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令和元年度住之江区区政会議 

第３回安全・安心部会 

 

１ 日 時：令和２年２月５日（水）午後７時～午後８時 

２ 場 所：住之江区役所 ４階第４－１会議室 

３ 出席者 

〔区政会議委員〕 

池田 順子 委員、實 清隆 委員、中林 利之 委員、西 雅章 委員、 

森本 誠治 委員 （出席 5 人／定数 6 人） 

〔住之江区役所〕 

安藤 友昭 副区長 

渡邊 芳枝 協働まちづくり課長、丸井 康徳 協働まちづくり課長代理 

岡田 浩行 協働まちづくり課担当係長 

藤原 学 協働まちづくり課担当係長 

〔オブザーバー〕 

西岡 住之江消防署地域担当消防司令 

 

○丸井協働まちづくり課長代理 

皆さん、こんばんは。それでは定刻になりましたので、第３回の住之江区区政会議

安全・安心部会を開催します。進行は、区役所協働まちづくり課の丸井が行います。

よろしくお願いします。 

開会に当たりまして、安藤副区長から一言ご挨拶をいただきます。お願いします。 

○安藤副区長 

こんばんは。お忙しいところ、第３回の区政会議部会にご出席いただきまして、本

当にありがとうございます。心よりの御礼を申し上げます。安藤と申します。どうぞ
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よろしくお願いいたします。 

こちら安全・安心部会ということでございます。どちらもやはり区民の皆さんの生

活の根幹を支えることと思っております。特に、毎年毎年、災害が大阪を襲っている

ということになっています。残念ながら、やはり今年も台風ぐらいはまた来るのでは

ないかなと。毎年大きな台風が、やはり本州を襲ってきますので、襲ってくるだろう

なと思ったほうがいいかなと思っています。 

それから、やはり東南海・南海地震です。多分、私たちはひょっとしたら本当に経

験してしまうことになるのではないかなというぐらいの気持ちを、やはり持っていな

いといけないのかな、と思っております。 

当然、行政としても一生懸命やっていくわけですけども、防災ということに関して、

やはり区民の皆さんの自助・共助ということが基本になってきます。そのためにも、

区政会議で皆様方のご意見をできるだけいただきながら、今後の取り組みに反映して

いきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○丸井協働まちづくり課長代理 

ありがとうございました。本日ご議論いただく内容につきましては、案内させても

らっていますように、３月１２日に開催されます全体会議で報告いただいて、区役所

全体で情報共有を図っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

なお、今日の会議につきましては個人情報がありませんので、公開とさせていただ

いております。 

議事録につきましては、後日ホームページで公開しますので、ご了承をお願いしま

す。 

それでは、出席者の方、自己紹介をお願いしたいと思います。まず部会長でありま

す森本部会長のほうからお願いします。 

○森本部会長 
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皆さんこんばんは。安立の森本です。本日は活発な議論ができるように、よろしく

お願いします。 

○實委員 

初めまして、安立の實と申します。実に珍しい名前ですが、よろしくお願いします。 

○池田委員 

安立の池田です。よろしくお願いいたします。 

○中林委員 

住之江連合の中林といいます。よろしくお願いします。 

○西委員 

南港から来ました西といいます。よろしくお願いします。 

○丸井協働まちづくり課長代理 

床波委員は、本日欠席の連絡をいただいています。皆さんによろしくお願いします

ということでした。 

○渡邊協働まちづくり課長 

協働まちづくり課長の渡邊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○丸井協働まちづくり課長代理 

先ほどご挨拶させていただきました安藤副区長です。 

あと、通常オブザーバーとして、住之江消防署と住之江警察の方に来ていただいて

いるのですけども、警察が欠席で、本日消防署から西岡指令がオブザーバーとして、

出席いただいております。 

○住之江消防署西岡 

消防署の地域担当の西岡です。よろしくお願いします。 

○丸井協働まちづくり課長代理 

部会はこのメンバーでやっていきますので、よろしくお願いします。 

お手元に、本日の資料を配布させていただいていますけれど、確認をお願いします。 
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まずレジュメ、「令和２年度の区運営方針（案）における事業」、運営方針資料。そ

れと、本日、實委員さんから区政会議に向けてということで、ご意見の資料を提出さ

れています。４種類ということになりますが、よろしいでしょうか。 

それでは進行を部会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○森本部会長 

座ったままでよろしいですか。それでは改めまして、皆様こんばんは。 

何かとお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

それでは、部会の議事を進めたいと思っております。部会の進行は、皆さんの協力

がなければなかなか進みません、よろしくお願いします。 

承知のとおり、安全・安心部会では防災、防犯に関する内容についての議論をいた

だくようにしております。本日は、事務局からも説明がありましたとおり、防災、防

犯の取り組みに係る令和２年度の区の運営方針（案）における事業についての議論を

いただくこととしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

また、会議に時間の制限がございまして、２０時ごろをめどとしまして、活発な発

言をいただき内容の濃い会議となりますように重ねてご協力をお願いしたいと思って

おります。 

まず、本日は防災と防犯についての議論をいただくことにしておりますが、１部、

２部構成になっていますので、まず最初、防災のほうについての議論をしたいと思い

ますので、事務局のほうからご説明をお願いしたいと思います。 

○渡邊協働まちづくり課長 

そうしましたら、渡邊でございます。お手元のカラー刷りの資料をご覧ください。

それと併せて、参考になる写真や広報紙などを投影してまいります。 

令和元年度の区の運営方針の進捗と課題ということで、お手元の資料で申しますと、

左側の防災で４－１「災害に強いまちづくり」という柱を立てており、１つ目の柱、

「防災計画の充実」の進捗状況としましては、防災計画に基づく住之江区の防災マッ
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プですとか、水害ハザードマップなどを広報紙に掲載し全戸配布を行うなど、さまざ

まな情報発信を行っているところですが、前回ご意見いただきましたのが、なかなか

そういうこと、地域の訓練も知らない人も多いし、防災への意識が低いのではないか

と。挿絵やカラー刷りなんかといった工夫も必要といったご意見もいただいておりま

して、画面に映しておりますように、広報紙にもかなり力を入れて載せさせてきてい

ただいております。 

次に、４－１－２の「防災意識の向上に向けた啓発」の進捗状況としましては、ま

ず地域防災リーダーへの研修。防災担当者会議を通じた人材育成。あと、防災出前講

座とか、そういったことをやってきております。 

画面の資料では、防災出前講座といったものの状況を載せさせていただいておりま

す。 

ここに関しましては、前回、防災出前講座なども、班長さんが集まるような町会単

位の集まりへの講座などもあったらいいとのご意見をいただきましたので、早速、委

員の皆さんにお声がけさせていただきまして、住之江地域に行かせていただきました。

ありがとうございます。 

ということで、防災出前講座等もしながら、防災意識の向上に向けた啓発に努めて

いるところです。 

次の４－１－３の「津波避難ビル等の確保、備蓄物資の充実」というところですけ

れども、こちらは、津波避難ビルの確保を企業に働きかけているところで、防災パー

トナー企業の件数も増えてきております。 

もう一つの柱が、４－２「自助・共助による災害への備え」ということで、ご家庭

での備えの充実ですとか、ご近所での取り組みということが非常に重要になってくる

ところで、４－２－１としまして、備蓄や非常持ち出し袋の準備、家具転倒防止など

について、区のホームページ等を通じて啓発を行ってきております。 

また、共助について、４－２－２としまして、「地域の自主防災組織などによる備
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え」という項目ですが、各地域で行われております避難所開設・運営訓練への支援を

行いますとともに、そういったものを形にしていくということで、「わがまち防災プラ

ン」のひな形を各地域に提供させていただいておりまして、そちらを徐々に充実して

いただくというふうな取り組みをしております。 

あと、子育て世代を対象に、防災セミナーや、防災まちあるきなどを実施してきて

おりまして、引き続き、こういった地域防災力が高まる支援が必要であると考えてい

るところです。 

いただきましたご意見をその右側に書かせていただいております。こういったご意

見も踏まえながら進めてこさせていただきました。 

令和２年度、資料の右側の項目は、こういった取り組みを受けまして、令和２年度

にこのように事業を進めていきますというようなことを書かせていただいております。 

一番上の「防災計画に関する情報発信」のところ、引き続きまして防災マップ等を

全戸配布しますとともに、自宅の浸水区域・浸水想定を確認して、自分で記入してい

ただけるようなものを配っていこうと思っております。 

それが、今ちょっと画面のほうに映させていただいているのですけれども、例えば

区役所の正面玄関に、今日、お越しいただいたときにご覧いただけたかと思いますけ

れども、区役所のこの場所の、大和川が氾濫したときの浸水想定が１.６メートルなの

でが、それを、その高さに浸水深テープを張らせていただき明確にするというか、こ

こはこの程度、浸水するんだよというふうな啓発をさせていただいております。 

それ以外に、実はハザードマップも２５メートルメッシュで浸水想定を示したもの

が出ています。配付しているハザードマップでは、例えば５０センチから３メートル

と表記されているのですが、それではなかなか実感が湧かないので、ここの場所、ポ

イントごとに何メートルの浸水想定がされているかというようなこともわかりやすく

お示しできるようなものも、ちょっと工夫をさせてもらっておりまして、今後のイベ

ント等でもこういう機会をつくっていけたらなと思っております。今年度も少し試行
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的にやっているのですけれども、来年度、こういうことももう少し啓発に使っていけ

たらなと思っております。 

次に４－１－２の「地域防災リーダーの育成」。これは、もちろん引き続き研修を

実施させていただきますとともに、こういった機会に、防災リーダーさん、特に活動

世代というか、活発に活動をいただけるような方への参画機会というのを増やしてい

きたいなと思っております。 

この辺はなかなか難しいところかなと思っておりまして、またお知恵をいただけた

らなと思っております。 

次に、「津波避難ビル等の確保、備蓄物資の充実」。これも引き続き企業・ＮＰＯと

の連携の機会を持ちつつ、協力企業を増加させるように努めていきたいと考えており

ます。 

その下の家庭での備えですが、こちらも、前回もお話をいただいているのですが、

やはり家庭での備蓄とかそういうのを啓発して意識を高めてもらうということに尽き

ますので、区の広報紙で、さらに啓発させていただきますとともに、できましたら地

域の回覧板なんかでも、そういったこともやっていただけたらなと思っているところ

です。 

４－２－２の、「地域の自主防災組織等による備え」、共助についてですけれども、

こちらも各地域で避難所開設・運営訓練をしていただいておりますが、これも毎年地

域ごとにバージョンアップいただいておりますので、そういったことに私たちもサポ

ートをしっかりさせていただきたいなと思っております。 

特に企業との連携が進んできておりますところは、その企業さんと地域の訓練とを

つないでいくというふうなところも工夫していきたいなと思っております。 

あと、その下にあります「地域防災力強化事業～未来につなぐ防災人材養成～」と

いうタイトルをあげておりますが、こちらは、今年度から大阪市立大学と一緒に、子

育て世代を対象とした防災人材養成講座をさせてもらっており、来年度引き続き強化
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していきたいなと思っております。 

地域の防災訓練なんかに、子育て世代の方の参加というのがなかなか少ないという

お声もお聞きしておりましたので、ちょっと角度を変えまして、子どもさんと一緒に

参加いただけるような、そういった講習会なんかを進めてきており、来年度またさら

に充実したものができればなと思っているところです。 

そして、そういった防災意識の高い若い方同士のネットワークなどをつくっていけ

たら、なお心強いかなと思っているところです。 

 チラシを配らせていただいておりますが、この半年間ほど続けてやってきました取

り組みの、最終、みんなで話そう防災カフェということで、２月２４日に住之江小学

校で開催させていただく予定としております。こちら、もしよろしかったら皆さんも

ちょっとのぞいていただけたらなと思っております。 

主にやることとしましては、避難所にどういう物が備えられているかとか、そうい

うことを御存じない方が案外多いですので、地域で訓練をしていただいていると当然

御存じなのですけれども、皆さんご覧になったことが案外ないので、避難所を設置す

るような形で、模擬的に設置しまして、それを体験してもらうとか、あと備蓄食など

の紹介をさせていただきつつ、参加者同士で話をしていただき意識を高め合っていた

だく場を市立大学と一緒につくろうと思っていますので、またご紹介等もいただけた

らなと思っております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○森本部会長 

どうもありがとうございました。ただいま事務局からの説明がありましたけども、

これについて議論していただきたいと思います。 

○西委員 

去年１２月、ＮＨＫで、東京の首都直下地震のドラマを、４、５日だったかかけて、

ずっと毎日やっていた。 
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○森本部会長 

一週間弱やっていましたね。 

○西委員 

ドラマ仕立てでつくり、ＮＨＫの方が言われていたのは、やはりこれから南海トラ

フとか大きな地震が想定されている。関東は関東で、やはりかつての関東大震災から

何十年たって、やはり首都直下だって可能性があるけど、その危機意識というのがな

かなか浸透していかないから、体験してもらうというような趣旨で、ああいうものを

つくったというようなことを言っておられて、確かにそうかもしれないなと思いまし

た。 

あの中にたくさんやはり検討しないといけないなということが語られていたので

はないかなということを思いました。 

住之江区だったら、やはり小学校を中心に避難所が設定されていると思うのですけ

ど、その地域に住んでおられる方とマンションなんかに住んでいる方は、意外とそこ

まで受け入れることができない。備蓄が足りないということがあって、マンションに

住んでいる人は、やはりエレベーターが動かなくなったらそこで住まいできないので

避難所に来ると。じゃ、避難所に来たら、あなたたちの分はそこまで用意できていな

いから受け入れられないということで、やはり行き場がなくなるという方が出てくる

という。これは東京の例だったのですけど。住之江ではそれはないのかなと思うので

すけれど、長期にわたる避難がやはりどうしても出てきた場合に、そういう体制にな

っているのかどうかということは、もう一回確認をする必要があるのかなというよう

に思いました。 

南港なんてほとんどが戸建住宅はないですから、基本的にマンションで一応生活を

することが前提となるのですけれど、例えばエレベーターが動かなくなったりすると

実質的に生活ができないです。だから、そうなったらやはりやむなく避難所に行こう

としたときに、行った先に、それだけの人員の備蓄であったり、そういうものがある
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かどうか。当然各戸内でのやはり備蓄というのは大事なのですけれど、そういうこと

の再点検ということは必要なのかもしれないなと。 

○森本部会長 

地域性によって、高層住宅の地域であるとか、平家の多い地域では、見方というか

考え方が全然違います。 

中林さんどうですか。 

○中林委員 

住之江地域も、いつも災害、防災について、話し合いをやるのですけど、既に４回

ぐらいやっているのかな。避難所開設もやっているのですけど、いわゆる４丁目は市

営住宅なのです。それで３丁目があって、それでうちはマンションなのですけど、そ

うしたら感覚的なばらつきがあるわけです。 

ただ単に防災といったって、もう避難訓練をしても、来てくれる人は来てくれるの

ですけど、なかなか感覚的に来ないものだから、それで、今度大和川の水害にしよう

と。そうしたら、今度は団地の人が要らないのです。もういいと。もう下がるだろう

からいいとか。それで、とりあえず集まってもらわないでいいということになって、

小学校の土曜授業とタイアップして防災訓練をやっているのです。大体子どもら 200

何人と大人も同じ２００人ぐらい来る。 

それで、備蓄も小学校の 3 階にあるのですけど、それでいつも見てもらうのです。

それで、上がるのが難しいという人もいるし、それではどうにもならないと。やはり

自分らで備蓄していてもらわないと、まずとりあえず何日か分はというのは強調して

やらせてもらっているのです。 

もうこんなもの足りるわけがないのだから、これを見てと。例えば人があそこにい

っぱいになるなら、こんなもの足りるわけがないのだから。まずは自分のところで、

食料だけでも何でも、水でも何か本当に要るものはやってくださいねということを

常々何回かのうちにやらせてもらっているのです。 



11 

 

防災訓練もなかなかちょっとマンネリになってきて、なかなか目新しいことがない

から。 

○森本部会長 

今度、令和２年度に向けて、そういうふうな意識が高まるようなことを発信してい

かないと、なかなか高まらない。 

○中林委員 

それで、車椅子に乗っておられる方とか、障がいをお持ちの方とか、ペットを飼っ

ている方とか、犬を連れてきたり、ちょっと目新しいことは入れているのですけど、。

また次はどうするのだ、という話になると。 

訓練、訓練といってもなかなか。しないよりは絶対いいと思うのです。 

○森本部会長 

無駄ではないですよね。 

○中林委員 

思うのです。訓練の運営もちょっと考えていかないと。 

○森本部会長 

マンネリで。 

○中林委員 

そうです。本当に災害が起こったらすぐそんなものはなくなる。そんなことになっ

たら大変なことですけど。 

○森本部会長 

わかりました。池田さん、どうですか。 

○池田委員 

私は、皆さんと一緒なのですけども、安立の防災訓練も、本当に今言われたみたい

に、来る方は大体決まって来られます。もう二、三年前から町会単位で避難して来ま

す。これから本当に大阪でも、近畿でも、必ず私も起こると思っているので、やはり
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この間のときから言われているみたいに、やはり出前講座を町会でしていただいて、

私のところはマンションで、どういうふうにしたらいいかな、ということを、これか

らアドバイス、また区のほうも、行政のほう、ちょっと一緒に力を貸してもらって私

たちも意見をいっぱい出したいと思います。 

だから、そういうことをこれからしていきたいなと。防災訓練で、全部で集まる時

に考えたらいいと思いますけど。各町会、安立は２４町会ありますので、本当に古い

まちで、マンションとかいろいろ混在しています。だから、それはもう町会独自で、

ちょっと考えていくべきなのかなと思っています。 

今回も私は班長に当たったので、今回出前講座をしましょうかと言ったら、旧班長

さん、新班長さんで、こういう中身を考えましょうと、ちょっとこの間意見交換があ

りました。そのときに言ったら、いいですよと言われたので。自分たちのためにもな

るから、そういうふうにしていこうかなと思っております。 

○森本部会長 

ありがとうございます。實さん。 

○實委員 

まず防災といってもいろいろあるわけです。１つは地震。それから津波もあります。

それから洪水もあります。それぞれ対応はやはり違わないといけません。 

住之江区は地域によって特色に非常に差があるのです。それに合わせてやらないと

いけません。 

それで、私は多少なりとも大学で防災の研究もやりましたので、ちょっと発言させ

てもらいます。プリントをごらんください。 

まず、住之江区で地震の場合、一番怖いのは何かといいますと、やはりこれは東南

海の場合も、その前に家屋が倒壊する。これが一番怖いのです。神戸の場合も古い木

造の建物、これがもうぐしゃぐしゃになっているのです。犠牲者も高齢者が多いです。 

具体的に言えば、粉浜、安立の裏筋あたりは、もう道が狭くて古い木造の建物がい
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っぱいある。これが潰れる。そうすると、もう神戸の場合も９７％は圧死なのです。

圧死。焼死も３、４％あります。 

圧死を逃れるためには、やはり２つの点が大事だと思います。１つは防災に強いよ

うに補強です。これをやる、やらないというのが、命を守られるかどうかの境目なの

です。これをやはりまずは徹底させないといけない。そのために、やはり各家を回っ

て最低限度の補強、これをアドバイスするなり補助金を出してやらせるというのが、

まずは大事です。 

２番目に怖いのは火事です。神戸の場合も、朝に潰れまして、大火、火事になった

のは、その日の夕方から夜です。これは、関西電力が電源を入れてから線がショート

したことが一因と言われています。それでめらめらと燃え出したのですね。ですから、

地震が来れば最低限度スイッチが全部落ちるような装置を全戸つけさせるぐらいのこ

とが必要だと思うのです。これが肝要だと思います。 

それからもう一つ大事なのがある。安立、粉浜とも消防車、救急車が入れない道が

あるのです。しかも瓦れきや潰れますとなおさら入れません。だから火事があっても

助けられないのです。なので、ここはやはりもうレッカー車を入れてもらう。それか

ら自動車はもう通行禁止にするとか、それぐらいの思い切った措置も必要だと思うの

です。 

２番目には、犠牲者に高齢者が多いのです。誰が誰を助けるかという体制が各町内

ともほとんどとれていません。この辺も課題だと思います。 

次は、津波と河川。津波は１時間半から２時間後に来るらしいけれども、意外と人

間というのは安全だと思う、そういう傾向があるのです。 

しかし、今までの実績で、マンションあるいは会社の高い建物で協力してくれるの

はどんどん増えていますけども、それでも、例えば安立でいうと３５００人ぐらいお

りますが、そんな人数が今のマンションだけでは一度に避難できないのです。安立小

学校といっても、もう津波、洪水の場合は１階、２階はだめですから、場合によって
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は南海電車の線路の上というのも避難の場所として考えなければいけないかもしれな

い。その辺も含めて考えてほしいなというように思います。 

防災について、今感じているところをしゃべらせてもらいました。 

○森本部会長 

ありがとうございました。 

○西委員 

今のお話の中の、確かに火災の件があったではないですか。これが、この間のＮＨ

Ｋでもやっていたのですけど、最近のブレーカーは、地震が揺れるとブレーカーが自

動的に落ちるブレーカーのものもあるらしいのですよ。それで、古いのはそうはなら

ないので、メ－ンブレーカーのところにおもしをつけておくとできる。 

○森本部会長 

ひもをぶら下げて。 

○西委員 

そう。ぽちっと落ちるような、そういうのがあるのですって。 

○森本部会長 

あれをやっている方は結構います。 

○西委員 

だから、そういうのをどんどん推奨していくといい。 

○森本部会長 

あれは自作でできるのですよね。 

○西委員 

みたいです。 

○森本部会長 

細ひもをブレーカーのところにつり下げておいて、それにおもりをつけて、それで

揺れたらそれが下に落ちるという。 
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○西委員 

おもりが落ちて、ブレーカーが落ちるという仕組みになっている。 

○森本部会長 

それは工夫をされている方は結構います。うちの町内にもいます。 

○實委員 

ブレーカーは、やはりないと。火災になったら、消防車が入れないともう大変な人

災、もう本当に大変なことになります。 

○森本部会長 

今、實さんも結構貴重な話をしていただきました。それでは、令和２年度に向けて、

また今皆さんからいただいた意見をもとに議論していきます。例えば、災害がありま

す。その危険をあおるようなことばかりを進めていってもどうしようもないと私は思

うのです。危険は危険だけれども、自分たちの身の回り、足元で、その辺をちゃんと

しっかりできるようなこと、いわゆる自助です。それをきちっとできるようなことを

促せるようなことを発信していくほうが大事なのではないかなと思います。 

○池田委員 

私のところのマンションでも隣の町会が避難する訓練があったのです。そうしたら

避難は階段しかだめなのです。私たちが戸をあけてみんなが入ってきたら、これはち

ょっと大変であり、階段のところだったら、毛布とかが何もないのです。だからそう

いうのも必要かと思います。 

○森本部会長 

池田さんのところのマンションはちょっと変わっていて、２つ飛ばしで止まり、全

ての階にはエレベーターがとまらないのですね。 

○池田委員 

そう。 

○森本部会長 
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そうしたら、その間は何もないのですよね。 

○池田委員 

ないのです。階段のところに避難はしていただいて結構ですけど、その人たちはも

う本当に慌てて来たら、もう何も持ってこられないと思うので、そのときに、もし備

蓄というか、毛布とかそういうものが会館にでも、集会場にも、そんなにたくさんは

できないのですけど、そういうことをしていただけないのかなとちょっと思います。 

だから、安立小学校、学校にだったら、そういう備蓄とかお水もありますけども、

マンションにはそういうことがないので、だからそういうこともまた検討をお願いし

ます。 

○實委員 

マンションは本当に一時しのぎ。まず命を確保するだけです。それ以上のものでは

ありません。 

○池田委員 

でも夜中寒いので、だから大変だと思います。 

○安藤副区長 

今おっしゃっていたのは、津波避難ビルに逃げてきたとか、そういうことですね。 

○實委員 

それで、地震のときはエレベーターがとまります。 

○森本部会長 

そうだから、池田さんのところのマンションに、各地域の方たちの避難訓練で。 

○池田委員 

寒い時に防災訓練をした。私のところのマンションだけではなくて、ほかでも多分

そういう備蓄とかはないと思います。 

○西委員 

マンションの場合は、町会で集めたお金で毛布とか備蓄品はある程度買っています。
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水なんかは、やはり消費期限が５年とかあるので、１年ずつ、ある程度消防訓練とか

そういうときに、全体の、３日だったら３日分のうちの、ちょっとずつそれを配った

りして、また追加をしてという形で一定量常に確保している。 

○森本部会長 

消費しながら入れていくという形ですよね。 

○西委員 

そうです。 

○實委員 

安立に４０００人ぐらいいるのです。１つのマンションに一体何人助けられるかと

いうことです。例えばうちの町内では、恐らく６００人ぐらいいますが、１つのマン

ションで６００人はとてもできません。 

○森本部会長 

實さんがおっしゃるとおりで、例えばマンションであれ戸建てであれ、もしも家の

中にいるときに災害が起きました。そうしたら家の中の構造というのは、戸建ての家

であれ、マンションであれ、多分そんなには変わらないと思うのです。ただ揺れ方も

違います。その中で居住空間の中を自分たちが今いるところの安全を確保できるのは

自分たち、自分しかないわけなのです。 

例えばキッチンの食卓で、背中を向けて食器棚を置かないとか。それとか、ガラス

とか食器とか、割れる物は、例えば高層マンションなんかで１０階以上でしたらかな

り揺れますよね。そうしたら、揺れてずり落ちるのではなく飛び込んでくるらしいの

です。 

私、京都に行ったときかな、１回体験しました。あれはびっくりした。ですから、

そういう小さなところから。大きな目で見たら、とにかく防災という意識を持ってい

ただくのは大事なのだけども、家の中で、自分たちの居住空間の中だけでも、自分た

ちの家の中で災害に遭わないような工夫をするような啓発というのをするのが大事で
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はないかなと私は思っています。 

○渡邊協働まちづくり課長 

おっしゃっているものがこれなのですけれども、家具の固定とか、置き方とか、そ

ういうのも、こういうチラシをつくって、訓練のたびに配布はさせてもらっているの

で、もうよく御存じかもしれませんけれども、おっしゃるとおりそれが一番大事です。 

○森本部会長 

それで、例えば食品にしても、水にしてもそうです。さっき西さんも言われたよう

に、備蓄しながら消費する。そうしてどんどん循環させていく。固めて置いておくと

いうのではなく、消費しながら備蓄するというような形、それを当たり前にできるよ

うな形にしていったほうがいいのではないかなと私は感じています。 

○實委員 

地震のときに、あなたは何を持って避難しましたかといったら、９８％が、もう何

もなしなのです。おさまってからとりに行くという。 

○渡邊協働まちづくり課長 

これも常に訓練のときにも言わせてもらっているのですが、非常持ち出し袋を用意

しておいてくださいと。ただ、言っていてもなかなかですが。 

○實委員 

もうそんなことは頭から消えるのです。もういざとなると。後でとりに行くという

ぐらい。それよりも、まず大事なのは命を守るということなのです。 

京都大学の防災の教授が言うのは、一番大事なのはまず命を守る。そのために最低

限度の家の補強、これが最大の武器だとおっしゃる。地震のときはマンションは関係

ありません。地震のときは小学校ですが、津波ぐらいでマンションですけども、そう

いうことですよ。 

安立でも大和川が危ないのは４丁目ですね。あの辺こそマンションなのですけども、

我々の安立の１丁目、２丁目あたりは、やはり一番怖いのは家の倒壊と火事です。 
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○安藤副区長 

今日の防災に関するご議論とすれば、まずやはり自助に関する意識が、まだまだ徹

底していないということだから、少しその辺を強調していきます。 

○渡邊協働まちづくり課長 

ちょっと工夫すれば、こんなことができるというご意見もいただきましたので、今

後チラシなんかにそういうことを盛り込ませていただきます。 

○森本部会長 

身近なことで。 

○安藤副区長 

それと建物の補強に関して、大阪市も耐震改修補助などの補助制度はあります。 

○渡邊協働まちづくり課長 

補助制度自身はあるのですけど、活用される方は少ないです。 

○森本部会長 

今、そういった制度があるとかいうのを、もっと周知してもらうことも大事だと思

います。 

○安藤副区長 

来年度も、一つひとつ周知しながらやっていきたい。 

○渡邊協働まちづくり課長 

あと、津波避難ビルには毛布はないのですけれども、例えばトイレが一番お困りに

なるかなというので、トイレの配備なんかは置いていただけるところには置くように

していますので、またそういったことも。 

○實委員 

震災初期に困ったもので、水の不足の次に便所が使えないことが、２番目に来てい

たでしょう。トイレ問題かなり深刻なのです。 

○森本部会長 
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どうもありがとうございました。なかなか活発な皆さんの思いと意見を出していた

だきまして、ありがとうございました。 

それでは次に、防犯についての議論を行っていきたいと思います。それでは事務局

から説明お願いします。 

○渡邊協働まちづくり課長 

お手元の資料の最後のところです。４－３「防犯活動の充実」という項目になりま

す。こちらは、１つは「街頭犯罪の抑止に向けた継続的な取組」という柱と、あとは、

「意識の向上」という柱。２本に分けて進捗管理をしております。 

「関係機関と連携して」、といいますのは、もちろん警察、消防いろいろな機関と

連携しながら、地域の皆さんとも連携しながら、通学路の安全確保ということで、防

犯カメラも設置しておりますし、見守り活動なんかもしていただいているところで、

そことの連携も進めております。 

前回、犬の散歩の方なんかに、ちょっと協力いただけたらということもご意見をい

ただいておりまして、「わんにゃんパトロール」をやっておられる団体の方に、お声を

かけさせていただきました。真夏の暑いときは散歩できないけどね、とか言いながら

も、そういう意識は持って回るようにしますということで、いろんな方に意識を持っ

てもらうことが大事かなと思っております。 

次に、「防犯意識の向上に向けた啓発」としまして、こちらのほうも防犯出前講座

というのを、これはかなりな回数をやらせてもらっております。 

食事サービスとか、いろいろされているようなところに、うちの防犯チームが出向

きまして、特に特殊詐欺なんかの被害に遭われる方がすごく多いですので、繰り返し

そういう啓発をさせていただいているところです。 

来年度に向けましても、こういった取り組みは、右側のほうに書かせていただいて

おりますが、やはり継続して実施していくことが重要ということで、引き続き工夫し

ながら取り組みを進めていきたいなと思っております。 
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○森本部会長 

どうもありがとうございます。 

○渡邊協働まちづくり課長 

広報紙なんかも、こんな感じで、いろいろ楽しく見ていただけるような工夫をさせ

てもらっております。 

○安藤副区長 

犯人役は区の職員です。 

○池田委員 

見たことある。 

○森本部会長 

西さんのところの南港地区で、最近防犯上でこういうことがあったとか、こういう

場合はこういうふうな取り組みをしてほしいとか、そういうのは何かあります。 

○西委員 

やはり私の住まいがあるところはコスモスクエアのところなのです。南港ポートタ

ウンではなくてコスモスクエア地域なので、子どもらはやはり約１キロ近く小学校ま

で歩くのです。日中では余り人がいないようなところをずっと歩いていくので、でき

るだけ子どもは集団で行きましょうとかいう形でやっています。 

○森本部会長 

防犯カメラの設置率はどのくらいありますか？ 

○西委員 

つけようということを熱心にやっておられる方もおられましたけれど、ある程度そ

の管理をきっちりやっていくことが前提になりますので、そこら辺は保留になってい

ますけど。 

○森本部会長 

つけるのはいいのだけども、管理、維持するというのはなかなか難しいことなので
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すよね。 

○西委員 

ポートタウンの中でも、結構緑が多いまちなので、やはりちょっと木の陰に入った

りしたら、特に子どもなんかはというのはあるかもしれないです。 

○森本部会長 

目の届きにくい場所が結構多いですよね。 

○西委員 

さっきもお話が出ていたけど、見守りのテレビコマーシャルをやっていますよね。

犬の散歩とか、買い物を３時、４時にやりましょうと。結構そういう広報活動を熱心

にしているのだなというふうに。 

○森本部会長 

冬の時期は、３時、４時、犬の散歩は大歓迎なのです。ただ、真夏はとても暑く犬

が歩かない。 

○西委員 

コスモスクエアのマンションが新しいので、大きさとかが決まっているのですけど、

最大２頭までだったら飼えるというルールでやっています。ただ、マンションの中で

は当然だめですよ。やはりそのまちの周りを散歩でずっと歩くわけです。 

○森本部会長 

防犯カメラを検証の材料に使うとか、そんな事例は起こっていません。 

○西委員 

積極的につけたほうがいいねという話は出ています。 

○森本部会長 

要するに、拠点拠点で防犯カメラをつけたほうがいいというような地点、場所が結

構あるわけです。 

○西委員 
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やはり公共の施設、例えば関電の電柱とか、そういうものを利用させてもらわない

と。ポートタウンの中と外では若干違うかもしれないのですけどね。電柱を利用して

結構つけていたと思いますけど。 

○森本部会長 

わかりました。中林さんどうですか。 

○中林委員 

防犯カメラは結構あるのです。それで警察がしょっちゅう来られます。 

○森本部会長 

多いですね。私のところもしょっちゅう来ます。 

○中林委員 

しょっちゅう来て、見るための書類を書いてもらったり、ある意味大変なのだけど。

福祉会館にもつけているのですけど、やはり維持費がかかる。それで年代がたってき

たら、映りも余りよくないし。 

○森本部会長 

カメラの寿命というのもあるし。それをまたつけかえるといったら、また大変な事

業になる。 

○中林委員 

メンテナンス料が、８０００円くらいといったかな。 

○森本部会長 

８０００円から１万円かかりますよね。 

○中林委員 

防犯カメラが６台か７台あり、費用がかさむと言っているのです。 

○森本部会長 

そういうのに、補助をいただいたら。 

○中林委員 
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いただいているけど、ある程度もったいないなという気もあるのです。 

それと、防犯の関係もあるのですけど、１台足したのです。決まったところへ不法

投棄があり、もう仕方がないなとつけたのです。それでも、つけるのに電柱がいけな

いとか、規制というか、向きとか、許可が出るかとか、１台足すだけでもいろいろ大

変だったみたいです。 

○森本部会長 

防犯カメラ設置イコールプライバシーの侵害とか、その問題がどうしてもつきまと

うので。 

○中林委員 

いくらやっていることがいいといっても、住んでおられる人は、それはどのように

考えられるかわからないけど、要らないと言われたら、ちょっとつらいところはあり

ます。 

○森本部会長 

そういう防犯の事案とか、具体的にとかいうのはございますか？ 

○中林委員 

特になかったのではないかな。 

しかし、警察が見に来られるけど、中身を言ってくれない。警察の方が、来たとき

に何かないと張り合いがないではないですが、見に来て見たと、それで、こんなこと

がありましたとか、なかったとか、何かフィードバックがあれはいい。ただ見に来て、

ついて行っただけでは、大変な手間なのです。公開するのも、ある意味で本当に手間

なのです。嫌とかではなくて。それだったらちょっとぐらいお返しがあってもいいの

ではないかと。 

○安藤副区長 

つけていてよかったなとかいう報告みたいなものがあればいいのかなあ。 

○森本部会長 
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こういう結果が出ましたとか。 

○中林委員 

増やすときに金がかかるなら、もういいではないかとなるのです。そんなときに、

こんな事例がありましたとか、常にこんなのを言ってくれて、月に５回も６回もあり

ますよとか言ったら、やはり防犯への意識が上がると思うのです。 

○安藤副区長 

ちょっと何か雑談の中で警察に言ってみます。場所を特定しないでも、この防犯カ

メラで、こんなふうに役に立っているのですよということが、具体的でなくても、一

般論でもいいからわかりたいと。 

○中林委員 

そう。特定して問題があるのだったら、必要はない。 

○森本部会長 

防犯カメラを見せてと警察の方が来られます。そこで、どういう事案ですかとか尋

ねたら、ちょっと言えませんとかいうことが実際ありますよね。 

○安藤副区長 

それは、区役所が聞いても言わないです。区役所も、カメラの記録をとりに来ます

けど、絶対言わないです。 

○森本部会長 

その辺で、自分たちの地域を守るためにつけているのだけども、防犯カメラは警察

の方達がどういうふうな検証をして、どういうふうな結果になったとかいうぐらいは、

言っていただいたほうが防犯活動の励みになる。 

○中林委員 

具体的に場所まで特定しないでもいいけど。 

○安藤副区長 

大きな殺人事件とかがあったら、それは映像も公開されます。ちょっとした犯罪で



26 

 

も、こういうことで役に立ちましたとか、これが抑止になりましたとかあればいい。 

僕は警察の方と話をする機会も多いですけども、カメラで撮られているので犯罪に

車を使うと確実に足がつくと言っています。以前に、猫を空気銃で撃ついたずらがあ

ったではないですか。あんなのは捕まるのですかと聞いたら、車を使っていたら捕ま

りますよと言っていた。案の定、やはり車を使ってちゃんと映像が載っていましたか

ら。そういう効果はあるのだと思います。 

○森本部会長 

池田さん、どうですか。 

○池田委員 

私のところは、見守り活動をすごくたくさんしていただいている。防犯カメラは、

担当が会館でも、どこか新しいところについたら全部シールで張っていただいている。

連合、自分のところでしているというのを印にしていただいている。最近では、東京

から犯人が来ましたというのがあり、何回も来られた。その東京の警察の方は、ちょ

っと見せてくれて。今言ったみたいに、私たちが、いや、ちょっと励みになるねと。

こうこうで、こんな人が来ているのですといって、ちょっと見せてくれたのですよ。

捕まったと思うのですけど、初めてそれを結果も言っていただいた。 

○森本部会長 

やはり地域によって違うのです。 

○池田委員 

初めてです。今まで来ていた人は、そういうことは全然。うちの会長でもそんなの

は聞いたことがないというのですけど、東京から来られた方は、ちょっと言ってくれ

たので。 

○森本部会長 

大阪の人は親切だと言って。 

○池田委員 
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私たちは会館に２人いたのです。信じて言ってくれたのかなと思いますけど。やは

りよかったわと思って。 

○中林委員 

毎回、毎回とか、そこまでは言いませんけど。 

○池田委員 

だから、本当に、どことか言わないで、こういうふうに捕まりましたとか、ちょっ

と言ってもらったら。 

○安藤副区長 

警察官も職務に忠実なあまり、そこまで気が回っていないかもしれませんから、ち

ょっと雑談の中でも、報告みたいなものがはしいと言っておきます。 

○池田委員 

私のところは、防犯カメラをつけていて、すごく役には立っていると思います。ま

た新しくメンテナンスをするのに、本当にお金がかかる。 

○實委員 

地域で地域を守るというのは、年末に火の用心。ところが、実際にやっている町会

はごく少ないのです。例えば安立は１０町会あるけれども、恐らく２町会か３町会だ

と思います。だから防犯カメラは、私は有効だと思うのです。 

それと、大阪というまちは、全国でも１、２を争うぐらいの犯罪都市なのです。ひ

ったくりも日本一。強盗も、大阪というのはみんなが１位か２位なのです。 

それだけ犯罪が多くありながら、水害ハザードマップがあるけれど、ひったくりと

いうのはどういう場所で起きているかという犯罪の多発地帯の地図というのがないの

です。どの道路の、どのあたりが危ないと。 

○渡邊協働まちづくり課長 

犯罪発生状況マップというのがあるのですが。 

○實委員 
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見たことがない。配られてもいない。 

○森本部会長 

それなら、１回また今まさに。 

○實委員 

それから犯罪でもいろんな犯罪があるのだけども、どういう犯罪が、どのあたりで

多発しているかという、そういうのがわかれば、かなり防犯意識が高まると思うので

す。うちの町内に、そんなに入られているのか。この道路のこのあたりは、ひったく

りがそんなに多いのかという、そういうことがわかると思うのですけど、一般の区民

は全く知らされていません。私もそんな地図は見たことがない。 

○森本部会長 

それは、これから令和２年度、そういう取り組みをやるような。 

○實委員 

恐らく警察ではつくっているのかどうか知りませんけども。 

○渡邊協働まちづくり課長 

あるのです。 

○安藤副区長 

あります。 

○實委員 

僕は、やはりこれはアメリカあたりでは、あそこも犯罪は日本の何百倍か多いのだ

けど、ちゃんと犯罪地図があります。危ない場所というのは。だから、みんなそこに

近づかない。夜はこの場所は危ないというのはわかっている。 

○森本部会長 

實さん。区民ですから、防犯カメラの設置を大阪市に言って、住之江区にもそれ相

当の台数の割り当てをいただいて、つけてもらうようにとか、そういう運動をまたし

ないとだめですね。 
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○實委員 

それもあるけども、一般の人も、ああ、俺のまちはこんなにやられているのだとい

うのがわかれば、ぐっと違うと思うのですね。言葉では、防犯はこうしてくださいと

言うけど、実際、今度実数で言われると全くまた違う感じがあるのです。防犯意識、

もう全く変わります。その辺どうですか。防犯地図。 

○渡邊協働まちづくり課長 

犯罪発生マップはインターネットでごらんいただけるようになっていまして、ちょ

っとここには載せていないのですが、例えば、こういうＳＮＳで情報発信をするとき

に、ここに載っていますよというのは、毎回リンク先をつけて情報発信はさせてもら

っているのですが。 

○實委員 

でも、見ている人はほとんどゼロに等しいです。関心を持っている私がこういうも

のを見たことがないのです。これをもうちょっと区民に、こういうのがある。それな

らもっと、せめて町会で１部や２部は配ったらいいのではないですか。そうしないと、

何のためにこの地図をつくっているのかというのがわからない。 

○安藤副区長 

わかりました。いろんな捉まえ方がありますからその防犯の地図の出し方はよく考

えないといけない。どう出すかは、ちょっと慎重に考えさせてください。 

ただ、防犯マップがありますよということは、きちっとどこかの場でお知らせしま

す。 

○西委員 

ヤフーのマップであって、もう毎日のように防犯が、ここでこういう事件がありま

すというのが来るのですよ。 

○實委員 

防犯マップはどこにあるのですか。 
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○西委員 

こういうスマホで見られます。 

○渡邊協働まちづくり課長 

警察が情報を出して、それを地図上に落としたものをインターネットで公開してい

ます。だから、今そういったものと、防犯カメラとの位置関係だったり、いろんな分

析は進めているところです。 

○森本部会長 

安藤副区長がおっしゃったように、例えばそれの公開の仕方はちょっと慎重にしな

いと、何でもかんでもいって出すわけにはなかなかいきません。その辺はちょっと皆

さん、また考えて、そういう方向で動いていただくというようなことでよろしいです

か。 

○實委員 

インターネットで１回見ます。 

○森本部会長 

見てください。活発な議論ありがとうございました。 

それで、もう時間となりましたので、終了ということにしたいと思います。 

○住之江消防署西岡 

防犯カメラの件なのですけど、奏功事例はどうなのだという話があったのですけど

も、住之江区内は、放火件数は爆発的に減りました。今、局で分析をしているのです

けど、やはり防犯カメラの普及が高くなっているからではないかということを局の担

当者が言っていたというのだけ、ちょっとフィードバックさせてもらいます。 

○安藤副区長 

だから、街頭犯罪も減っているのです。それもやはり防犯カメラの影響ではないか

ということは言われています。 

○渡邊協働まちづくり課長 
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街頭犯罪が重点事項から落ちました。もう件数が大分減っている。それよりも特殊

詐欺のほうが最近は深刻です。 

○森本部会長 

結局、しようもないいたずら的なところから始まって。 

○安藤副区長 

まちを歩くと映るのです。 

○渡邊協働まちづくり課長 

必ず追いかけられる。 

○中林委員 

うちのマンションでも、よく駐車場の車上荒らし、もう何十年間もあったのですけ

ど、やはりつけたら。 

○安藤副区長 

つけたらなくなりますね。うちもそうです。ゼロになりました。 

○中林委員 

つけた途端にね。それでもやっているやつがいたけど。それなら防犯カメラのおか

げで捕まったと載せたらって言っていました。 

○池田委員 

よく中学校の先生たちも、夏なんかに来ていました。だから、やはりいいのではな

いかと思います。 

○森本部会長 

そうしたら、今日は部会の皆さんからも、いろんな意見をいただき、まことにあり

がとうございました。 

防災・防犯の取り組みは、警察であり、消防署であり、区役所であり、地域であり、

皆さん一体化して一緒に取り組むというような形で、また令和２年度押し進めていき

たいと思いますので、これからも皆さん頑張って、住之江区をよくするように取り組
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みをきちっと考えて頑張りましょう。 

今日は長い間どうもありがとうございました。 

それと３月１２日、また全体会がございますので、また案内を出していただけるの

ですよね。そういうことでお願いします。 

○安藤副区長 

今日の議論を踏まえて、また資料を修正することがあったら、部会長と相談させて

いただいてやらせていただきます。 

○丸井協働まちづくり課長代理 

森本部会長、ありがとうございます。これで本日の部会を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

以 上 


