の生命、身

体、財産を保護することを目的としております。計画の目的、１－１はそれになりま

す。 

 １－２の基本理念なんですけれども、災害対策基本法に基づきまして、災害時の被

害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」という考え方をこの防災の基本理念

としております。 

 １－３の地区防災計画なんですけれども、各地域の区民及び事業者が当該地域にお

ける自発的な防災活動計画を作成するというのが、地区防災計画になってきます。  

 １－４用語等の定義につきましては、１ページ、真ん中より下のほうにこの計画で

用いております用語等を定義しております。  

 ２ページ目にいきまして、１－５法冷等の整合ということころなんですけれども、

この計画というのは、大阪市地域防災計画、１個上の計画ですね、大阪市の地域防災

計画と一体になったものであり、この計画に定めのない事項は大阪市地域防災計画に

準ずるということで記載させていただいております。  

 １－６計画の修正、この計画につきましては、常に検討を加え、必要があるときは

修正を行うということにしております。  

 １－７計画の習熟及び推進というところなんですけれども、所属職員に対しまして、

所属職員の習熟、災害への対応能力をこの計画の習熟、対応能力を高めるものとする

ということにしております。  

 １－８計画の進捗状況につきまして、区役所は計画の進捗状況を把握するというこ

とになっております。 
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 第２節、区域の概況のところなんですけれども、地勢につきましてはそこにありま

すように、北を木津川、南を大和川が流れて、水に囲まれた地盤が低い地域が多いと

いうことで紹介しております。  

 ２－２の住之江区に影響を与える地震というところなんですけれども、３ページの

海溝型地震、４ページの内陸型地震それぞれ地震の特徴というのを記載しております。 

 ３節にいきまして３－１災害想定、被害想定、先ほど言いました海溝型地震、内陸

型地震の震度でありますとか、液状化の状況でありますとか、津波の高さ、到達時間

といった津波の想定、あと特に津波の浸水の想定というのを７ページのほうに載せさ

せていただいております。これというのは、これは平成２５年の１０月に大阪府が南

海トラフ巨大地震の災害対策等検討部会資料というのを出しておりまして、２５年の

情報になりますので、以前の住之江区防災プランから比べまして、内容を変更してい

るということで、こちらのほうにホッチキスどめ用紙のところに防災プランの欄変更、

浸水想定の変更ということで書かせていただいております。防災プランからこちらの

ほうは変更になっております。  

 ４節につきましては、９ページなんですけれども、こちらのほう区民等の４－１で

区民等の責務・役割、４－２で事業者の責務・役割、４－３で区役所の責務・役割と

いうのを書かせていただいております。  

 ４－１は区民等の責務・役割で、区民等は、自助・共助の考え方に基づいて、自分

の施設とか、設備の災害に対する安全性の確保、防災・減災に関する知識の習得、み

ずから災害に備えるための手段を講じていただきたいということを書かせていただい

ております。と、自主防災組織等による相互の協力体制のもと防災・減災に積極的に

協力するように努めてくださいという内容になっております。  

 ４－２、４－３はそれぞれ先ほど言いました区民等の責務・役割の事業者の分、区

役所の分になっております。こちらの４－２、４－３につきましては、防災プラン、

平成２５年の３月の住之江区防災プランから新たに新規で書かせていただいている部
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分になっております。 

 区役所の責務につきましては、区役所の災害要項に係る事項でありますとか、災害

応急対策に係る事項というのを記載しております。  

 １０ページのほうから第２部になりまして、第２部災害予防・応急対策という項に

なってまいります。 

 第１章は活動体制ということで、災害応急対策時の組織体制、区役所の組織体制を

書かせていただいております。  

 １－１、１０ページの１－１は災害対策本部、１１ページの１－２では災害対策緊

急本部、１２ページの災害対策警戒本部では、それぞれ災害対策本部、災害対策緊急

本部、災害対策警戒本部のことを書かせていただいてます。それぞれの設置基準であ

りますとか、組織のことを書かせていただいております。こちらにつきましても、こ

の比較を見ていただきますと、災害対策本部につきましては、遺体対応班というのを

新たに設置しております。ですので、変更という形になっております。こちらの内容

につきましては、市の防災計画には遺体対応班、住之江区独自の遺体対応班というの

は記載ないのですけども、この区の防災計画のほうには拡充ということで、遺体対応

班設置というのを書かせていただいております。  

 １－２災害対策緊急本部、１－３災害対策警戒本部につきましても新規の事項にな

っております。防災プランに比べて新規の事項になっております。  

 別表１－１と１－２というのがございまして、住之江区災害対策本部の班別の分掌

の業務を書かせていただいている分なんですけれども、こちらのほうは住之江区独自

で、初期初動からおおむね３日までと、あとおおむね３日以降の分で分掌業務の編成

を変えております。災害のそれぞれの時間経過、フェーズに応じた分掌事務にしてお

ります。防災プランに比べてこちら拡充している部分になっております。特に、３日

以降につきましては、例えば義援金の受け付けとかというのは３日以降に発生する業

務でありますので、初期初動からおおむね３日までについては義援金のことについて
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は書いていないですし、罹災証明、その他被災証明の発行とかというのも後々の業務

になってきますので、そういった分掌業務を分けて書かせていただいている状況です。 

 １５ページの動員体制についてなんですけれども、２－１で動員基準、職員の動員

の基準を書かせていただいています。  

 ２－２で動員、時間外における参集の基準でありますとか、震度別の動員のこと、

あと１６ページで動員の指令でありますとか、動員の伝達について記載しております。 

 １７ページで、３節の防災活動体制の整備についてなんですけども、３－１区災害

対策本部運用計画の強化ということで、必要資機材、災害対応に必要な必要資機材の

マニュアル、資機材でありますとか、マニュアルの常備をするということを書いてお

ります。 

 ３－２初期初動体制の強化ということで、区長に代わって意思決定を行うことがで

きる代行者を指定したり、直近参集体制の拡充に努めるということを書いております。  

 ４節災害情報の収集・伝達なんですけれども、災害情報の収集・伝達の実施体制で

ありますとか、情報収集体制の確立というのを書いております。収集すべき情報につ

きましては、収集の方法なんですけれども、１８ページです、自主防災組織等の協力

を得て収集をする、特に、これは防災プランと比べて特に新規の記載になるんですけ

れども、職員が参集してくるまでの間も、職員は情報の収集をしなさいということで

書いておりまして、防災プランと比べて新規の情報になっております。  

 あと収集すべき情報で、災害発生時の情報の最も必要とする情報であるという災害

発生時の情報、事態がある程度落ちついた段階で扱われる情報ということで、被害情

報という項目を記載しております。 

 ５節、１９ページになります。通信の整備ということで、５－１無線通信、危機管

理室のほうからＭＣＡ無線であるとか、ソーシャルネットワークサービス、ＳＮＳで

すねとか、衛星電話とか危機管理室のほうから提供されているもののほかに、住之江

区独自に無線、トランシーバーというのを購入いたしまして、情報伝達の多様化とい
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うのに取り組んでおります。こちらの項目というのは、市の防災計画からの拡充の事

項になっております。 

 ５－２情報の優先順位というところなんですけれども、第１順位、第２順位、第３

順位ということで、第１順位は人命救助に必要な情報、被害の拡大防止に必要な情報、

第２順位で生命の維持に必要な情報、救助活動に必要な情報、第３順位で生活再建に

関する情報とか、災害復旧に関する情報、情報の順位づけを行っております。  

 ２０ページの第２章の第６節にまいります。自主防災活動ということで、基本、区

民等が自分たちの地域は自分で守るという防災意識を持っていただきながら、地域の

人々が互いに協力し合い、助け合い、行動できるよう、自主防災組織の育成を図ると

いうことにしております。  

 ６－１で自主防災組織の活動、自主防災組織の体制の確立とそのときの平常時の行

動、災害時の行動というのを記載しております。  

 ６－２から６－７まで、右の２１ページの６－７までなんですけれども、地域防災

リーダーのことを書かせていただいておりまして、地域防災リーダーの役割を明確化

するとともに、防災プランに比べてこちらの分は変更になっております。  

 ２２ページのほうにまいります。第７節、７－１なんですけれども、自主防災組織、

自主防災体制について、自主防災組織の班の紹介をしております。  

 第８節ボランティアということで、平成２９年３月に住之江区社会福祉協議会のほ

うとボランティアセンターの運営について協定を結んでおりますので、それで協定を

結んだことによりまして、住之江区社会福祉協議会、ボランティアセンターの役割の

明確化というのを図りまして、こちらのほうが防災プランに比べて変更の内容となっ

ております。 

 ２４ページ、第３章にまいります。災害広報についてなんですけれども、広報の体

制つきましては、同報系無線等を使用して広報を行うということと、広報の内容につ

きましては、災害情報、生活関連情報、救援措置情報の広報を行うということにして
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おります。 

 ９－３緊急広報、一般広報、災害記録等の作成というのを紹介をしております。  

 ２６ページのほう、４章になります。避難対策ということで、地域特性を考慮した

避難誘導体制の整備に努めるために防災訓練の実施でありますとか、防災マップの作

成・配布等行っております。その他、避難行動要支援者の誘導につきましては、自主

防災組織ほか、関係機関と連携した体制づくりを図ることとしております。避難の誘

導、避難の開始でありますとか、避難の誘導の仕方について記載しております。  

 ２７ページ、１０－２、津波からの避難対策というところなんですけれども、住之

江区地域防災計画、先ほどご説明させていただきましたように震災対策編と、風水害

編というのに分かれておりまして、風水害等対策編というのに分かれておりまして、

風水害のほう、１１ページごらんいただきたいのですけれども、１０月２２日、台風

２１号の分を受けまして、大和川における避難計画というのをこちら載せております。

こちらの分は、市の防災計画から比べて住之江区の分につきましては、拡充というこ

とでなっております。 

 ２７ページの下のところの避難施設、第１１節、避難施設なんですが、２８ページ

の１１－１避難場所、（１）広域避難場所、（２）の一時避難場所、（３）津波避難

施設、それぞれの定義でありますとか、要件とかとかというのを記載してございます。  

 ２９ページ、１１－２の避難所のところでは、１の災害時避難所、３０ページの

（２）の福祉避難所のそれぞれの定義、要件を定めております。  

 １１－３避難場所・避難所の管理につきまして、避難所の管理及び避難者の受け入

れ、災害時避難所及び一時避難所の管理ということで、避難者受け入れ業務実施細目

というのがそこの３１ページの下のほうの箱から続いておるんですけれども、こうい

うことに配慮しなさいとか、こういうルールでやりなさいということを書かせていた

だいております。 

 ３３ページなんですけれども（２）のところに、大和川氾濫のおそれがある場合の
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災害避難所の開設ということで、ここも独自で書かせていただいております。  

 ３４ページ以降、３４、３５、３６、３７、４０ページまでは、それぞれ避難場所

及び津波避難ビル、避難所の紹介になります。  

 ４１ページの第１２節、帰宅困難者対策ということで、人の集中による混乱であり

ますとか、混雑による転倒とかというのを防ぐために関係機関と連携しながら、被害

状況とか、交通状況等の情報の伝達方法の確立を図るというふうでさせていただいて

います。 

 ４１ページ、１３節の１３－１なんですけれども、避難行動要支援者ということで、

自助による自分自身、自己の安全確保をするという、自助の取り組み、コミュニケー

ションをしていただくとか、自分の安全を確保してもらうようなことを書かせてもら

っています。２番のほうで、共助、自主防災組織を通じたお互いに協力して助け合う

ということを書かせてもらっています。その中に避難行動要支援者情報ということで

４２ページになるんですけども、自主防災組織による避難行動要支援者の避難支援が

行われるように住之江区の保有情報に基づく避難行動要支援者情報の把握・管理とい

うふうなことに努めるというということを書かせてもらっています。  

 ４３ページの１４節防災知識の普及・防災教育ということで、４３ページのほうに

１４－１職員に対する防災知識の普及啓発、４４ページのほうで区民等に対する、４

６ページのほうで児童・生徒等に対する防災・減災教育、１４－４、４６ページの一

番下、１４－４で事業所等における防災教育ということで、防災知識の普及啓発のた

めの内容でありますとか、広報を書かせていただいております。特に４５ページの下

のところの（３）津波に対する知識の普及啓発というのも挙げておるところです。 

 ４７ページ、第１５節になります。１５－１で区役所における防災訓練の実施とい

うことで、職員に対する防災訓練、１、２、３、４、４８ページの４、５を書かせて

いただいておるところなんですけれども、特に４７ページの（３）住之江区の全職員

災害対応訓練というのを今年の１１月５日に初めて全職員を対象とした訓練を実施い
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たしました。これについて引き続き、実践に即した訓練を段階的に行うことで職員の

災害対応能力を向上させるということで、引き続き取り組んでまいります。市の防災

計画に比べて拡充の内容になっております。  

 ４８ページの１５－２区民等・事業所における防災訓練の実施ということで、地域

の防災訓練の実施と、あとその防災訓練を通じた地域独自で計画を定めるというふう

なことに努めるということを書いております。事業所等の防災訓練の実施を行ってい

ただきたいというのも書いております。４９ページになります。  

 ５０ページのほうなんですけれども、ここからは１６節です、生活物資の確保とい

うことで、避難所等における区民の最低限の生活を維持することを目的に、飲料水等

の確保、生活雑用水の確保、食料の確保、生活必需品の確保、し尿処理に関する事前

準備という５つの観点から、生活物資を確保していくということを書いております。  

 ５１ページの下のほう、第１７節、供給体制ということで、ここからが第１７節の

供給体制、あと７章の遺体対策、８章の広聴、９章の義援金品、第１０章の被災・罹

災の証明につきましては、防災プランと比べて新規の内容になっております。供給体

制の一番下のところ、自宅テント及び車等、災害時に避難所外で生活している避難者、

応急仮住宅で暮らす避難者、所在が確認できる広域避難者など、避難所に滞在できな

い被災者に対しても物資等が供給されるように努めるということで、これ熊本地震へ

の対応を受けまして、区役所独自で、ごめんなさい、防災プランに比べて新規の事項

になっております。 

 ５２ページ、応急給水、食料の供給の方針でありますとか、対象者、品目、実施方

法等について、食料の供給について書かせていただいております。  

 ５３ページは、生活物資の供給ということで、被服、寝具その他衣料品の生活必需

品といった生活物資の供給について記載しております。  

 ５４ページ、７章１８節、遺体の対応が仮収容（安置）所の設置、１８－２遺体の

収容、５５ページの１８－３遺体対策・身元の確認等ということで、遺体の対策につ
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いて記載しております。 

 ８章のほうの広聴につきましては、広聴これは、災害発災時における臨時相談所の

開設・運営でありますとか、要望等の処理について記載してございます。  

 ５７ページは義援金品の配分でありますとか、受け付けのことを書いてございます。  

 一番最後、５８ページに第１０章、被災・罹災の証明について書かせていただいて

おります。 

 すみません、走った説明で申しわけないんですけれども、以上でございます。  

○事務局 折原課長 

 冒頭申し上げましたように、この住之江区地域防災計画というのは、我々行政がつ

くるものなんですけれども、こういうふうな形で皆様からいろいろご意見、冒頭言い

ましたようにパブリックコメントとかもやりまして、皆さんのご意見、頂戴していい

ものをつくり上げていきたいというふうに思っておりますので、忌憚のないご意見を

頂戴したいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

○古川部会長 

 ありがとうございます。  

 ただいまの事務局からの説明について、何かご意見がありましたら。  

○西委員 

 では、一ついいですか。大きなくくりで住之江区としての押さえておくべき内容と

いうか、事項がずっと列記されているのかなというふうには感じたんですが、現実、

ここ今日も一番大きなこのＡ３のこの紙にも書かれていますけれど、一応市民と住之

江区のそういう計画のもとに、その地区防災計画をつくってねという、そういう次の

段階があるんであろうと思うんですが、住之江区というのは大きく分けると先ほどの

説明の中にもありましたけれど、北が木津川で、南が大和川でそれでまた南港という

独立した橋で渡らないといけないというそういう地域という、だから住之江区を大き

くそのまあ津波想定もそのエリアごとにくくった場合には、やっぱりその対応の仕方
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というのが違うんではないかと。それで私も南港から来ています関係で、南港と南港

以外の地域というような言い方すれば、やっぱり橋を渡らないといけない、トンネル

くぐらないといけないというそんな状況なものですから、状況次第では陸の孤島にな

る可能性もあるということも思うんですね。その防災拠点というのが、区長のもとで

区役所に置かれるということが書かれていましたが、やっぱり、はたしてその南港と

いう離れ小島のような形になったときのそういうバックアップとか、そういう形とい

う、よりこれをこの一つテーマとして、ここにこれだけのたくさんの項目があるのは

わかるんですけれど、それは地域で考えればいい、考えてねということなんですかね。 

○事務局 折原課長 

 そうですね、と言ったらちょっと語弊があるかもわからないんですけれど、今回定

めていない、あくまでも住之江区の防災計画なんで、住之江区全体のような形の書き

方はさせていただいています。それで、今委員さんおっしゃるように、ちょっと僕こ

のこれの話、あんまりしなかったんですけども、ごめんなさい、僕も白黒で、カラー

で青いやつがあって、お配りしていると思うんですけど、何々地域地区防災計画、こ

れちょっとまだひな型なんで、このとおり絶対にやってちょうだいねということでは

ないんですけれども、こういうふうなものの中で、今おっしゃっておられるようなと

ころを加味していただいたりというふうなことをしていただければいいのではないか

というふうに、そういうふうに考えています。  

○西委員 

 ただ、一つは、今日ここに寄せていただいている委員は私も含めたその他の委員の

皆さんもやっぱりそれぞれの地域なんですが、実際、この地図を見ていますと、南港

というのはそのような中でも一つのエリア、じゃあ、例えば災害によってはやっぱり

とらえ方変わってくるのかなということ思うんですね。例えば小学校がこの平林とか

この新北島エリア見ていると、例えばもう新北島小学校、中学校、平林小学校という

のは全部大和川べりにあるんですよね。だから、このエリアで考えたときに、小学校
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はまあそういうエリアにしかないというふうに考えたら、使えるのかなということを

ちょっと。 

○三木委員 

それは、私も変だなと思いました。  

○西委員 

 感じますよね。それで、まあむしろやっぱり区役所があるような、その災害の中

身によるかと思うんですね。だから例えばそれが、地震による津波を想定したような

災害時、それから地震による災害によって状況も実際大分変わってくるのかなと思う

んですけれども、やっぱり大きなくくりで、例えば住之江区全体の一番西端にある南

港エリア、それで真ん中の、もしくは川に面するようなエリア、それでまあ中心部と

いうようなそういうとらえ方で、もうちょっとそのやっぱり特性というのが出てくる。

地域、地域がやっぱりじゃあかつての連合町会単位で考えてねということで、その中

間的なくくりというのが本来いるかもしれないのじゃないかなという気もします。 

 まあ南港というのは、４連合というか、昔で言う４連合町会があって、それで一括

り、南港ポートタウン、南港全体で一括りというとらえ方ができるのかなと思います

けれど、ほかの地域のこと考えたらもうちょっとその幾つかの区割りの中で考えるべ

きなのかなということは思います。  

 それは、もう地域にじゃあそれぞれの小学校単位で検討してくださいと言って、横

の連携がないと個々バラバラで、むしろもうちょっと大きなくくりで、区から大きな

くくりというほうが、やっぱり実際、対応としては現実的じゃないと。  

○事務局 折原課長 

 はい、はい。 

○西委員 

 でそれと、防災無線の話が出ていましたが、これは各小学校単位でそれはもう整備

されていると考えていいんですか。  
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○事務局 折原課長 

 無線と言いますか、ＭＣＡ無線、先ほど説明ありましたように、市の危機管理室の

ほうからＭＣＡ無線という無線を数台我々預からせていただいている。この無線は、

我々が当然ここが基地、ベースになるので、我々の職員が持って避難所に行ったりと

かいうこともありますから、我々も何台かは当然持っておるんですけれど、今この無

線自身は各地域に１台ずつお渡ししています。  

○西委員 

 地域とはどういう単位。  

○事務局 折原課長 

 連合の単位。 

○西委員 

 ああ、連合の単位で一つですか。  

○事務局 折原課長 

 はい、そこはもう実際には各防災部長さんがご自宅でお持ちになられるというとい

うこともあるかもわからないですし、福祉会館みたいなところに置いてあるところも

あるかもわからないんで、そこの運用の仕方は各地域のほうにお任せしているという

状況です。 

○西委員 

 実際に使った訓練というのは、やっぱりあるんですか。  

○事務局 折原課長 

 でね、正直申し上げまして、あんまり使った訓練というのはやっていなかったんで

す、この間。ただ、先ほど申し上げましたように、各地域で、今、防災訓練というの

を年１回やっていただいているんです。これ地域主体でやっていただいているんです

けれども、その中でそういうふうな無線を持って来ていただいて、実際のところは、

今の区役所におって無線やりとりしたらええんかもわからんですけれども、僕らもそ
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の小学校なら小学校に行って一緒に訓練させていただいているんで、ちょっと校庭の

ほうに隅っこのほうに行ってダミーみたいになって、こちら本部です、避難所開設ど

うですかとかいうやりとりをさせてもらうとかっていうふうな形で、地域の方もあれ

使うのに慣れてもらわないと困りますので、そういうふうな形で今やらせていただい

ています。 

○古川部会長 

 なかなかね、通じないですね。 

○中事務局 折原課長 

 つながりがね、ちょっといまいち。  

○古川部会長 

 それで、なれていないので、なかなかね。  

○深井委員 

 今の、ＭＣＡ無線のね、普通、今ご説明ありましたように、各連合単位ぐらいで避

難所の開設のほう、防災訓練ずっと順番にやっていただいて新北島もやっていただい

たんですけど、やっぱり日ごろ無線を触っている人が少ないんです。だから、この本

部の情報を得るのにもうそれを一番大事なものですわね。ところが、一方通行という

か、交互相互通行、無線のやりとりというのふだんやったことないような人が多いの

で、あのときに非常に感じたのがやっぱりせめて防災リーダーとか、地域のトップの

方々ぐらいは、常時それに慣れていただくというのが、かなりクローズアップされた

ので、そういうのを防災リーダーの訓練のときにも、まあやっていただいたらという

のを話したこともあるんですけど、だからそういう訓練というか、やっていただいて

おるんですけども、それももっと回数増やして別の避難所開設だけやなしに何か別の

防災リーダーだけの訓練のときにでも、何かそういうやりとりしてもらうという、も

うとにかくその触ってもらう回数を増やしてもらうというか、機会を見つけてもらっ

たほうがいいと思うんです。でないと横で聞いていてもいらいらするというか、もう
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ちょっとちゃんと聞いてよとか、そういう聞いたのを今度は記録して、今聞いたこと

を記録する人が横にいてはって、聞くだけやったら忘れるから、もうどんどん聞くん

ですけれど、情報として来るものを簡潔に要領だけを書いてもらうという訓練もまだ

できていないので、そのまま言われたとおり書こうとする、この辺も訓練が必要やと

痛感したんですよ。 

○西委員 

 いや、だから厳正に言うと、先ほどのご説明の中にもあったんですけれども、やっ

ぱり区の職員の皆さんもやっぱり震度６弱以上であれば、区に集まれって言ったって

みんなそれぞれお住いされている地域が堺のほうにおられたりとか、いろいろな地域

におられて、じゃあどれだけ集まれるねんという部分がある。ここにも人がおらない

し、各地域の中にやっぱり区との連携、特に私なんか南港におりますとやっぱり橋渡

ってというような、ある意味もし橋が渡れなかったら陸の孤島になるような地域なも

のですから、やっぱりじゃあ、そういうもう実質的にその南港という括りの中でもの

を考えざるをえないというようなことも思うんですね。だから、例えば車使えなかっ

たら自転車で走るとかいうのは、まだこの橋を通らなくてすむエリアはまだいいんで

すけれど、そうでない地域というのは、やっぱりなかなかそういう対応できない可能

性もある。だから、じゃあ本当にもうその地域の中で最悪、どことも連絡がとれない

ということもあるのではないのかなということを思いますしね。ちょっと、話がこう

じゃないですかということでなくて、漠然とした話で申しわけないです。  

○事務局 折原課長 

 ああ、いえ、いえ、ありがとうございます。  

○深井委員 

 ちょっといいですか。今のお話で指摘がありましたように、南港地域というのはト

ンネルと橋で外部がつながっているということで、これが生命線なので、大きな災害

のときには、橋が落ちたり、トンネルが通行止めになったりという可能性があるので、
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あそこだけは特殊なその内陸型と違う離島になるということがある、一番大きな条件

というか、制約と思うんですね。  

 それともう一つ、新北島エリアで避難所、小学校、中学校全部、大和川沿いやとい

うことで、もうこれも前からに言ってますのやけども、地震にしても風水害にしても

台風にしても全部水、水害をおそれる可能性があるので、何もふつうの地震で津波が

心配の場合は、避難所ということで小学校、中学校行きますけど、津波のおそれがあ

る、あるいは大和川の氾濫が予想されるというようなときには、何もわざわざ水が出

る方向にみんな逃げないから、今言う防災避難ビル、民間のところでいかに増やして

いただくかということも要望も前にさせてもらったんですけど、皆、高層の住宅はま

あだんだん増えていますので、例え避難ということで高層のところの人は皆、自分と

ころの上のほうに逃げればいいんですけど、平屋の戸建ての方々はどこに逃げるんや

ということで、やっぱり大和川からできるだけ遠いそこへ、高いところへいうことで、

競艇場とかオスカードリームとか、その高いところへ、要するに大和川から反対側の

ほうへ逃げるのはもう心理やと思うんでね、その辺、それはまた逆に新北島地域の防

災でそういうふうに考えていかないといけないのと違うかなと思うんやけど。そうい

うことです。 

○西委員 

 もちろんそうなんですけど、それに加えてやっぱりだからそこは、もうまあ言った

らもうそう公的な公園とか学校がなければ、やっぱりそういう区が間に入っていただ

いてやっぱり交渉していくとか、民間施設を利用させていただくための交渉とかいう

のは、やっぱりまあこれその地域だけではいかない部分があるという違うんかなとい

うこともあると思いますね。  

○事務局 折原課長 

 今、ちょっと深井さんおっしゃっておられたやつで、ちょっともしかして我々のＰ

Ｒの仕方もあれなのかもわからないですけど、まずは、先ほどおっしゃっておられま
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したようにね、やっぱり災害の種類によって逃げる場所って違うんです。違うように

してくださいって、僕らも言っているんですけれども、それが浸透していないという

のが事実としてちょっとあるかなと思うんですけれども、今すごく懸念されているい

わゆる津波とか、大和川の氾濫とかっていうのは、やっぱりこれ一時的に命を守って

もらわないといけないので、おっしゃるように避難所なんかに来るよりも、来るより

もと言うか、来んと、津波避難ビルとか高いところに逃げてくださいっていうふうに

我々もアナウンスしているつもりなんです。そこで命を長らえたら、生き延びられた

ら、今度は生活しないといかんということになるので、じゃあ、家に帰りましょうと。

いや、いや、そない言ってもおれんとこ平屋やから水浸しやんけというところについ

ては、じゃあ、それは避難所をあけますので避難所に来てくださいと。例えばマンシ

ョンなんかとかやったら、１階、２階はそうかもしれないんですけれど、上の階のほ

うの方やったら、それは家でも暮らせるわという方は、その方はご自宅でお暮らしく

ださいというふうな立て付けになっているので、その何が何でも避難所にすぐ来いと、

行きなさいよというふうなことにはしていないので、そこのところだけはちょっと

我々もちゃんと市民周知、広報というのをやらなあかんかなと思っているところなん

です。 

 そこで、今度逆に避難所もこうも使われないとなったら、さてこれはどうするかと

いうのは、もしかしたら今おっしゃっておられるような地域はそうなっているので、

じゃあちょっと北のほうに行ってくださいという案内をするとか、またそれはそのと

きに我々がコントロールすると言いますか、ここの避難所はやっぱりあけれませんと

かいうふうなそんな判断を今度することになると思います。  

○三木委員 

 ええですか。それで、この資料を見させていただいて、震災対策編と風水害対策編

に二つに分けられて、なおかつ中央防災管理からずっと並べていっている防災計画の

並びのところに、まあやっていますという説明と二つに割られているというのは、私
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はいいと思うんですけれど、その中でただ、全編の両方ともそうなんですけれど、想

定の、最初のまあ浸水とか地震に対する想定の分をほかの地方防災会議とか大阪府の

分とかしか引っ張っていないんですよね。現実にそのここの住之江区からどうなった

かというのは、特に風水害の話なんかやったらペラっと書いてあるだけなんですけど、

ここの大阪市全域はこれ何ページ、４ページです、４ページにこれ書いてあるだけな

んですけれど、まあ住之江、僕は、小さいころ、２階からおしっこした記憶があるく

らい何回も水没しているという事実がほとんど書かれていない。という話で、このせ

っかく住之江区でつくるんやったらここら辺をもう少しブレークダウンして過去、例

えば阪神大震災のときに住之江がどんな被害があったんかとか、過去のジェーン台風、

室戸台風のときに住之江がどうなったのかということをちゃんと書いて、それでご説

明を聞いていて言いにくいだろうなというのはよくわかるんですけれど、基本的にこ

んな事実がありますって書くのであれば、大阪市の渉外にはなるんでしょうけれど、

近畿建設局の話になるかもしれないけれど、近畿建設局に対して住之江区として要望

を出すというような、後ろにある市民に対する防災教育とか、そういうのを一生懸命

書いているのであれば、逆に上に対して、我々住之江区民が水没する可能性があるん

だということを言っていくようなことをどこかに書かないと、こんなもん、もらった

やつそのままずっと一人やっているだけで、どんどん、どんどん下に落としよるだけ

で、せっかく変えるんやったら、やっぱり要望的な話を少なくとも住之江区から大阪

市に対して、もう少し国の近畿地方整備局に対して積極的な働きかけをしろと。だっ

てこの前のね、台風の話だってもう危うくやられかけていた状況で、上が決壊したか

ら助かったわけですよね。そういうのをこの中に盛り込む必要があるんじゃないのか

なというのと、警察の方おられるからあれなんですけれど、遺体の話について書かれ

ていますけれど、遺体の対応ってね、そんなに甘くないですよ。遺体に対する対応は

ね、区役所で全部引き受けるみたいな表現になっているけれど、もう大変ですよ。そ

のために海上保安庁、私、海上保安庁の昔、本部長やっていましたけれど、海上保安
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庁でそれ用の人もおるし、・・・も持っているし、警察も皆一緒ですよ。それでなお

かつ、こういうので出てくる遺体はもうすごい状況ですから、多分やっている人たち

は、区役所の方がやったらメンタルダウンになります。そういう対策を、そういうふ

うな人をどういうふうにやるんかとか、いうふうなのをもっと大阪府警に聞かないと、

安易にこんなこれバアッと書いてあるけれど、これ区の方がやったら、まあ７０％つ

ぶれるでしょうか。担当の人が。だから、その話はね、物すごく慎重に書かれたほう

がいいと思います。 

 それとあと、無線の話はやっぱり現場のほうで、大阪府警さんも海上保安庁も全部

地震が起きたらまず通信網をどうとるかっていうのをやるんですよね。それからやっ

ていくので、そんなに防災無線のこのちょっと１台、２台持っているだけで、連絡が

とれるなんていうのは、非常に認識が甘いし、今ＮＴＴとドコモなんかが必ず臨時の

移動無線車を持って来ますから、むしろ携帯電話で緊急用の携帯電話の回線を増やす

ほうが、一般の市民の電話は切られますけれど、まあ緊急連絡用の携帯電話を、のほ

うを少しやったほうが、実際に現場の事件、事故が、こういう状況になったときに多

分それが動かない話で、一番頼りになるのが携帯電話だと僕は思います。  

 以上でございます。 

○西委員 

 今のお話のあれで、大和川というのは、この間の台風でもやっぱり今さっきやっぱ

り安立小学校に避難されたとかいう話も聞いたんですけど、大和川はあれです、国費

か何かでスーパー堤防をつくって、昔の災害は大分軽減されるようになったんではな

いですね。 

○事務局 折原課長 

 実はね、さっき今も、ちょっと国に対して要望というかいう話があって、前のここ

でやった全体会議のときにも、先生のほうからそういうふうなお話いただいて、でね、

あれから後でちょっと僕いろいろ調べてみたんです。そうしたら、近畿地整のほうで、
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やっぱり総合治水対策いうのを進めてはりまして、当然川の堤防、今おっしゃるよう

に強くするとか、高く上げるとかいうのもあるし、総合治水対策なんで、上流のほう

で、例えばため池みたいなやつをあふれたときに、ため池みたいなやつをするとか、

そういうハード面でそういうのもあったり、ソフト面でもこういう避難を住民がする

とかいうのもやるとかいうの、そういうのを何か総合的に近畿地整は考えておられる

ようで、ハード面の話で言いますと、ここ直近で何か５カ年計画みたいな彼らつくっ

てはって、ここと、ここと、ここがちょっとまあ言ったら弱いんで、順番にやってい

きましょうかというのが、平成３２年度まで５カ年計画というのを彼らはつくってま

して、それでやっている。それで要は弱いところから多分、着手しているんやと思う

んですけれども、そうしたらそのやる中では、今の我々の住之江エリアのところの着

手計画は入っていない状況になっているので、ちょっとここ僕の憶測なんですが、多

分僕らのところよりも弱いところがいっぱいあるんやろうなという、ここは憶測なん

ですけど、という感じになっているというのが１点と、それからあと実は、これ危機

管理室のほうとね、話していたんですけれども、危機管理室のほうもその近畿地整と

それから沿岸８市やったですかね、とかいうふうなところと、協議会みたいなのをつ

くってはって、それで今みたいな総合防災計画とかというのをそこで情報共有してい

るようなんですけれども、その中で大阪市も市の代表で危機管理室が事務局大阪市や

ってくれているんですけれど、が入っていろいろそんな会議をしているという、その

状況の中で、ただ大和川のほうでもそういう話があったので、当然別にこれ住之江だ

けの話じゃなくて、平野から始まって大阪市域でいうとそういう形、４区になってい

るので、ちょっとああいうふうな形で避難勧告出たというのは、これはこれで事実な

ので、危機管理室のほうで１回そういうふうな窓口というか、事務局もやってくれて

いるので近畿地整のほうと、今、僕ちょっと半分憶測で言っているようなところの内

容をちょっと聴取したり、やっぱりそんなん避難勧告出ないように、そういうこと浚

渫するのがええのか、堤防上げるのかええのか、その技術的なこと僕もよくわからな
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いけど、みたいな対策をしてはいいんではないかとかみたいな意見交換を実は始めよ

うというふうに今、大阪市のほうでやっていただいています。だから、ある意味僕ら、

今、いろいろご意見いただいたやつで、僕も同じようにあのとき実は前の区政会議の

前にも何とかなれへんのかとかって、危機管理室と話をしていたんですけれども、今、

まさに言っているやつが市の本部のほうにいって話をはじめてくれているという。  

○三木委員 

 だから、そのこういうのを意見を求められるんやったら、多分、近畿地整、私、も

ともと国土交通省の役人ですからわかるんですけれど、やっぱり区とか、市とかの単

位から、自分たちの危機意識がこれだけあるから、予算要求の後押しをする、要する

に大阪市は予算要求できない話やけれど、それは国土交通省に対して頑張れという話

をこういうところに書いておいていただければですね。  

○事務局 折原課長 

 ああ、はい、はい。 

○三木委員 

 彼らとしては、非常にやりやすいわけです。  

 それとあと、彼らが一番困るのは、最後やり出すときに地域の調整が非常に難解な

ところがあるんで、国の役人だけではできないんで、そのあたりも含めてやっぱり地

元の要望としては、やはりここの大和川が切れるというのは怖いということと、神戸

にあります近畿地整のやっぱり岸壁をやってくれるほうもありますから、そういうと

ころに対して、この区の防災計画の中に教育とかあんなんだけじゃなしに、上に対し

て言うのを一項目入れておけば、彼らとしたらこういうのもありますと、地域からも

要請されていますという話ができるという話です。だから書くべきじゃないかと言っ

ているんです。 

○事務局 折原課長 

 はい、ありがとうございます。  
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○事務局 安藤副区長 

まあ、言えば、彼らが概算要求するときに、いろいろ材料を集めるときに、これが大

きな一つの武器になるということですね。  

○三木委員 

 そうです。そういう分にせっかく変えられるんであれば、やっておいて。今、これ

見たら何も書いてない。それで大阪府からの想定をそのまま書いてあるだけで、私、

多分、こんな浸水するとか、こういうのをそのまま書いて何も対処書いていないとい

うのは、後で自分で区役所が頑張るんと、市民が頑張ることしか書いていないのは、

これまともにきたらみんなおかしいなと思います。・・・と思います。 

○事務局 安藤副区長 

 まあ言えば、私たちの危機意識をこの中にきちっと埋め込んで、それを国に移して

いくということですね。 

○三木委員 

 まあ、総論でもいいんですけど。鑑に書かれてもいいし。要するに、ちょうど台風

２１号、２２号が出て、本当にたくさんの人が私の家の周りの人も逃げましたからね。

私のほうはもう逃げても一緒だと思ったから逃げなかったけど。  

○西委員 

 それとあと、南港独自の話を言いますとね、これは昔、地域でちょっと話が出たん

ですけど、この地図には出ていないんですけど、要はこのコスモスクエアの一番この

ここにシーサイドコスモ公園ってあるんですよね。ここまで住之江なんですけど、こ

の対岸が此花の夢洲がありまして、その向こう側に天保山の観覧車とかあるところが

あるんですよ。ちょうどその手前にね、コンビナートみたいな、石油の貯蔵タンクで

すかね、あるんですよ。 

○事務局 折原課長 

 此花のほうですかね。 
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○西委員 

 此花になりますかね。 

○事務局 折原課長 

 はい、ユニバーサルのほうですね。  

○西委員 

 それでね、要は、津波で東北の震災のとき、そうやったんですけど、船が、沖に停

泊している船が津波でずっと押し寄せてきて、要はここの川こう上ってきたときに、

船がここの水際にある、そのマンションが何棟か建っているんですけど、そこにぶち

当たってくるんじゃないかなという。もしくは、そういう石油の貯蔵タンクなんかに

やっぱりその船が当たってしまうと、それこそ大火災が起こるんじゃないかという話

が実はしたことがありましてね、東北の震災の後に。だから、それはちょっと区を越

えるような話にはなるんですが、やっぱりその実際そういう、これはもう住之江住民

としてはやっぱりそういうときにはちゃんとどうするんやろうということに、防災と

言っていいのかなというわけではない、リスクというか、リスクの一つとしてやっぱ

りそういう話は地域としてやっぱり出ていますね。  

○事務局 折原課長 

 実はね、僕、ここ区役所に異動する前、港湾局におったんです。ちょっとかじりみ

たいな話で申しわけないんですけど、一つはその石油タンクの話は、此花区のほうに

あるんですけども、そこについては、堤防、堤防というか、護岸を強くするような形

の工事をやったんやったか、やる予定やったか、いわゆる港湾施設としてそういうふ

うな形をやるっていうふうな形で、市の港湾がやるんだったか、国がやるんだったか

ちょっと忘れましたけれど、というふうな計画にはなっているようです。  

 あと、もう一点は、さっきおっしゃった船がとかっていうやつも、港湾局のほうも

船の会社さんといろいろ協議、協定みたなやつを結んで、船は岸壁についているやつ

は岸壁から出せと、要するに沖のほうに行きなさいというふうな形になっていて、そ
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の港湾局のほうも、その自分の施設のところにそういうのが来ないような形のそうい

うふうな計画を立てて、当たらないような形の対策をとっているというふうな形でな

っているはずなんです。 

○西委員 

 そうですか。実際、東北の震災のときには、随分船がね、陸に。  

○事務局 折原課長 

 はい、そうですね。 

○西委員 

 こう、打ち上げられて、こんなところまでよう来たなというところまで行ってまし

たからですね。 

○事務局 折原課長 

 タグの協会とかも協定結んで、そういうときにはタグボート出してもらって、早い

こと船を、岸壁についている船を沖合に出すような、そういうふうな計画を持ってや

っているというふうなことです。 

○古川部会長 

 もうね、時間もきていますので、まあなかなか区役所さんだけでは、解決できない

問題もいろいろ出ていますので、今のところ住之江区としましては、やっぱり防災に

取り組むのは地域とか、特に自主防災組織が果たしてもらわんといかないとこもたく

さんありますので。 

○西委員 

 だから、その例えばこれ地域の計画書、地区防災計画というのをつくりましょうね、

次の段階でつくりましょうねっていう話なんですけれど、ただ、小学校単位だけでや

っていてもできるもんでは無いような気がする 

○古川部会長 

 なかなかね、役所だけでは、対応できませんので。  
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○事務局 折原課長 

 はい、はい。それはまた工夫させてもらう。  

 いずれにしてもね、今これがないんで、これは絶対もうつくらないといかんと思う

んです。やっぱり。次の段階で、例えばこれのご近所の３地域版の何か連携したやつ

をつくるとかっていうような、またそれはちょっと次のステップみたいな考え方で。 

○西委員 

 あくまでも、やっぱりこれが例えば地元の住民にとれば一番身近な話ですよね。  

○事務局 折原課長 

 そうです、そうです。 

○西委員 

 だから地域としてこういう災害の際には、こうしましょうね、ここを目標に避難し

てください、こういうことに気をつけてください、こういう連絡網をつくりますとい

う、より具体的な現実的な話になりますよね。  

○事務局 折原課長 

 はい、そうです。ですから、こうやって中学校、小学校が避難所になっているから、

ここの避難所でこう運営しましょうね、地域で運営しましょうね、部屋割りはこうい

うふうな形でやりましょうねとか、これはやっぱり地域であらかじめ決めておいてい

ただかんとあかんと思いますので、これは絶対僕は必要やと思っています。  

○西委員 

 だから、地域に投げる前にやっぱり区の中でもうちょっと交通整理して、一番有効

なネットワークのつくり方ということを考えたほうがより現実的なんかなということ

を。 

○田林委員 

 それは、やっぱりその鶏が先か卵が先かとかいろいろ出てくると思うんです。僕が

思うには、１４連合町会ありましてね、そこでまず概略を決めて、それからいろいろ
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な要望をつけて、今皆さん、最後、橋下市長と先生、ご存じと思うんですが、河田先

生もめたときあるでしょう。原子炉のこと、原発のときに、最後は政府どれだけお金

つけてくれるかやと河田さんそう言って終わっているんですよ。僕の記憶でね。  

○三木委員 

 そうですね。 

○田林委員 

 だから、要は幾ら要望出したって、予算ができないとね、各地区へいろいろな要望

いっぱい出てきますわ。だから実践可能なことを我々のところで話し合って、区長さ

んが出していただくと。それ一番解決早いんじゃないですか。  

○事務局 安藤副区長 

 まあ、やっぱりこのまず身近な地域ですね。取り組みというのはやっぱりつくって

いかないといけないと。 

○事務局 安藤副区長 

 我々もできている、我々もやっていきますけれども、我々、やっぱり地域の最小単

位での計画というのはまずこれつくっていかないといかん。要するに、我々の整理が

できないと地域に投げられないというので、永遠に地域のまとまりがつくれないので、

それはそれでやっていきながら、まずは基礎を固めて、その上での応用問題というよ

うな形にね、やっぱりもっていきたいなというの思っていますので。  

○三木委員 

 まあ、まあ、つくってね。トライアンドエラーでね。まずはつくらないとね。ない

ものを、ない状況じゃ何も変わらない 

○事務局 安藤副区長 

 ただ、ご指摘いただいたようなことは大事な課題やと思いますので、それはきちっ

と認識させていただきたいと思いますので。  

○三木委員 
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 あと、あの阪神大震災の２日後に神戸市長のところに、本庁から応援で行ったんで

すけれど、まあすごいですよ。ここの１階も多分、戦場みたいになるんで、あとはそ

れと区役所単位で考えておかれるんやったら、そのいろいろな大阪府警からも来られ

るやろうし、近畿管区警察各局からも来るし、海上保安庁も来るやろうしという、ま

あ要するに、区役所職員のところ以外のところでどう対応するかいうのも、ここには

出ていかないやろうけど、区役所の中の腹案として、持っといておかれないと、神戸

市はもう本当にすごい対応されていました。だからね、ああいうのは何か神戸市の当

時の方なんかを呼んでお話を聞かれたらいいんじゃないですかね。  

○古川部会長 

 九州からも来てもらってね、皆さんに聞いてもらっています。そやから、今回は消

防、警察、区役所が一緒になってね、取り組んでいただきます。住之江区の地域の防

災計画、それを今後パブリックコメントですか、それにかけられまして、事務局にお

かれましては、本日の議論内容、パブリックコメントと出された意見をいろいろ聞い

ていただいて、次回の部会で報告できるように取りまとめていただきますようによろ

しくお願いいたします。 

 時間が参りましたので、このぐらいでよろしいでしょうか。  

○事務局 中山課長代理 

 ありがとうございます。今ちょっと部会長もおっしゃっていたと思うんですけど、

ここだけで意見聴取終わりということでもありませんので、パブリックコメントやっ

ている間にもぜひ何かご意見書いて出していただければ大変ありがたいですし、多分、

今日持って帰ってまたこれ読んでもらった中でですね、言っていなかったけどここど

うやろうというところもあると思いますので、その辺もまたご意見いただけたら大変

ありがたいと思っています。  

 ちょっと冒頭でもちょっと言ったつもりなんですけど、今回いただいた意見と、パ

ブリックコメントに出てきた意見、この意見を統合してこういうふうに考えているん
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だけどもどうであろうかという会議をもう一回、１月にこの部会へちょっと諮らせて

いただきたいいうふうに思っています。これそのときには、予算の関係も出てきて、

ちょっと予算をこのように来年度考えていますということも、ちょっとご提示させて

いただきながら、ご意見いただけたらというふうに思っています。それがちょっと１

月の下旬ぐらいに何とか開催、下旬から２月のあたまぐらいになってくると思うんで

すけども、そのように何とか開催できたらというふうに思っています。  

 パブリックコメント、一応締め切りを１月の末、２７日ぐらいですかね、でいこう

かという話をしていますので、まあちょっとそれ以降になるかと思うんですけれども、

またご協力のほうよろしくお願いをしたいというふうに思っています。  

 それと、もういいですかね。 

○事務局 折原課長 

 それで。 

○事務局 中山課長代理 

 いいですかね、はい、わかりました。  

 では、すみません、長時間にわたりまして、いろいろご議論いただきまして、あり

がとうございました。 

 また、個別にご相談いくことがあるかもしれませんけども、そのときは嫌がらずに

ちょっとお相手していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、すみません、お疲れさまでした。今日はこれで、閉会とさせていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。  

 


