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令和元年６月３日（月） 

安全・安心部会 

平成 30年度住之江区運営方針振返り(案)について 



「企業・NPO・学校等交流会」等を
通じて所有者や事業者と連携を図
り、津波避難ビルについても協力
を依頼していく。

津波避難ビルの確保、
備蓄物資の充実

（4-1-3）

・学校、共同住宅、オフィスビルを
津波避難ビルとして指定するなど、
避難場所、避難所の確保のため企
業等に協力を依頼する。
・地域特性に応じた備蓄物資の充
実を図る。
・災害時に避難所となる学校にお
ける初期対応が円滑に進むよう、
学校や地域と連携を図る。

・新たに津波避難ビル（学校を除く）
を指定し、前年度比5％増とする。

・新たな津波避難ビル指定状況：
共同住宅　1件増、オフィスビル・駅
等企業　3件増
・津波避難ビルへの備蓄物資の充
実：災害用簡易トイレ　共同住宅　2
件増

共同住宅、オフィスビル・駅等企業
ともに指定数は増加（4.4%）したが、
目標に届かなかった。

津波避難ビルについて、地域によ
り偏りがあるため、少ない地域の
拡充が必要。

「住之江区地域防災計画」及び「住
之江区防災マップ」は災害時にお
いて区民の安全安心に直結するも
のであるため最新に改訂するとと
もに、区民に対し効果的に広報を
行い周知に努める。

防災意識の向上に
向けた啓発

（4-1-2）

・地域における各種防災訓練等の
サポートや防災出前講座を実施
(14回)
・消防署等関係機関と連携し、地
域防災の要となる防災リーダーへ
の研修を実施(1回)
・HP(3回）や広報紙（3回）などを活
用した区民への広報を実施

・区民モニターアンケートで、区役
所が実施している防災支援を知っ
ていると回答したうち、「支援事業
が防災意識の向上に役立ってい
る」と回答した割合 60％以上

・地域における各種防災訓練等の
サポートや防災出前講座の実施
（16回）

区民モニターアンケートで、区役所
が実施している防災支援を知って
いると回答したうち、「支援事業が
防災意識の向上に役立っている」
と回答した割合：72.1％

地域防災訓練に参加していない方
や防災出前講座を受けていない
方々は多数存在しており、そういっ
た方々に地域での避難活動や家
庭での災害対策、「備える」ことの
重要性・必要性を訴求していくこと
が必要。

地域において防災意識の高い人
材の発掘や率先活動できる人材の
養成、継続できるネットワークづくり
を行い地域防災力強化を図り、地
域での避難活動の意識づけに取り
組む。
また、ＨＰや広報紙等の広報媒体
をはじめ、防災関連等のイベント以
外においても災害対策や「備える」
ことの重要性・必要性を引き続き発
信していく。

防災計画の充実
（4-1-1）

・毎年更新する「住之江区防災マッ
プ」と、「大阪市地域防災計画」の
修正を受け改訂した「住之江区地
域防災計画」について、区HPにお
いて広く区民に周知する（1回）。
・住之江区の防災性の向上を図る
ため、必要に応じて危機管理室を
通じて国等に働きかけを行う。

・区民モニターアンケートで「住之
江区地域防災計画と住之江区防
災マップがあることを知っている」と
回答した割合　60％以上

住之江区防災マップを更新し、広
報紙・区HPで周知を行った。

区民モニターアンケートで「公助に
よる備えとして知っている防災支援
事業は何ですか」で回答した割合
・住之江区地域防災計画の策定：
5.0%
・住之江区防災マップの作成：
21.9％

「住之江区地域防災計画」及び「住
之江区防災マップ」は災害時にお
いて区民の安全安心に直結するも
のであるが認知度が低い。

達成状況 区民モニターアンケートで「住之江区は公助として災害に対する備えができていると思う」と回答する割合：63.7％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

平成30年度　区運営方針振り返り（案）

●災害に強いまちづくり　【戦略4-1】

めざす状態 避難場所の確保や備蓄の充実など、災害に強いまちづくりに取り組むことや、区民の防災意識向上の啓発を行うことによって、今後想定される大規模な自然災害に備えることができている状態。

目　　　標 平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「住之江区は公助として災害に対する備えができていると思う」と回答する割合　60％以上

 １



ＨＰや広報紙等の広報媒体をはじ
め、防災訓練や防災出前講座等あ
らゆる機会をとらまえて、具体的な
備蓄方法や災害対策について周
知・啓発を行う。

地域の自主防災組織等によ
る備え

（4-2-2）

・過去の大災害を教訓に、地域ごと
に定める「地区防災計画（わがまち
防災プラン）」の作成を支援する。
・地域の自発的な「共助」による防
災・減災の活動促進のため、自主
防災組織による避難所開設・運営
や高齢者等の避難支援を想定した
訓練等の実施を支援する。

・避難所開設・運営訓練実施時の
参加者アンケートで「地域の防災
力は向上している」と回答した割合
60％以上

・「地域防災計画（わがまち防災プ
ラン）」の作成に向けた働きかけ　4
地域
・自主防災組織による避難所開設・
運営訓練の支援　13地域

避難所開設・運営訓練実施時の参
加者アンケートで「地域の防災力
は向上している」と回答した割合：
80.8％

「地域防災計画（わがまち防災プラ
ン）」の作成について、各地域の理
解を得ることができた。今後、地域
実情に応じた避難行動プラン等の
具体的なプラン作成が必要。

引き続き「地域防災計画（わがまち
防災プラン）」の作成に向けた働き
かけを行うとともに、防災意識の高
い人材の発掘や率先活動できる人
材の養成など支援を行う。
また、避難所開設・運営訓練につ
いても、引き続き危機管理室と連
携し、地域の自主性と行政として取
り組んでいただきたい内容を加味
しながら、効果的な訓練となるよう
支援を行う。

家庭での災害の備え
（4-2-1）

・非常備蓄品の備えや家具等の転
倒防止対策、定期的な屋内外の
チェックなどについて、防災訓練
(14回)や広報紙(3回)、HP(3回)等で
広く周知を行う。

・区民モニターアンケートで「家庭で
の備蓄や災害対策の必要性を感じ
る」と回答した割合 60％以上

【機会や媒体を通じた周知】
防災訓練（16回）、防災講演会（1
回）、広報紙・ホームページ（各3
回）

区民モニターアンケートで「家庭で
の備蓄や災害対策の必要性を感じ
る」と回答した割合：97.9％

災害対策の必要性は感じているも
のの、実際に実行している割合（家
庭での備え：46.3％）は伴っていな
い。

達成状況
区民モニターアンケートで「お住まいの地域や家庭で災害に対する備えができている」と回答する割合
地域（共助）での備え：44.7％、家庭（自助）での備え：46.3％

具体的取組
（項番号）

取組内容 目　　　　標 取組実績 達成状況 課　　　　題 改　善　策

平成30年度　区運営方針振り返り（案）

●自助・共助による災害への備え　【戦略4-2】

めざす状態 各家庭での自主的な災害に対する備えが進み、また、自主防災活動の実施などにより地域の防災力が向上することによって、「自助」「共助」による災害への備えができている状態。

目　　　標 平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「お住まいの地域や家庭で災害に対する備えができている」と回答する割合 60％以上

 ２



業績目標に掲げている区民モニ
ターアンケートの割合は71.2％であ
り、各取組により確実に成果を上
げている。今後は、新たな住民へ
の啓発活動を行うととともに、防犯
意識の向上に向け、地域・警察・企
業等と連携して取り組む必要があ
る。

特殊詐欺の被害防止に向け、防犯
出前講座を引き続き実施するととも
に、様々な機会を捉え情報発信、
啓発活動を行う。また、ひったくり
防止やこどもの見守り活動など、地
域・警察・企業等と連携して取り組
む。

防犯意識の向上に
向けた啓発
(４－３－２)

街頭犯罪の抑止に向け防犯出前
講座(28回)を実施するとともに、
HP(3回)や広報紙(3回)などを活用
した広報を実施する。
・ひったくり犯罪の減少に効果が見
込まれるひったくり防止カバーの普
及のため、ひったくり防止カバー取
付キャンペーンを、区役所と地域で
実施する（年26回）。
・こども110番の家の拡充のため、
区内の事業所等に協力依頼し、新
らたにこども110番の家（15件）を確
保する。

・区民モニターアンケートで「区役
所による防犯の取組は安全で安心
して暮らせるまちづくりに寄与して
いる」と回答した割合 60％以上

・防犯出前講座（49回）の実施とと
もにHP（４回）、広報紙（４回）などを
活用
・ひったくり防止カバー取付キャン
ペーン　28回実施
・「こども110番」の家拡充キャン
ペーン27回、交通安全講習（28回
（うち自転車マナーアップキャン
ペーン11回）、特殊詐欺被害防止
キャンペーン７回実施　　　など

区民モニターアンケートで「区役所
による防犯の取組は安全で安心し
て暮らせるまちづくりに寄与してい
る」と回答した割合：71.2

課　　　　題

業績目標に掲げる区民モニターア
ンケートの割合は、77.9％であり、
これまでの取り組みにより着実に
成果を上げている。今後、街頭犯
罪の抑止に向け、防犯カメラの活
用など関係機関と連携し、継続して
防犯対策の取り組みを行う必要が
ある。

改　善　策

青色防犯パトロール等を継続する
とともに、警察等の関係機関と連携
し、防犯カメラを活用するなど、引
き続き街頭犯罪の抑止の取り組み
を進める。

・区民モニターアンケートで「防犯カ
メラの設置により、以前よりは安心
感が高まった」と回答した割合
60％以上

取組実績

・防犯カメラ14台設置
・青色防犯パトロールカーなどによ
る地域の巡回（青色防犯パトロー
ル、地域巡回パトロール：２回／
日）

達成状況

区民モニターアンケートで「防犯カ
メラの設置により、以前よりは安心
感が高まった」と回答した割合：
77.9％

具体的取組
（項番号）

街頭犯罪の抑止に向けた
継続的な取組

(４－３－１)

取組内容

・関係機関と連携し、街頭等での防
犯カメラの設置（場所・台数につい
ては精査中）を進める。
・青色防犯パトロールカーなどによ
る地域の巡回パトロールを継続す
る。
(全開庁日)

目　　　　標

●【防犯活動の充実】　【戦略 4-3】

平成30年度　区運営方針振り返り（案）

めざす状態

目　　　標

達成状況

地域や関係機関と連携し、一体となって街頭犯罪の抑止に取り組むことによって、区民の日常生活での安全を確保できている状態。

平成30年度末までに、区民モニターアンケートで「安全・安心に暮らせるまちである」と回答する割合 60％以上

区民モニターアンケートで「安全・安心に暮らせるまちである」と回答した割合：71.7％

 ３


