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平成２９年度 住之江区区政会議 

第４回 安全・安心部会 会議録 

 

○事務局 中山課長代理 

 こんばんは。 

 済みません。時間が来ましたので、大変申しわけないんですけども、住之江区区政

会議の安全・安心部会開催をさせていただきます。  

 私ですね、事務局の区役所で危機管理を担当している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。  

 開催に先立ちまして、区政会議の委員の皆様方におかれましては、いろいろな場面

で区政運営に対し、ご支援ご協力をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 本日の会議でございますけども、まずは住之江区の防災計画の改訂ということに対

しまして、パブリックコメント、前回の区政会議の部会のほうでもご意見いただいた

んですけれども、そのパブリックコメント等実施させていただきました。結果などの

ご報告とそれに対する区の考え方ということでご説明をさせていただきたいというふ

うに思っております。 

 次に、平成３０年度の運営方針案に関しまして、ご意見をいただければ、ありがた

いというふうに思っております。本日の会議なんですが、約１時間、２０時、８時を

一応めどという形で予定をしておりますので、スムーズな議事進行についてご協力を

いただけたらというふうに思っております。よろしくお願いいたします。  

 なお、本日の会議につきましては、個人情報等、特に非公開の情報がないというこ

とであります。会議を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

ますので、よろしくお願いいたします。  

 また、議事録等につきましても後日公開という形にさせていただきます。公表する

際には、発言者、あるいは発言内容についても公開という形になりますので、大変申
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しわけないんですが、どうかご了承いただけますようよろしくお願いいたします。  

 前回もお願いをしたんですけども、大変申しわけないんですが、自己紹介という形

で、簡単にお名前だけちょっと紹介していただければというふうに思いますので、済

みません。古川さんのほうから回っていただくということでお願いをいたします。  

○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 

 住之江の三木でございます 

○深井委員 

 新北島からまいりました深井でございます。よろしくお願いいたします。  

○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 

 ありがとうございます。あと平山様ですね。一応、ちょっとご出席ということでご

連絡いただいているんですが、多分ちょっと遅れられてるのかなというふうに思いま

す。あともう一方、西さんなんですけれども、ちょっと急に所用が入ったということ

で、ご欠席の連絡がありましたので、ご理解のほうよろしくお願いしたいというふう

に思います。 

 本日、一応定数、部会の定数６名いらっしゃるんですけども、過半数の方に参加い

ただいているということで、ご確認お願いできたらというふうに。あと、うちの事務

局メンバーという形でちょっとさせていただいて。 

○安藤副区長 

 副区長の安藤でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局 

 いつもお世話になります。協働まちづくり課長折原でございます。よろしくお願い
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いたします。 

○事務局 

 防災担当係長の林と申します。よろしくお願いします。  

○事務局 

 防犯担当係長の川井と申します。よろしくお願いします。  

○事務局 

 峯上と申します。よろしくお願いいたします。  

○事務局 中山課長代理 

 ありがとうございます。今、平山様来られましたので、よろしくお願いします。あ

と、本日、オブザーバーという形で後ろのほうに来ていただいています住之江消防署

の地域担当の田中司令補です。 

○住之江消防署 

 田中です。よろしくお願いします。  

○事務局 中山課長代理 

 あと、住之江警察の生活安全課の吉川警部補様です。 

○住之江警察署 

 吉川です。よろしくお願いします。  

○中山課長代理 

 同じく、住之江警察の警備の田淵警部補様です 

○住之江警察署 

 田淵です。よろしくお願いします。  

○中山課長代理 

 以上、御三方にオブザーバーという形で、ご参加いただいておりますので、どうぞ

よろしくお願いをいたします。  

 では、会議のほうに入ってまいりたいというふうに思っております。先に資料の確
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認だけさせていただきます。一番上にレジュメという形で、簡単な今日の議題が書い

たやつがあろうかと思います。そこの資料に、住之江区防災計画の改訂にかかわると

いう区政会議という、Ａ４版の両面刷りのこういう縦の分がございます。そのあとに、

平成３０年度の運営方針案における事業というＡ３版の横長になってますけれども、

この分がありますでしょうか。分厚い資料になってるかと思うんですけども、平成３

０年度の運営方針（案）という形で、ちょっと分厚い冊子ですが。以上４点が今回の

資料という形になっておりますのでどうかよろしくお願いいたします 

 そうしますと、済みません、会議の議事進行につきましては、部会長様のほうにお

任せをいたしたいというふうに思いますので、済みません、古川部会長様よろしくお

願いいたします。 

○古川部会長 

 それでは、部会の議事に進みたいと思います。部会長の古川でございます。本日も

どうぞよろしくお願いを申し上げます。  

 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）と平成

３０年度運営方針（案）について、論議をお願いする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ので、皆様の貴重なお時間をいただいてお

ります。活発なご意見、ご発言をいただきますようよろしくお願い申し上げます。  

 まずは、住之江区防災計画（案）について、事務局からご説明、お願い申し上げま

す。 

○事務局 折原課長 

 折原でございます。よろしくお願いいたします。  

 防災計画の改定にかかる区政会議のお話ということになるんですけど、前回の会議

のときにこの分厚い資料で、ご説明させていただいたところでございます。その後、

パブリックコメントというふうな形で、広く意見公募、この改訂にかかる意見公募と

いうふうな形をやらせていただきました。１２月２７日から１月２６日の１カ月間、
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意見公募というような形で、ホームページ等で意見を募ったんですけども、結論的に

申しますと、そのパブリックコメントでの意見はございませんでした。ですので、こ

の前の１２月１９日のこの安全安心部会でいただいた意見につきまして、我々のほう

でいろいろまた内部で検討いたしまして、その結果というか、その考え方をご説明さ

せていただきたいと思います。  

 前回の安全安心部会でご意見いただいたのは３点だというふうに認識しておりまし

て、そこのところがペーパーのほうにちょっと裏表なってるかと思いますけど、示さ

せていただきます。 

 まず、１点目でございますけども、区内の他の地域と異なる南港地域の災害特性へ

の対応についてというふうな内容の意見がございました。これちょっと読み上げさせ

てもらいますが、南港地域は橋とトンネルのみで結ばれた島で、災害によりそれらが

通行不能となった場合は孤島となり、物資の供給や行政の支援等が得られない恐れが

あると。また、住宅は集合住宅のみといった特性もあると。それらへの対応について、

この住之江区の地域防災計画に反映すべきではないかというふうなご意見をいただい

たところでございます。 

 それに対しまして、我々の住之江区の考え方といたしましては、住之江区の地域防

災計画というのは、住之江区、区全体の計画を示しているというふうなものですので、

地域の特性にかかる対策につきましては、今後、当然南港地域もそうですけども、区

内、１４地域ございますので、１４地域が作成する地区防災計画、わがまち防災プラ

ンとかっていうふうな形で呼んでますけど、こちらのほうで反映していただくという

ふうな形で予定しているというところでございます。  

 それから、２点目のご意見でございますけれども、住之江区地域防災計画を進めて

いく上で必要な国等へのはたらきについてというふうな内容でございます。これにつ

きましては、これも読み上げさせていただきますが、大和川の治水対策は国が行うも

のであることから、国の対策が得られない限り、住之江区地域防災計画の推進が困難
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となるという恐れもあると。住之江区地域防災計画の推進を確実なものとしていくこ

とができるように、国等への積極的なはたらきかけについて、地域防災計画に盛り込

むべきではないかという趣旨のご意見でございました。我々の考え方でございますけ

ども、至極ごもっともなご意見やなあというふうに思っておりまして、大和川につき

ましては流域４区、住之江から住吉、東住吉、それから平野までのこの流域４区と連

携をすると。大和川もそうなんですけども、住之江区は一方で海のほうも抱えており

ますので、湾岸の話でいいますと、湾岸５区、これも大正区であるとか、港区である

とか、西淀川区やとか、此花区であるとか、この湾岸５区と連携して、住之江区の防

災性の向上を図るというふうな目的に向かって、危機管理室、これオール大阪の話で

もありますので、オール大阪の防災を取りまとめる危機管理室を通じて、国等へ必要

なはたらきかけをしていくべきではないかというふうに思っておるところでございま

す。ですので、具体的に地域防災計画の反映といたしましては、次のペーパー見てい

ただきたいんですけども、右下に災害対策編と大きく書いてあるペーパーなんですが、

こんなペーパー入ってないですか。  

 済みません。ちょっとじゃあごめんなさい。プリントが漏れておりましので、今コ

ピーとってきますので。また後で見ていただきたいと思うんですけども。そこの災害

対策編の中の区役所の責務、市民の責務とか、区役所の責務とかいう項目ございまし

て、そこの欄で記載されているのが、そこの下の矢印のところに書いてあるところの、

今お渡し、見ていただいているペーパーの矢印のところに書いてあるんですけども、

区役所は区民等の生命、身体、及び財産を災害から保護するため、大阪市ほか、防災

関係機関の協力を得て、防災活動を実施するとだけ、ここまででとまっていましたと

ころ、このようなご意見ございましたので、防災活動実施するとともに、住之江区の

防災性の向上を図るため、危機管理室を通じて、国等に必要な働きかけを行うと。こ

の網掛けの部分を追記させていただこうというふうに考えております。  

 それから、次、ご意見の３点目でございます。裏面のほうごらんいただきたいと思
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います。遺体対応についてでございますけども、ついてのご意見ですけども、遺体に

ついて区役所で対応するとのことであるが、区役所職員が対応するのは困難な部分も

あり、安易に区役所が全てを対応するというのは控えたほうがよい。また、対応者の

メンタル対策というのも考慮すべきではないかというふうなご意見をいただいており

ました。我々の考え方でございますけども、前回のときに私のほうの説明が舌ったら

ずなところがあったのかもわからないですけれども、住之江区の地域防災計画では遺

体対応に関する全体の流れを記載しておるというふうな形になっておりまして、この

うち、区役所が担う業務というのは、警察とか、葬儀業者とかと連携を図りながら、

遺体の収容、安置ですね、遺体安置所の開設。それから、納棺等の必要器材の確保、

それから遺留品の管理、遺族の対応といった、そういうふうな形のことを運営すると

いうのが住之江区役所の責務というか、業務分担になっておりまして、全体的な例え

ば検視であるとか、いうふうなところ、そこは我々担うというふうな計画にはなって

おりませんので、そういうふうな形で取り決めているという形なので、ちょっと私の

説明がちょっとあれやったんやと思うんですけど、全体を担うという形でなくて、そ

の一部分を担うというふうなことに書いております。それからもう一つのメンタル対

策の件なんですけども、これ確かに重要は重要なんですけども、区の災害計画の前に、

上に、市の災害計画というのがあります。この業務に従事する職員のメンタル対策に

ついてはその市の計画のほうで市の役割としてケアをするカウンセラーの派遣をする

というふうな役割分担を市と区とわけておりまして、そこのメンタル対策、カウンセ

ラーみたいなところは市のほうが担うというふうな役割になっておりますので、そこ

も区のほうではここの計画には盛り込んでいないというふうな状況というふうに理解

しておりますので、よろしくお願いいたします。  

 いただいた意見はパブリックコメントのほうございませんでしたし、前回のご意見

も大きくこの３点やと思っておりますので、そこのところはこういうふうな形の考え

方と。１点につきましてはこういうふうにかえていきたいというふうに思っておりま
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すので、よろしくお願いいたします。説明は以上ですので、いろいろご意見賜ればと

思っておりますので、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した。 

○事務局 折原課長 

 済みません。資料ちょっと漏れていまして申しわけないです。これがほんちゃんの

ところで、区民の責務とか事業者の責務とか、区役所の責務とか決めている項目があ

りまして、そこに今私が説明いたしました網掛けの形で追記をさせていただこうとい

うふうに思っております。済みません。  

○古川部会長 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご意見ございませんか。  

○三木委員 

 三木でございます。ありがとうございます。  

 妥当な表現だと思います。特に一つ目は防災計画を推し進めていくうえで必要な国

等への働きかけというのはこれでいいと思います。それから、遺体対応についても全

体という話じゃなしに、流れの中でやってるということで、私が言ったように、ちょ

っと意見言わせていただいたことに対して的確に対応していただいたと思います。本

当にあってはならんことやとは思うんですけど、こういう水害とか、津波とかで、出

る遺体というのは警察の皆さんよくご存じやけど、すごいものなんですよ。本当にす

ごい状況ですから、遺体を仮安置するところに行く市の職員の方も相当メンタル的に

ダメージを受けると思いますので、大阪市のほうでこういうカウンセラー派遣等の規

定があるということであれば、正しくは住之江区だけの話じゃないから大きな話でい

いんだと思うので、今かなり区の皆さん、幹部の皆さんは配慮されてたほうがいいか

なというふうに思います。以上でございます。  
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○古川部会長 

 ほかに何かございませんか。  

○三木委員 

 あと１点よろしいですか。この今までの話については全く問題ないと思うし、区の

運営方針もこれでいいと思うんですけど、一昨日神戸大学のほうで海事防災研究会に

参加してきまして、３．１１から７年たったということで、７年たったなということ

と、私がもともと海上保安庁にいたときに、現場のほうに職員を発災直後からいって

もらってたんですけど、そのときにいろいろ話があった中で、避難区域に小学校とか

中学校とか学校の広いところやって、体育館に物資が集まるというのは、極めて普通

の流れだと思うんですけど、ところがその体育館に集めちゃうと、水なんかは割に日

もちするんでいいんですけど、日もちのしないものはなかなかこうきれいに配れない

という状況で、体育館の中で、はっきりいって腐ったり、すごいにおい出したりして

いるという話をふと思い出して、国土交通省のここの近畿運輸局の部長なんかとも話

をして、彼らもできれば特に住之江区なんかは輸送業者がたくさんおられて、倉庫業

やってる方がたくさんおられるんで、そういう人たちとうまく協定を住之江区で結ば

れて、せっかく地元でたくさんそういうのがおられるんやから、集まって、最悪の場

合にいろんな緊急援助物資が集まったときに、それがこううまくはけるように、国土

交通省自体もそういうところに対して、要するに協力するという話をしておりました

ので、住之江区でやるのか、大阪市でやるのか、そこは議論はあると思いますけれど、

そういうせっかくこれだけの倉庫業をやってる人たちがおられる区なんで、うまくき

たものが何でもかんでも小学校とか中学校の体育館の中ほりこんでる。結果的にうじ

がわいて、っていうような状況になるよりは、うまくさばけるようにプロの輸送業者

の方々を使えるシステムを区でもっておられたら、あってはならんことやけど、そう

なったときに住之江区はものがきれいに配れたという話になるかなというのをこの前、

神戸大学の防災研究会の中でちょっと感じて、講師に近畿運輸局の部長も来てたんで、
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それと一緒に話をして、そんな感じですかね。でございました。以上です。 

○事務局 折原課長 

 ありがとうございます。今大阪市のほうでね、区でというよりも、備蓄物のやつっ

ていうのはどちらかというと、大阪市がオール大阪でとってて、要はこっちのほうが

被災してて、こっちも被災してなかったら、こっちのほうから回すとかみたいな。例

えば、津波でしたら、我々のほうは大分あれですけど、内陸のほうというか、旭区と

かあっちのほうは大丈夫やからそっちのほうから回してもらうとかっていうことはど

っちかというと、オール大阪全体で今考えてるというのが今の実情です。その中で、

まさにね、三木先生おっしゃっておられるように、今、危機管理室のほうでいろんな

とこで協定結んでくれてるんですけども、どちらかというと、備蓄をガツンと持って

おくというよりも、流通備蓄っていう言い方が正しいのかどうかあれですけど、企業

とそういうような協定をやって、企業が流通の中でなってるやつをもらってくるみた

いな。そういうふうに大分軸足がかわってきてるんかなと思っておりまして。  

○三木委員 

 運輸省もいってる、旧運輸省のいってる方向で動いている。  

○事務局 折原課長 

 はい。そんな感じでやってくれてるようですね。  

○三木委員 

 本当にね、水だけは割に期限が長いので、水は何とかなったんだけれど、本当に生

鮮食料品だとか、そういうのが入ってきたら結果的に体育館のとこでかなり腐らせて

て、結果的にそこでハエが出て、最後私、広島でフマキラーの会長さんなんかと話を

してて、現場がハエがすごいハエが発生してるんで、彼らが結構残ってるものをくれ

て、現場に運んだりしたことがあったんで。そのことをちょっと思い出して、近畿運

輸局の人と話をしておりました。それが何かの参考になるように。  
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○事務局 折原課長 

 はい、ありがとうございました。  

○古川部会長 

 そこにも書いてあるように、各避難所には備蓄、食料手配の備蓄ね。これ、この問

題です。今、各家庭でちょっと１週間分ぐらいは備蓄していただきますようにお願い

するのを浸透させてもらうようにね、していただきたい。  

○事務局 安藤副区長 

 それと大阪って物すごい商業の集積地ですから、都心部には物すごい物資があるん

ですね。彼、言いましたように、やっぱり流通備蓄というものをね、やっぱりしっか

りと活用できる仕組みは、やっぱりそれは大阪ならではの強みやと思います。  

○三木委員 

 大きな津波はこのところＮＨＫがね、河川津波とかね、あんなあおらんでいいのに

なと思ってんけど。 

○古川部会長 

 別にないようでしたら、これで次のに進ませてもらってもいいですかね。次の平成

３０年度運営方針について、事務局から説明していただいてよろしいでしょうか。お

願いします。 

○事務局 折原課長 

 引き続きまして、３０年度運営方針（案）という形でご説明させていただきます。

前回、運営方針の素案というふうな形で、ご説明させていただいて、ご意見いろいろ

いただいたという。これまでも別に３０年度にかかわらず、運営方針というのは過去

からずっとやってまして、過去からいろいろご意見もいただいているというふうなと

ころでございます。ほかの部会とかはいろいろ、例えば魅力部会とかは新しいこんな

イベントやったらどうだとかいうふうなそういうふうなご意見もほかの部会ではあろ

うかと思いますけども、我々のところの安全・安心部会というところは防災と防犯の
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ことなので、ここは常にいろいろ前の委員の方々とかからもご意見いただいてるし、

我々も思ってるんですけど、やっぱり継続的にやっていかなあかんなというふうに思

っております。ですので、今日は２９年度の運営方針の進捗の課題といただいた意見

と３０年度の考え方みたいなお話をさせてもらいますけども、根底に流れているのは

継続的にやっていこうと。漏れのないようにやっていこうというふうに思っておりま

すので、その柱のある中でお聞きいただけたらなというふうに思ってます。資料につ

きましては、たくさんこのガチャンととじてあるやつが、これ全体のやつですけども、

ここから安全・安心にかかわるところを抜き出して、さらにそこの中の主なところを

ピックアップしたというふうなそういうふうな資料づくりになっておりますので、青

いＡ３のペーパー見ていただければと思います。まず、２９年度の運営方針の進捗と

課題というところなんですけれども、まず一つは項目といたしましては防災計画の改

訂ということで、今、いろいろお話させていただいた部分でございます。去年の１２

月の１９日に意見をいただきまして、パブリックコメントやって、今日こういうふう

なご報告をさせていただいたというところで、あと、全体会今度２２日にございます

ので、全体会でも報告した上で、我々の中のいろいろ手続を経て、３月に改訂という

ふうな形で、実際のところは４月ぐらいにオープンになるかというふうなそんなスケ

ジュール間で進めているというふうなところでございます。  

 ２点目の防災意識の向上に向けた啓発というところでございますけれども、ここは

今年初めてやったんですけども、地域、１４地域の防災の担当者集まっていただいて、

会議をやりました。それから防災リーダー研修なり、防災講演会というのもやってお

ります。それから地域に我々が出向いていって、防災の出前講座と呼んでるんですけ

ど、いろいろ意識啓発というふうなことと、それからホームページ、それからさざん

か、これで各３回取り上げて啓発に努めているというところでございます。  

 それから３点目の自主防災組織への支援というところでございますけれども、これ

各地域で自主防災組織のほうに避難所開設運営訓練というものの支援をやっておりま
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して、１４地域中、１１地域で実施していただいております。それからそれにあわせ

まして、事前に２４回、都合、２４回ワークショップ、事前研修といいますか、事前

のお勉強といいますかそういうふうな形のことをさせていただいていると。それから

それは今のは避難所の開設運営の訓練ですけども、今度は地域のいわゆる一般の住民

の方々の避難訓練というのも１４地域中１３地域で実施しているというところでござ

います。 

 それから下の２点につきましては、防犯の関係でございまして、これ市民局と連携

しながら子ども見守りカメラというのを１６台、もう近々、工事が終わって電気が通

って、稼働するというふうな形になっております。それから、これはまさにもうずっ

と継続して、やっていかなあかんなと思ってるところなんですけれども、いわゆる青

パトなどでの地域巡回というのを実施しておりまして、全開庁日に行っております。

それからもう１点の防犯のところがこれも啓発というふうなところで、防災出前講座

というのを５４回、週に１回はやっているぐらいな非常に頻度の高い回数でやらせて

いただいております。それからひったくり防止カバーの取り付けキャンペーンという

のも２７回、自転車マナーアップキャンペーンというのも１０回、それからこれは防

災と同様にホームページとか広報紙さざんかで各３回ずつやっております。  

 それからあともう１点のこども１１０番という１１０番事業というのがあって、子

どもが何かあったときにすぐ逃げ込めるようないうふうな形でやっておりまして、新

規登録１３軒いただいているというふうなところでございます。このようなことを２

９年度にやってるということですけども、この間、いろいろいただいたご意見、真ん

中のところですけども、がございまして、一つは、防災関係の知識や情報を知らせる

ことは重要で、これは広報啓発というのは重要だよというふうなご意見、それから２

点目が各避難所には食料等の備蓄があるが十分な量はないと。区役所では各家庭の備

えというのの必要性を防災講演会とか、防災訓練とかでは研修、啓発してるけど、ま

だまだ浸透してないんじゃないかというようなご意見。  



 

－14－ 

 それから３点目が学校の統廃合に伴う避難所の指定の変更。これは、具体的に言い

ますと南港の今度小学校が統合になりますので、そういうところの避難所の指定の変

更とか、それから地域によっては避難所が一カ所しかないとか、いろいろ実情が１４

地域にいろいろございますので、それらを考慮した避難所のあり方というのを考えて

いかなあかんのちゃうかというようなご意見いただいております。  

 それから最後に、大和川の避難勧告の話で、前回のときにもいろいろご意見頂戴し

たところなんですけども、避難勧告出たときに教室に入ることできなかったという。

そういう実態があったので、教室の鍵の保管についてもこれ検討してほしいというふ

うなご意見がございました。  

 それから、防犯のほうでございますけれども、これは防犯カメラの件で防犯カメラ

は犯罪抑止に貢献していると。昨年度自販機つきの防犯カメラというの、公園に新た

に設置したというふうなそういうの建設業の取り組みですけどそんなのもありました

ので、今後も増やしてほしいと。こういうようなご意見があったところでございます。

３０年度の事業の考え方でございますけれども、事業名と書いてあるＰ２７とかいう

のは全体版のほうのページ番号になっておりますけども、ここでは一つは防災の啓発

というふうなことでございます。これも継続して防災リーダー研修とか、各種訓練の

サポート、それから出前講座。こういうのも継続してやっていこうと。それから、さ

ざんか広報紙とか、ホームページとか活用した啓発もやっていこうというふうな形で、

２６１万円の予算をとっているというところでございます。  

 それから次に、津波避難ビルの確保ということで、津波避難ビルの確保、企業協力

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３点目が、避難所の初期対応にかかる連携ということで、ここはまさに大

和川の話でございまして、実は今、こちらの運営方針のほうには、この言葉がちょっ

と今、入れていません。いませんので、ちょっと今回ここでご議論いただいて、どう

いうふうな形入れて行こうかということの参考にさせていただきたいと思っておりま



 

－15－ 

す。ちょっと事業の概要というところ読み上げますと、水害を含め、災害時に避難所

となる学校における初期対応、先ほど鍵預かってなかったんで、鍵があけられへんか

って、廊下にいてもうたっていうのがありましたので、初期対応が円滑に進むように

あらかじめに使用する教室を決めるなどして学校や地域と連携していこうというふう

なことを事業概要として書かせていただいています。実は今具体的にここの鍵の件に

つきまして、我々と学校と地域が一緒にテーブルついて、３階どこの教室貸してくれ

るとかいう話をさせてもうて。地域のほうも１教室やったら足りへんやん。２つ教室

貸してくれへんとかいう、そういうふうな意見を出し合って、使わせていただく教室

というの今決める作業をやってます。ちょっと学校によってそのスピード感があって、

決まってるところもあったり、もっと言ったら決まっても鍵もつくりかけてくれてる

というところもあったり、ちょっと学校によってばらつきはあるんですけれども、い

ずれにしてもそういうふうな形で、鍵をつくっていただく。預からせていただくとい

うふうな対応を今やってるところです。 

 もう１点が、ここにはちょっと具体的に書いてないですけど、エレベーターが使え

なかったというか、実はエレベーターの鍵預かってなかって、エレベーター使われへ

んかったんです。そもそもは水害って津波を想定してたんで、どのみち、津波かかる

とエレベーター使われへんから、預かる必要ないやんと思ってたんですけど、確かに

こういう大和川のときとかであれば、全然電気もきてるし、できるんで、エレベータ

ーの鍵も預からなあかんなということで、さっきの教室の鍵に合わせて、エレべータ

ーの鍵も今調整をしているところです。大体が何となくここにしようかというのは決

まってるんですけども、先ほど言いましたようにちょっとスピードが学校によって違

うというのはありますが、いずれにいたしましても３月中に鍵を預かるような形で、

今手続を進めております。 

 状況はそんな状況です。それから次の項目いきまして、家庭での災害の備えの啓発

ということで、先ほど意見がありましたように、ちょっと備えの啓発というのもうち
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ょっとしたほうがいい、浸透してないんちゃうかというふうなご意見でしたので、防

災訓練をはじめ、出前講座などあらゆる機会をとらえて、備えの啓発というのやって

いこうというふうに思ってます。それからまたホームページとか、広報紙のさざんか

とかで、特集を年に何回か組ませていただいて、その中でもそういうふうなこういう

ふうなものを備蓄しておいてね、みたいな、そんなような啓発もさせていただこうと

いうふうに今計画をしているところでございます。それから次の自主防災組織の支援

というところなんですけども、これも先ほど２９年度のところでもありましたように、

自主防災組織による防災訓練とかというのを実施していただいて、それの我々バック

アップ支援をしていこうというところと、それから次のところ、次のちょぼのところ

が、ちょっと頑張っていかなあかんなと思ってるところなんですけども、地域の実情

に応じた地域の防災プラン、市の防災計画があって、先ほど議論いただいた区の防災

計画があって、今度地域に１４地域のおのおのの防災計画をつくっていただこうと。

これはあくまでも地域の特性がだからここでいかされてきてということになりますの

で、それに対して、あくまでつくっていただくのは地域でつくっていただくんですけ

ども、我々として、どんどんバックアップしていこうというふうに思っております。

この辺はちょっとやっぱり地域の方々にいろいろ動いてもらわんといかんというとこ

ろがあるので、我々だけでコントロールできるとは限らないんですけれども、背中を

押してというか、いうふうな形でバックアップしていきたいなと思っております。  

 それから、次の４項目は防犯の関係でございまして、まず街頭犯罪の抑止というこ

とで、見守りカメラの設置というのをまたこれ市民局と連携して、今年度は１６台と

いうふうな形なんですけれども、来年度もつけていきたいなというふうに思っており

ます。それから青パトとかでの巡回を継続実施していくということ。次の項目の啓発

というところですけども、これも防犯出前講座とか、ホームページ広報紙とかいうふ

うなツールを活用していこうと思っております。それからひったくり防止カバーの普

及という形でひったくり防止カバーの取りつけキャンペーン。今のところ去年と同程
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度の回数のキャンペーンをやらせていただこうというふうに計画を組みかけていると

ころでございます。それからこども１１０番の家、去年は新規登録１３軒ということ

がありましたので、今年につきましても極力多くの新規登録ができるような形でやっ

ていきたいなというふうに思っているところでございます。ちょっと余談になります

けど、先ほどの大和川の話でいいますと、実は課題は３つあると思ってまして、一つ

は今の鍵の話。それからもう一つは広報、区民への広報の伝わり方みたいな話。それ

からもう１個が我々の職員の動員みたいな話。この３つが実はあのときの課題やなと

思ってまして。ここに書いているのは１点目だけでございます。２点目の広報の話は

これオール大阪の話なので、今危機管理室のほうでいろいろ取り組んでいただいてい

るんだけど、あのとき実は選挙の当日でテロップとかも誰誰が当選しましたいうのが

よう出てて、どこどこに避難勧告出ましたいうのがあんまり出てなかったり、してた

というのも一つあるということと、それからみんながインターネットとかで調べよう

と思って、大阪市のホームページにバアッと集中しちゃって、大阪市のホームページ

がちょっとオーバーフローというか、ダウンまでいってないですけど、つながりにく

かったという事例がありまして、今、危機管理室のほうで、１点目のテロップどうの

こうの、の話はＮＨＫとかそういうふうな放送機関とかと連携をして、改善を図るよ

うに今危機管理室で動いていただいていると。それからもう１点の集中したやつにつ

いては、大阪市のホームページのほうが、に負荷がかからないような形で、アクセス

されても自分とこの負荷じゃないところに飛んでいくみたいな形の、そんな形で負荷

を避けるようなっていう仕組みを考えていただいているところです。  

 それから最後の３点目の職員動員の話なんですけども、実はあのとき、先ほど申し

上げましたように選挙があったので、私自身もここの建物の中にいましたから、対応

がまあまあしやすかった。職員の派遣もいうたらやりやすかったというのがあったん

です。本当にあれ日曜日とか、夜間やとかなったら正直僕ら、僕家遠いんで、その１

時間やそこらで出てこられへんのんでっていうのがちょっとそれは課題やな。たまた
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まあのときはアドバンテージあってよかったねっていうふうな話なってまして、ちょ

っと課題やなということになってまして。これも別に住之江区だけの話やなくて、よ

その区でもそうですし、それこそ淀川がということだってあるかもわからない話なん

で、オール大阪で今取り組んでるんですけども、例えば、避難勧告、地震やったらい

つくるかわからへんですけども、雨やったら、もうちょっとしたら危険水位くるんち

ゃうか。あと３時間したらくるんちゃうかとかいうのが大体読める話なので、ちょっ

とそういうふうなリードタイムをとるとか、いうふうなことをできへんかというふう

な。とにかく職員が出勤して、出勤しやすいような形をとって、避難所なりのあける

ような作業に取りかかれるように、ちょっと職員体制を組み直そうかというふうなこ

とで、今危機管理室が中心になって検討を進めているというそんな状況になってます。

ちょっとこことは直接関係ないんですけど、ちょっと余談ですけど、ちょっとそんな

ことだけちょっとお知らせしておきたいと思います。済みません。ちょっと脱線しま

したけど、３０年度の運営方針につきましてはそういうふうな形でやっていきたいと

思ってますので、いろいろご意見いただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○古川部会長 

 ただいまの事務局の説明について何かご意見、ご質問、ありますか。  

○三木委員 

 済みません。一つ私住之江区でいいなあと思ってるのは、ママの防災カフェやった

っけ。あれは僕、いろんなところ転勤してきたけど、ああいうのはね。なかなか人集

まらないだろうし、本当に微々たる動きで担当してる方、企画する努力と効果が考え

たら大変だとは思うんですけど、あれは僕は非常にいい着眼点ではないかなというふ

うに思ってるんで、どこの中に入るかわかりませんけれど、積極的にやっていただけ

ればいいかなと思ってます。  

 それとあと、今防犯カメラの話で、これは私もいい話だとは思うんですけど、よく
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テレビで特にネットのハッキングする人たちっていうのはかなり異常な人たちがおっ

て、こういうカメラの映像に、そやからどんだけセキュリティやっても越えていくや

つがおるんで、大変だとは思うんですけど、ふつうの人間がすぐぱっと見れるような

状況になっていないことだとは思うんですけど、そのあたりを防犯カメラをつけるん

はいいんですけど、逆に変な犯罪者からそれを使われるような話にならないような対

策は。まあ、大阪府警さんのほうでやっておられるんですよね。防犯カメラはそのネ

ットで簡単に誰でも。誰でもいうことはないんですけど。  

○住之江警察署 吉川警部補 

 一応その大阪市、ここにそれ載ってるんですけど、去年つけていただいた建設局が

つけた公営のカメラについては一応専用のタブレット端末、あれが各警察署のほうに

配置されてて、パスワードというのも本当に逐一、ほんまに月２回変更されたぐらい。

しっかりしてますね。それで、直に行って、パスワードを入力してっていう形で。  

○三木委員 

 報道特集かなんかで、テレビ見てたら、まあ基本的に異常な人なんでしょうけど、

ハッキングして簡単にどこの映像でも見れるというのを豪語しとったやつがおるから。

だからそこら辺は十分対応していただけるんやったらいいことだと思います。以上で

す。 

○古川部会長 

 災害いつくるかわかりませんのでね。この防災訓練、夜やるなんていうのはないん

でしょうか。真っ暗でしょう。学校。  

○事務局 折原課長 

 訓練自身は先ほど私、サポート・支援とかいうことばばっかり言ってたんですけど、

やっぱり地域がやっていただかなきゃなんで、メニュー自身も地域で決めていただい

たらいいと思ってるんです。そこにそのメニューで我々がお手伝いできることをした

らええと思ってますので。  
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○古川部会長 

 地域でやかましくいうたらちょっと。  

○三木委員 

 基本の手順だけを確認してたほうがそんな夜間も、確かにできないんですけれど、

昼間のことができない状況で夜間にやったって、けがするもとやからですね。そこは

かなり。 

○事務局 折原課長 

 ちょっといろいろステップアップしていってもうたらいいかなと思う。実は皆さん

もご承知かどうかあれですけど、この３年かぐらい前からとにかく１回我々が示す形

で１回やってくれやというふうな形で、半分門切りで同じようなことやっていただい

たんです。そしたら、去年というか、今年ぐらいから、やっぱり地域によってこんな

んしたいねんというのがやっぱり出てきまして、それはほんまに僕地域差でいいかな

と思ってるんで、そういうような特性とか、さっきの話じゃないけど、地域の特性を

考慮した形の訓練とかいうのをいろいろやれたらいいかなと思ってますので、夜間と

かもしかしたら、泊まったりするのもおもしろいかもわからないですけどね。  

○古川部会長 

 この前の２２日のね、避難勧告の。あのときは対応という形、選挙ということで、

本当に訓練というか何もなかったのでよかったんですけどね。いい経験というか、に

はなったと思います。備蓄倉庫がエレベーターからすごく遠いんですよね。遠いとこ

ろもある。それはなかなか備蓄倉庫へ持っていくのに大変だし、できたらエレベータ

ーの近くに備蓄倉庫をつくれたらなということも考えていますけどね。青パトですけ

ど、この地域で何地域ぐらいやってるんですか。 

○事務局 川井係長 

 ちょっと数字のほうはとりまとめたのがあったんですけど。  
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○古川部会長 

 ただこれ、青パト走らせとったら、地活から補助金出ますので。だから、何とか皆

さんでやっていただきましょう。  

○事務局 川井係長 

 １４地域の内半数位 

〇事務局 折原課長 

 手持ち資料にはないです。  

○三木委員 

 あと、私ちょっとこうわからないところがあって。避難ビルって海抜が書いてある

のは時々見るんやけど、避難ビルはちゃんとステッカーみたいなんがあるんですかね。 

○事務局 折原課長 

 はい。 

○三木委員 

 表示してるんですか。 

○深井委員 

 契約していただいてるところは。 

○三木委員 

そうですか。じゃあそれはそれでちゃんとわかるようなところにつけてあるわけ

ですね。それはそこはわからんかった。  

○事務局 折原課長 

 マンションの入り口みたいなとこに。  

○古川部会長 

 つけてないところもあります。お渡しするだけなんですね。自分らで貼れない人も。  

○三木委員 

 渡してることは渡してるけど。  
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○古川部会長 

 渡すけどそこのビルの方が貼るか、貼らんかは。という形と、よく外れてるようだ

と。 

○深井委員 

 災害備蓄のあれなんですけど、自助努力ということであれば、大体各家庭に備蓄の

食料とか非常用の仮設のトイレ的なもんとか、それから凝固剤みたいなものとか、い

ろいろ関心のある人はネットで調べて、取り寄せたり何かしとるんですけど、今いう

広報でいろいろこういうもの水やとか、水何リットルとか、書いてもらって、何とか

見てるんですけど、僕みたいにネットやらホームセンターやらよくいって、するもん

は、今度また、３．１１でこういうときはホームセンターでも防災のあれは一カ所に

まとめて、防災用品ところにまとめて売ってるところあるんですけど、ふつうのもん

はお年寄り家庭のとこ。若い方でも読んでくれてるとは思うんやけど、備蓄までにい

ってないの。僕ら何人かでも聞いて、知ってる人は、そんなんしてへんいうていうこ

となんで、市でも区でもそうですけど、防災備蓄の大量発注するんで、それを例えば

家庭用にこんだけのセットであっせんとかいうようなことは。  

○事務局 折原課長 

 なかなか役所であっせんってね。いろんなしがらみがあったりして、怒られるんで

す。 

○深井委員 

 そうでしょうね。だから何かその辺の働きかけだけでもね、流通のスーパーさんな

り、皆さんに働きかけてもらうというのもそういうセットなり、買いやすい体制とい

うか、いうところも何か行政のほうからこう積極的にそういう小売りのところに支援

してもらう、要望というか、してもらうというのも一つ。ほんまは１０日分セットで

一緒に区の分と一緒に買うから安くなってあっせんするでというのがあればいいんや

ろけど、それが難しいということであれば、そういう指導やないけど、こういうのセ
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ットしといてくれまへんかというのは言ってもらえれば、もっとこうそういうの買い

やすくなるんちゃうかなというのと、それが一つと、もう一つその先ほどちょっと話

あったように、流通備蓄といいながら、例えばそれが大きな倉庫に１カ所ばっとまと

めるんやなしに、各スーパーさんやとか、コンビニやさんとかいうところに日ごろか

ら販売なりストックしてるやつが非常のときに、それを提供してもらうというのが。

もしそういったときに、その商品をどういうふうに何て言うのかな。被災者のほうへ

配達なり、取りにいくなりするのは地域のものがやるのか、避難所開設したりしなが

らいくのか。 

○事務局 折原課長 

 その２点目のその流通備蓄の話は基本的には市なりのほうでやります。地域のほう

の人で運んでくれということがないので、協定の中で、ちょっと協定書全部が全部そ

うなってるかあれですけど、事業者にもってきてもらうというふうになってるか、市

が事業者のあるところとりにいくかどっちかになってるはずですので、いずれにして

もそこで市がもらって、市が今度はどう分配するかなんで、足らへんところにもって

いくというふうな形になるんで、そこのコントロールは実は区役所じゃなくて、市の

ほうでやりますので。 

○三木委員 

 だからそこはね、民間の宅急便さんとか、ああいう要するに配送をわけるノウハウ

いうのが市にはないんですよ。そやからその民間、そういうのを人をこう協定を組ん

で、そういうノウハウを持った人で動かさないと、大量のものが炎上しというのがあ

るから。 

○深井委員 

 こないだ九州の地震の災害のあとにでも、物すごく各ほかの地域から救援物資が、

どっと送ってくるやんか、それをほんまに困ってすぐ欲しいようなところにいかに分

配するかというのが問題なってましたよね。そういう意味で、流通備蓄というか、そ
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れこそ分散されて、いろんなところから身近にあるところのものが回ってるというの

は、非常にいいんやなと思うんやけど、その運用がちょっとわからんかったもんやか

ら、ちょっとお聞きしたんですけど。そら被災者のほうから、直接そちらのほうへ水

頂戴とか、いくもんか、いや、コンビニさん、いやだからすごかったのが、在庫もっ

てるのを近くの避難所へもってきてもらえるものなのか。そういうものどうなんかな

とちょっと確認したかっただけです。  

○事務局 折原課長 

 いずれにしても配付というか、するのは避難所でしかやらへんというふうにお考え

いただいたら結構かと思います。  

○深井委員 

 よう、こないだの雪で何台か、何百台かトラックあれしたときに、たまたまヤマザ

キのパン屋とかトラックを開放して、配ったとかね。近くのコンビニが開放してトラ

ックの運転手にあれしたとかいうのがそういう美談があるけども、そういう地震や津

波になったときに、今言う各種小売業者さんが協力してもらえるということで、非常

にいいことやなあと僕思ってたんやけど、それどうやって、なかなか商品が届くんか

なというのが。 

○三木委員 

 多分具体論難しいでしょうけど、言われるように最後のその避難所で配るというの

は確かで、そこの途中で避難所にものが集積して、そこで配るとなるとうまくいかな

い。それをどこか物流業者がうまく配送できるような体制を市と民間でやってるんだ

と思うんですけどね。 

○深井委員 

 ボランティアの人の 

○三木委員 

 そうやね。それも大切やね。  
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○深井委員 

 何て言うのか、役割分担とかその現場で指揮して、役割分担決めたり、運用したり

というの、その辺も大変やと思うんやけどね。 

○古川部会長 

 自分らの安立の場合はね、スーパー、避難ビルを申し込みに行ったんですよね。ス

ーパーさんがもし災害あったら、うちの商品全部安立で使ってもらってもいいし、３

階にみな、避難ビルとしても使ってもらっていいという店長さんがおられたんですよ

ね。やっぱり店長さんがかわられたらね、だめなんですよね。変わってくるんです。

会社側とそういうのが話しあいせなあかんかなという。  

○事務局 安藤副区長 

 民間企業のほうが地域密着型のところとね、そうでないところとまた物資の有料な

のか、無料なのかも全然考え方違いますしね。 

○古川部会長 

 ただうちらの町内の町会長さんなんかで、コンビニの私とこの町会で全部買うから、

契約だけさせてくれとかいう人もおりましたけどね。  

〇三木委員 

 コンビニの分もなくなったというと、入ってこないという話やからね。そこも大変

なとこやね。ほんま問題は永遠に続きますよね。  

○事務局 安藤副区長 

 まあやっぱり１００点満点のね、快適なやっぱり、最後に快適な状況というのはな

いわけで。 

○古川部会長 

 防犯のほうで何かないでしょうかね。もう時間も大分押してます。  

○事務局 川井係長 
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 ちょっとだけ。古川部会長のほうからご質問いただきました、青色防犯パトロール

の実施している地域の数なんですけども、住之江区１４地域あるんですけども、その

うち６地域実施いただいております。安立地域、住之江地域、住吉川地域、加賀屋地

域、粉浜地域、清江地域この６地域が今実施いただいておるところでございます。  

○古川部会長 

 このあと皆さんね、１４地域でやってもらうように、地活から補助金出ますので、

また進めてあげていただきますようよろしくお願いいたします。  

○田林委員 

 ２点あるんですけどいいですか。一つ、昨日区役所の方が来ていただきまして、地

活のことで来年からも予算申請しなきゃいけないんで、そのときに昨日も５０人ぐら

い集まったんですが、意見がその例えばホームページとかいろいろ見たいんだけど、

ないところも、家庭も多い。それからパソコンもちろんない家庭も。それからお年寄

りでも全然そういうなん、ＩＴ関係頭からもう拒絶反応。そういう人たちのその啓蒙

をどうするかと。その意見が昨日非常に多かったです。・・・から逆に・・・出ると

思うんですけど。パソコンとか扱える人はいいんですけどね、ないところもあるし。

我々やったらわかるんですが、ある程度は。  

○事務局 折原課長 

 先ほど説明の中にもありましたようい、広報紙でね、僕ら役人の事務方でいうと、

広報紙の紙面って、僕の課はこんなんやってますよって言いたいんですけど、よその

課はまたこんなんやってるって言いたくて、正直いって、紙面取り合いなるんですよ。

ただ、その中で、僕ら防災のとかの担当としたら、やっぱりここに去年やったら防災

も防犯も３回は乗せてもらったりとかっていうのは、紙面とって、特集組んで、防災

なんかでいいますと、１面をいただいたりもしてるんで、ホームページ見れない方と

いいますとそういうふうな広報紙なり。それからあとは出前講座をいったり、それか

ら防災訓練とかでどんどん参加していただいて、できれば我々お話しするような機会
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を設けていただくとか、そういうふうな工夫をというふうな、ちょっと地道でべたな

んですけど、ぐらいかなというふうには思いますけど。  

○事務局 安藤副区長 

 基本的に大事なことは我々広報紙をベースに考えてるつもりです。あれはやっぱり

全戸配布ですし、気をつけてみていただくとね、かなりの情報載せてるはずなんです。

来年度からは、今まで１０カ月ぐらいだったかな。今年度かなり増ページしたんです

よ。何カ月かは４ページ少なかった。来年度は年間通して４ページ増ページしますの

で、相当情報を入れてます。防災なんかも折原課長がいつもコラム書いてくれたりし

たりしてますので、やっぱり読んでいただくということは必要やと思うんですね。や

っぱりホームページみんなが見れないということは私ら承知してますので、基本的に

はお配りする紙の媒体化、それから出前講座とか、そういうフェイストゥフェイスの

中でお口で伝えると。やっぱり、できるだけ地域の方もそういうことに自分たちから

も接しようというやっぱり気持ちをもっていただくようにしていただければなと。じ

っとしてて、絶対に情報ってきませんから、そういうお話しは地域でもしていただく

と助かります。 

○田林委員 

 早速、地域住民に報告します。それとあともう１点なんですけども、各１４連合町

会みんな避難箇所は実際災害起きたときに、一時避難すると思うんですが、我々粉浜

に関しましては、学校が４校ありまして、そこへ避難するわけなんですけども、要は

大災害ですからライフラインが全てストップしちゃうと。そのときに一番過去の東北

とか、東日本とか、熊本を参考にしますと、やはりトイレの問題が起きるわけですね。

いわゆる生活用水が。飲み水は全部とまってしまう。水道とまっちゃうんで。これも

折原課長にちょっとご無理いっていただいて、うちの近くに住吉第１中学校ありまし

て、そこへ約７００人避難するわけですけども、その横にたまたまイトマンスイミン

グスクールいうのがありまして、今、子どもさんプールが非常に活用されてるんで。
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ちょっと課長にもいっていただいて、話しまして、協定が、プールの水を使ってもい

いということ、協定が結べました。各地区にジムとかそういうプールがあるとことは

そういうふうに話されたらいいんじゃないかと思います。学校のプールなんて、すぐ

なくなりますのでね。夏季過ぎるとほとんど水は入れてませんし、ちなみにイトマン

も今ああいうところは非常に、コナミとか競争が激しいんで、そういう機能は全部東

京本社に一括してるんですね。こちらの大阪の人が東京の会議出ていただいて、そし

たら、東京は非常に、物すごい、それは非常に末端まで浸透してるみたいなんですよ。

イトマンも東京の新宿にあるらしいんです。本校はね。それはもうすぐわかっていた

だいて、すぐ契約せいということで。オーケーいただきまして。そういうの活用され

たらいいんじゃないかと思います。  

 大体、イトマンスイミングの玉出校というんですけど、７００トン水があります。

その補償はもう一応落ちついて、解約したときに、満タンにして返してくれと。自動

車のレンタカーと一緒らしいんです。と言ってました。参考になるやっていただきた

いと思います。 

○事務局 安藤副区長 

 水道代負担してねということですね。  

○田林委員 

 満タンに。自動車の満タン。まあそれぐらいは。とにかくトイレは一番困るらしい

ですね。特に女性はね。そういったことで、ありがとうございました。  

○事務局 折原課長 

 協定結べたんですね。よかったです。  

○古川部会長 

 予定の時間となってきましたので、終了させていただきます。部会委員の皆様から

いろんな意見をいただきました。防災の取り組みは地域、特に自主防災組織が果たす

べき役割が大きいと思っています。さらに防犯の取り組みも含め、消防、警察、区役
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所が一緒に取り組みを続けていくことが重要と考えております。本日オブザーバーと

して、御参加していただいております消防、警察の方から何か意見ございませんでし

ょうか。 

○住之江消防署 田中司令補 

 いつも区役所と合同で防災訓練等協力していただいて、また地域の方も多数参加し

ていただいて、ありがたく心強く思っております。また来年度になっても、よりさら

に向上を目指して、防災力強めていきたいと思います。また、ご協力のほどよろしく

お願いします。 

○住之江警察署 吉川警部補 

 防犯活動のほうにもご協力いただいてありがとうございます。警察もやっぱり一昔

前でしたら、犯罪が起こってから捕まえるということがメーンに力を入れてたんです

けど、今の時代はそれではいけないと。区民の方が被害に遭う前に、安全に防いでい

く防犯のほうに力を入れていこうというふうに、かわっていって、犯罪どんどん減少

していってます。これを機にやっぱり住之江区も１人でも多く犯罪被害を防げるよう

に頑張っていきたいなと思ってますので、どうぞ、ご協力のほうよろしくお願いしま

す。 

○古川部会長 

 予定していました議題は以上でございます。部会を終了したいと思います。議事の

進行にご協力いただきましてありがとうございます。  

○中山課長代理 

 どうも済みません。部会長、いろいろありがとうございました。本日はちょっと長

時間にかけまして、予定した時間、少し押してますけども、ありがとうございました。

今、いただいた意見また、いったん事務局のほうでまとめさせていただいて、全体会、

今度また２２日にお願いしてると思うんですけども、その場での報告会での報告とい

う形でまとめさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い
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をいたします。それではこれで本日の住之江区区政会議安心・安全部会閉会とさせて

いただきたいと思います。どうもありがとうございました。  

 


