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第３回大正区区政会議 

日時：平成30年12月11日(火)18時30分から 

場所：大正区役所５階502会議室 

 

○近藤課長 皆さん、こんばんは。定刻になりましたので、ただいまから平成30年度第３回

大正区区政会議を開催させていただきます。 

  私は、本日の司会を務めます政策プロモーション担当課長の近藤でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  今回の区政会議は、あらかじめ御案内しております議題、平成31年度大正区運営方針

（素案）、台風21号に関する総括と今後の対策の策定、千島公園内の元親水公園再整

備について御議論いただきます。よろしくお願いいたします。 

  なお、午後６時30分現在、区政会議委員定数18名のうち、出席者数９名でございます。

２分の１以上の出席がございますので、この区政会議の条例に基づきまして本会議は

有効に成立しております。 

  ここで、前回の区政会議では所用のため御欠席されておりましたが、９月１日より区

政会議委員をお願いしております、大正区地域振興会御推薦の上村委員に御挨拶いた

だきたいと思います。上村委員、よろしくお願いいたします。 

○上村委員 上村でございます。 

平尾から来てますけども、１回目、２回目欠席しまして申しわけございません。今

回から参加できると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○近藤課長 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  また、本日は区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第８条２項に基づきまし

て大正消防署長の角田様にお越しいただいておりますので、御紹介いたします。 

○角田署長 大正消防署長の角田です。よろしくお願いいたします。 

○近藤課長 よろしくお願いいたします。 

  それでは、開会に当たりまして、吉田大正区長より御挨拶申し上げます。 

○吉田区長 皆様、こんばんは。区長の吉田康人でございます。 

  本日もお忙しい中、お集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。 

  区政会議委員の皆様におかれましては、年末年始へ向けて何かと気ぜわしくしていら

っしゃると存じます。区役所も、ルーチンの地域活動支援はもちろんのこと、大正警
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察署、大正消防署との連携による歳末へ向けての防犯対応、来年のＧ20サミットや、

先ごろ正式決定した2025年万博へ向けての体制整備、さらには、最低でも三度は行わ

れる選挙、そして、場合によっては住民投票も控えておりまして、慌ただしい師走を

走り抜けているところでございます。 

こんなときだからこそ落ちついて、区政会議委員の皆さんと腰をしっかり据えて、

じっくり議論させていただけますのは大変貴重な機会と存じております。どうかよろ

しくお願い申し上げます。 

  本日から大正消防署長にオブザーバーとして御出席いただくことになりました。Ｇ20、

万博へ向けて、連携を一層強めなければならないこのタイミングでの御参席でござい

ます。ありがとうございます。 

  まず、前回の区政会議の議論の中、あるいは議論後に行ったアンケートの中でいただ

きました宿題につきましては、既に郵送にて全委員に対して御回答を申し上げました。

その回答について、この場での説明は割愛をさせていただきますが、再びコメントが

ありましたら、後ほどの質疑応答の場でお願いを申し上げます。 

  前回までは、どちらかと申しますと、議論の対象が全分野にわたる網羅的なものでご

ざいました。１年を通しての、また全分野を通じての事業・業務の計画とその実施、

そして予算・決算について広く御議論をいただいたからでございます。本日はテーマ

設定を変えました。主に台風21号に関する総括と今後の対策について、並びに千島公

園内の元親水公園再整備についての２つのテーマに絞り込んで御議論をいただきます。 

  後ほど詳しく御説明申し上げますが、台風21号につきましては、今後の行政課題とし

て、地域の防災訓練などで私からいつも申し上げておりますとおり、自助、互助、共

助、そして公助のそれぞれの役割分担と相互の連携等骨組みに総括をしたいと考えて

いるところです。このため、一方で各委員から事前にいただきました御意見などを自

助、互助、共助、公助に分類して本日の資料でお示しをいたしております。 

  また、一方では、区役所職員が、これは行政の強みでもあり弱みでもありますが、縦

割り行政的な目線でそれぞれの担当分野から見た意見、論点を出し合いました。それ

もまた資料としてお示しをいたしております。本日、委員の皆様方には、双方を踏ま

えて、主に情報伝達と要援護者との観点へさらに絞り、自助、互助、共助、そして公

助はどうあるべきか、あるいは台風21号のときに、それらがどう機能したのか御議論

をいただければと存じております。 
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  本日以降、きょうの御議論を最終的な総括へまとめ上げていきます。私としては、公

助のあるべき姿はもちろんのこと、自助、互助、共助のあるべき姿についても大きな

ビジョンを描くのは区政運営の１つだと考えております。自助、互助、共助が進むよ

う主体的責任感を持って、積極的に行政として働きかけてまいります。 

  もう一つのテーマ、元親水公園については、行政区の限界とも関連いたしますけれど

も、区民意見を代表する区政会議で重要施策についての大きな方向性を打ち出してい

ただこうと考えております。その上で、区役所において行政的な詰めを行い、行政と

しての具体的施策案を打ち出し、最終的には区政会議の御了解をいただくという、区

政会議と区役所行政との関係にイノベーションをもたらす１つのモデルの議論に本日

なると位置づけております。限られた時間ではございますが、実りある議論にしたい

と考えております。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○近藤課長 議事に入ります前に、本日の配付資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。書類番号１、平成31年度大正区運営方針（素案）、書類番号２、台風21号に係る

被害状況について、書類番号３、千島公園内の元親水公園再整備について、書類番号

４、台風21号に関する各委員の御意見、書類番号５、台風21号の対応従事職員への調

査による課題抽出結果について、書類番号６、千島公園内の水景施設に関する御意見、

書類番号７、区政会議委員からの事前質問・意見に対する回答でございます。書類番

号１から３の資料については事前に送付しておりますが、本日お手元にない方はおら

れませんでしょうか。また、資料の配付漏れなどございませんでしょうか。 

また、書類番号１の資料、平成31年度大正区運営方針（素案）につきましては、お

手数ですが、配付しております赤いファイルへとじていただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

  なお、本日の会議は全て公開とさせていただき、会議録や撮影させていただきました

写真等は、後日、区のホームページ等で公開させていただきますので、御了承くださ

い。 

  また、本日の会議終了予定時刻は午後８時30分となっておりますので、御協力をお願

いいたします。 

  それでは、これより議事進行を山本議長にお願いしたいと存じます。 

○山本議長 皆様、こんばんは。 

  大変お寒い中、またお足元の悪い中、本日の区政会議に御出席賜りまして、ありがと
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うございます。 

  早速、議事に入らせていただきます。まず、議題１の平成31年度大正区運営方針（素

案）につきまして、区役所から説明をお願いいたします。 

○近藤課長 私から御説明をさせていただきます。 

  議題１の平成31年度大正区運営方針（素案）については、書類番号１として皆様に事

前にお送りさせていただき、御確認をいただきました。運営方針（素案）は、前回の

議題であります平成31年度大正区事業・業務計画書の案策定の際にいただきました御

意見を踏まえ策定しております。また、事前質問においても、施策内容についてのも

のがございませんでしたので、既に御審議を終えているものとして、運営方針自体の

説明については割愛をさせていただき、書類番号７の区政会議委員からの事前質問・

意見に対する回答をもって説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  書類番号７をごらんください。 

  １番、御手洗委員からです。自治会・町内会への加入促進について、具体的な対策に

ついての御質問です。 

  回答といたしまして、区役所のホームページや広報紙により地域活動を紹介し、転入

されてきた方については、パンフレット等の資料を配付することで加入を呼びかけて

おります。 

  ２番も御手洗委員からです。平成31年度運営方針（素案）で、大正区まるごとネット

という言葉や、地域指定津波避難ビルと大阪市指定津波避難ビルの違いについてとい

う御質問でございます。 

  回答でございます。大正区まるごとネットですが、区役所と地域、区社協、地域包括

支援センターなど関係機関が連携しまして、地域住民の皆さんの福祉的課題、お困り

事を我が事として丸ごと受けとめ、地域ぐるみで解決につなげていくための地域支援

の仕組みのことを指しております。 

  ２点目の地域指定津波避難ビルと大阪市指定津波避難ビルでございます。ともに津波

発生時に避難できる場所として賛同いただき、ビル所有者と協定書等を締結している

津波避難施設のことでございます。中身につきましては、その後に書いておりますよ

うに、締結者、避難対象者、指定要件がそれぞれ地域と大阪市で違っております。大

正区では、平成32年度に予定している津波編の地区防災計画の策定に向け、耐震性等
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の課題のある地域指定津波避難ビルから大阪市指定津波避難ビルへの切りかえを進め

ていくこととしております。 

  ３番、山北委員からです。区民意識調査にかかわりまして、その評価について、この

評価の数値について、人口のことを指しているのか、アンケートの返答に対する割合

なのかという御質問ですが、こちらは後者の区民意識調査回答者に対する割合のこと

を指しております。 

  ４番、照喜納委員からの御質問です。安心できるまちづくりを官民挙げてつくり上げ

てほしい。大正区の住民の要望をしっかり聞いて、プロにプランニングしてもらうと

いいという御質問でございます。 

  大正区将来ビジョン2022にもお示ししておりますように、区民の防災意識の向上や地

域の自主防災組織づくりにより、自助、互助、共助の意識を高め、地域防災力の向上

を図っております。地域担当制により、区役所職員が地域行事・活動に参加し、地域

課題の把握に努めておるところでもございます。また、大学の学識経験者や専門家等

に諮問し、施策の実施に努めておるところでございます。 

  ５番、森川委員からです。区政会議についてですが、代表者にその団体特有の問題や

視点を区役所が聞くべきではないかという御質問でございます。 

  区政会議の委員は、団体からの推薦７名と公募11名の委員で構成しております。区民

の方々の多様な意見を的確に把握するために、意見を述べる業務を委員に委託させて

いただいておりまして、団体推薦の委員の方につきましては、団体特有の視点からも

御意見をいただければと考えております。また、地域の課題解決に質問等がありまし

たら、地域まちづくり協議会を区政会議へオブザーバーとして出席要請をしてまいり

たいと思っております。 

  質問に対する回答は以上でございます。 

  なお、前回の区政会議でお示しするとしておりました放置自転車台数の調査実施内容

につきまして、別紙でおつけしておりますので、御確認いただきまして、もし御質問

等ございましたら御意見シートでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○山本議長 ただいま区役所から説明がございましたが、本日の会議については、議論す

る内容が多く、時間に限りがございますので、恐れ入りますが、再質問や発言できな

かったものは御意見シートにて御提出をお願いいたします。 
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  続きまして、議題２、台風21号に関する総括と今後の対策の策定についてに進みます。

議題２について区役所から説明をお願いいたします。 

○近藤課長 私から御説明させていただきます。 

  先日、事前質問への回答としていただきました台風21号に関する事例、御意見は、書

類番号４、台風21号に関する各委員の御意見にて一覧にさせていただいております。 

  また、書類番号５としまして、台風21号の対応従事職員への調査による課題抽出結果

についてにて、区役所の職員から尋ねた意見の取りまとめも行っております。本日は、

その中で互助、共助の、特に要援護者の安否確認、それから災害に関するあらゆる情

報の収集・伝達方法の２つのテーマに絞ってそれぞれ御意見を伺い、今後の対策の策

定に生かしたいと考えております。 

  ここで、先に今後の対策の策定に当たってのアウトラインをパワーポイントで御説明

をさせていただきますので、済みません、あちらの画面をごらんいただけますでしょ

うか。 

  台風21号関連の総括の進め方について、取りまとめの方向性として２つの軸を据えて

考えてまいりたいと思っております。まず、１つ目の軸ですが、自助、互助、共助、

公助の立場、役割ごとの切り口としまして、縦軸の切り口で考えてまいりたいと思い

ます。２つ目の軸は、情報の収集・伝達に関すること、避難所に関すること、要援護

者の安否確認に関することなどの事項の切り口での対策を取りまとめます。こちらは

横軸になっております。 

  例で申し上げますと、公助における情報収集というカテゴリーでは、関西電力との情

報の連絡体制についてや、区役所が把握した情報をホームページやツイッターやフェ

イスブックなどのＳＮＳで小まめに発信する体制をつくること、あるいは、それが区

民へ届くように平時から興味を持ってもらえるよう投稿を行うことなど、具体的な取

り組みの内容を記載してまいりたいと思っております。本日御議論いただきたい内容

は、要援護者の安否確認に関すること、情報の収集・伝達に関することの２点につい

て、互助、共助、公助、それぞれの役割に整理をしていただきたいなと思っておりま

す。 

  なお、要援護者という言葉ですが、介護が必要であるなどの理由で、自助による避難

や復旧が難しいという方という意味でお話しいただければと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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  それでは、テーマの１つ目、要援護者の安否確認について御意見を伺いたいと思いま

す。いただいた御意見には、要援護者の安否確認を互助、共助の範囲ですべきだった

とする意見がある一方で、互助の範囲で行うべきとする意見もございます。被災前、

災害発生中、被災後の要援護者への支援について、忌憚のない御意見をいただきたい

と思います。なお、御意見、御提案については、後日お送りします区政会議での意見

と対応に区役所からの回答として行いますので、よろしくお願いいたします。 

○山本議長 それでは、災害の時期に応じた支援策につきまして、御提案のある方は挙手

をお願いいたします。 

○那須委員 今のテーマ、それはどっから拾とるんですか。 

○近藤課長 書類番号４は皆さんからいただいた御意見、こちらは自助、互助、共助、公

助という形で、あれで言いますと縦軸のような回答をいただいております。要援護者

については、その縦軸も影響なく回答もいただいているところでございます。 

それと、今回、職員が書いております書類番号５は横軸で意見を述べさせていただ

いておりまして、最終的には、総括する場合に、その縦軸と横軸をクロスさせて方針

を決めていこうと考えておりまして、今回はその中でも２つテーマを絞らせていただ

きまして、要援護者の支援について、まず皆様から御意見をいただきまして、これは

互助、共助の範囲ではないかとか、これは公助ではないかという線引きを踏まえてや

っていただきたいなという趣旨でございます。 

○木村委員 木村です。 

  きょうは人数が少ないので、ゆっくり話ができるのかなと思っております。ちょっと

ぼやっとしか私も知ってないですけども、大変風が強い台風だったかと思います。 

  私は医療生協に勤めてるんですが、ちょうど勤務中でして、デイケアやってて、朝は

来てもらってたんですけども、帰ってもらって、診療も朝終わって、帰ってもらって。

ちょうどそのぎりぎりのとこで風がきつくなってきて、施設へ来てる人については一

定帰ってもらったと。ただ１つは、職員が帰っていく過程が大丈夫かなって思ったの

と、あと、利用者さん、患者さんが在宅でもおられるので、大丈夫かなと、そんなこ

とも気にせんといけないかなというときに、ちょうど一番最高潮に来ました。 

  私たちは、どっちかいうと１つの事業体ですので、共助のとこをやるところかなと思

ってまして。やっぱり地域の状況をつかむのはなかなか難しいかな。事業所だから身

の回りを見ることでわかるんですが、そういったらあの人どうしてるかなとか聞こう
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と思ったら、なかなか聞きづらいということで、確かに電話もつながらなくなったの

ではないかなと思いますけど、電話がつながらないところで、どうしてるかなと思っ

たりしました。 

  わかるとこは見に行ったりとかしたんですけども、やっぱり在宅の方ですと在宅酸素

をしている方だとか、介護の方ですと電動ベッドでしてる方とか、寝たまま起き上が

れないこともあったり、逆に起きたまま寝られない方もあって、私どもがわかる範囲

については名簿に基づいて見に行ったり、その後からし始めました。そういう電気も

あって水もあって在宅で療養できてるのが現状ですけども、そういうことがなくなる

とたちまち過ごせないので、やっぱり状況把握は大変大事で、それに基づいて酸素余

分に持ってきてと言ったりだとか、何かどっか施設に入れるとこ探したりとか、そん

な動きになりました。 

  まず最初、状況把握で大変難しいかなと思って、停電があちこちしてるんだけども、

その停電の様子がわからないと。そうか、関電がつかんでるんかな、でも、関電もつ

かめないぐらい厳しいのかなということで言うと、そういったところが何でそうなっ

たのかは、こういう場とはいえちょっとメスを入れて、そんなことにならないように

変えていかなあかんのかなと思っています。 

  区役所とやりとりしようと思っても、電気が暗い状況だとか、人がいないとも聞いた

りして、互助、共助といっても、やっぱり情報を得ようと思ったら区役所とかどうし

ても頼らないといけないので、そういったところでしっかりわかったりとか、そうい

ったことがどうだったのかなとちょっと思ったりしています。 

  私どもの利用者さんのとこについては、私どものわかる範囲でやりとりしてますが、

恐らく、時々聞くんですけど、見守りとか、そういったことをしっかり把握するのを

多分重点にやってはると時々お聞きするんですが、それは大変大事なことで、そんな

ことが整っていったらいいかと思います。本当に高齢の方とか障害を持ってる方、き

ょう出てる要援護者ですかね、そんな方々がどんなふうに把握されてるのかという状

況が、どんなふうに把握されてるか、むしろ取り組みの状況も教えていただいて、一

定共通認識を持った上で、それやったらこんなことをしていったらいいかということ

でアイデア出し合いもしていったら、もちろん資料で出されてるかと思いますが、議

論に当たって、そんなことも紹介してもらったらいいのかなと思います。 

まず、そういう情報をつかむということで、最初難儀したのはあったかなと思いま
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す。 

○山本議長 本日、御議論いただきたいのは黄色で書いてますけど、要援護者の安否確認

に関することと情報の収集・伝達、この２点と書かれてます。今、木村委員から言わ

れたことに対して、区役所の方から何か発言お願いできませんでしょうか。 

○松原課長 保健福祉課長の松原でございます。 

  当日の安否確認であったり見守りの体制がどうなってるかですけれども、まずもって

見守りの体制をどうするかの、今の現状をお話をさせていただきたいと思います。 

  区役所でも、要援護者の方の今は名簿づくりというか、どこにどういう方が要援護者

で、支援が必要な方がいらっしゃるかで、現在、そちらを区社協に事業委託という形

で進めてるんですけれども、例えば介護認定を受けられてる方であったり、障害者手

帳を持ってる、重度の何らかの支援が必要な方は行政で情報をつかんでおりますので、

そういう方々を抽出しまして、そのリストを区社協にお渡しをさせていただきます。 

区社協には見守り相談室がございまして、ＣＳＷ、コミュニティーソーシャルワー

カーが数名おりまして、そちらで、例えば日ごろから見守ってほしいということで、

例えば声かけであったり、様子をうかがってほしいであるとか、災害時に避難の形で

避難支援をしてほしいかどうかを、御本人さんの意向確認をさせていただいてます。

普通は文書をそういうリストアップをした方々に送らせていただきまして、お願いし

たいと、そういう同意をいただいた方については、要援護者名簿で整備をさせていた

だいております。 

  この事業は平成27年からスタートしておりまして、今年で４年目を迎えていますが、

現状で、後で数字を少しお示しさせていただきたいなと思ったんですけれども、ただ、

全員から同意しますとお返事をいただけるわけではございませんでして、今は結構で

すということをおっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、それだけではなくて、

文書を送らせていただいても、何の回答もいただけない方もまだまだいらっしゃいま

す。現在は、そういう何の回答もいただけない方でも、恐らく何らかの支援が必要だ

ろうということで、その方々の意向を確認をするところに、今、重点的に今年度取り

組みをしているところが現状です。 

  資料ですけれども、数字的に10月末現在で、そうした何らかの支援が必要だというこ

とで、区役所で抽出をしてる方が3,737名おります。そのうち、お願いしますというこ

とで見守りの同意をいただいた方が合計2,341人で、６割強の方になっております。不
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同意の方が836名、何の音沙汰もない方がまだ10月末現在で560名いるのが現状でして、

区役所では今、その方々の意向を確認することを最重点として取り組んだ上で、名簿

を整備をさせていただきましたら、そちらの名簿に基づいて、やはり見守りをしてい

ただくとなりますと、各地域でお願いというか、そちらが共助になってくるかなと思

いますけど、そういう形で地域で取り組んでいただけるように、次年度以降、各地域

に御説明で入らせていただきたいなと思っております。 

  現在でも、27年からやっておりますので、その数字が手元にないですけども、少しの

名簿は整備が終わっておりますので、その名簿につきましては、現在は各地域の民生

委員さんにお渡しをさせていただいております。民生委員さんには守秘義務で、個人

情報の取り扱いについて、きっちり取り扱っていただけるということもございますの

で、現在は民生委員さんにお渡しをさせていただきまして、今回の台風21号の際と、

その前の６月の大阪北部地震の際には、その名簿に基づきまして、実際、民生委員さ

んにも安否確認でお電話をしていただいたりとか、御自宅を訪ねていただいたりで、

全てのところに行っていただくわけにはいかなかったですし、民生委員さんもお勤め

をされてたりということで、連絡がつかない方もいらっしゃったんですけれども、で

きる範囲内でお願いをしたいということで、北部地震の際には約40％ぐらい、900名ぐ

らいの方の安否確認をしていただいたと考えてます。 

  ただ、台風21号の際は、民生委員さん御自身が被災をされてることも多々ございまし

たので、安否確認ができた数はその半分以下ぐらいしか難しかったんですが、その名

簿の活用ということで、やはり民生委員さんだけでは、それだけの数を見守ることも

なかなか難しいと考えておりますので、そちらを共助ということで、各地域でより広

げていただけたらなと区役所として考えてるところでございます。 

○山本議長 木村委員、今の現状報告ですけど、そういうことでよろしいでしょうかね。 

○木村委員 はい。僕だけでなくて。 

○吉田区長 今申し上げました平時の福祉的な見守りと、有事のと申しますか、災害時の

要援護者支援とを一体化する仕組みをつくるのは、大正区役所においては最重要級の

施策として今練っているところです。前回お示しした事業・業務計画書にもそのこと

は書いてあるんですけれども、何分役所の文章でございますので、次回の区政会議で

図も含めて、今、こういう仕組みをつくりつつあることは詳しく御説明して、また御

議論いただくような機会を設けさせていただいたらと思ってます。 
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今現状では地域福祉推進会議を区役所に別途設けておりまして、そこで専門家の方

にも御意見をいただきながら、その仕組みをつくり上げたり、あるいは来年度１年間

どういうことをするか練っているところですので、その議論の経過報告という形で、

次回わかりやすく御説明をさせていただきたいと思います。 

  きょうは要援護者の安否確認とか要援護者の支援に関して、現場で体験なさった経験

から、こういうところにもっと目を向けたほうがいいとか、こういうところに問題が

あったのではないかをできるだけ御提起いただきましたら、今、私たちでつくり上げ

てるシステムに生かさせていただくことができるのではないかと思いますので、その

ような御意見を賜れればと存じております。 

○御手洗委員 私も当日いろいろあったので、自分なりに思ったことをお伝えしようかな

と思います。 

  １つは、先ほどの事業に関することで、母親がデイに通ってるんですけど、周りを見

てると、デイによっても家に戻すところもあれば、うちは逆に施設でそのまま１日過

ごしてから、ある程度過ぎてから帰ってきたような状態だったので、そういう部分で

の対応がばらばらというのは家族からすると不安なので、ある程度ガイドラインみた

いなものが区としてあってもいいのではないか。それに載るかどうかは別にして、あ

る程度のそういうガイドラインがあったらいいのではないかというのが思ったことで

す。 

  あと、区役所と関電で停電とかの情報収集もお話はあったんですけど、現実問題やっ

ぱり難しいのではないかなと思ってます。というのは、私が知る限り、物すごい細か

い単位で、地域の中でも電気が通ってるとこ、通ってないとこもあるとなってくると、

関電でも把握本当にできてるのかというところもあるのと、連絡自体もつくのかとい

うのがあるので、それでいくとインターネットとかをもっとうまく利用して、個人レ

ベルで、うちの地域は例えば電気、今だめですよ、通ってますよという情報を書き込

みしてもらえるような仕組みづくりというか、そういうものがあって、それを情報を

集めて発信するのではなくて、もうそこをできるだけ告知しておいて、みんながそこ

をとにかく見てくれる形で、結局、現場の状況を調べたかったら把握ができるスタイ

ルのほうが私はいいのではないかなと思ってます。 

  あと、インターネットを使うメリットとして、モバイルというかバッテリーがある限

りは利用ができるので、電話とか無線だと利用できるかどうかわからないところと、
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あとネットのほうがいいというか、メリットは大きいのではないかなと思ってます。 

あと、使えない方も考慮をしとかないといけないので、もしインターネットを使っ

たシステムを使うのであれば、利用方法とかの勉強会とかを町の人たちにやるのも含

めてやってほしいなと思います。 

○山本議長 今の御手洗委員の御質問、御意見について、区役所から御回答お願いいたし

ます。 

○三宅課長 地域課長の三宅でございます。いつもお世話になっております。 

  今、御手洗委員のおっしゃったことにつきましては、資料番号５で、台風21号の対応

従事職員への調査による課題抽出結果で、区役所職員も今回の台風21号の対応を通し

て、さまざまな課題を認識しておりまして、それを書いて、区役所の職員の意見を募

って、一定の取りまとめをしたのがこの書類です。 

その中にもライフライン等、５ページ、区内の被災状況の把握方法（仕組み）の構

築で、区役所職員の問題意識といいますか、実際に対応してみてどうやったかという

ことも一定意見が出てる状況です。 

  ただ、おっしゃっていただきましたように、実際問題として、今回は関西電力のサイ

トそのものがダウンをしたということで、地域ごとの停電状況については把握ができ

ていないと、区役所から関電にも電話連絡を続けましたけれども、つながりませんで

した。４日の夜には、コールセンターにはつながったんですが、やはりサイトがダウ

ンしているので状況がわからないという答えしか返していただけなかったです。その

後もつながらない状況が続いておりまして。ですから、そういった関電を初めとしま

して、公益的な企業との間の何らかの連絡方法の確保が必要ではないかということが、

職員からの意見でも上がっております。 

  ただし、今回のようなあちこちで断線している状況では、やはり細かいとこまでは関

電自身も把握は難しいのではないかなと思っております。ですから、委員におっしゃ

っていただいたような何らかの、やはり地域の方々が把握した情報をどこかで、イン

ターネットへの書き込みになるのかどうかはありますけれども、何らかのそういった

仕組みは考えていかないといけないと思っております。今の時点で具体的にどうとい

うことは、まだ検討はそこまでは進められてないですけれども、また中長期的にはそ

ういったことも考えていかないといけないと認識をしております。 

○吉田区長 御手洗委員がおっしゃったデイからの帰るタイミングの話は、ちょっと質問
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の趣旨がよくわからなかったんですけど、もう少し具体的に教えていただけますか。 

○御手洗委員 趣旨というか、実際に事業者さんの対応が、結局、当日、初めてのことな

ので、ばらばらだったのではないかなと思ったので。例えば風の強さであったりとか、

この時間帯は動かないほうがいいよみたいな基準を設けて、事業者さんごとに異なる

よりは、ある程度、大正区ではこういう形で、ガイドラインとして基準を持っておい

たほうがいいのではないかなというお話としてさせてもらいました。 

○吉田区長 なるほど。２点ほど御指摘いただいたんですけど、きょうの議論にかかわる

非常に重要な御指摘だったと思います。ぜひ、その線で御議論いただきたいと思いま

す。 

デイに行っている時間帯、自助、互助、共助、公助で言うと、自助に当たる部分で

すね。みずからの意思でデイに行ってはって、そのときにどう自分が動くかは自助に

かかわる部分で、それを事業者としてサポートしてるという１つの事業がそこで行わ

れてるわけですけれども。おっしゃるように、それぞれがそれぞれの判断で動いてし

まうと、確かに区全体として見たときには混乱をしてしまう。そこで、ある程度ガイ

ドラインを示すべきではないかと。そのガイドラインを示すのは誰の役割やと、もち

ろん公の役割やとお考えだと思いますけど、そういう整理をしていかないといけない

と思います。それぞれの役割がどうあるべきかという御議論を、きょういただきたい

です。 

  もう一つは、現場の状況を把握する仕組みをつくったらという御指摘ですが、それを

つくって、それを把握して、それに対応するのは全部公の仕事なのかというところに

ついては、私すごい大いなる疑問を持っています。今、全体の大阪市の風潮としては、

ＳＮＳとかを使って、できるだけ行政の情報を区民の隅々にまで行き渡らせると、区

民が持ってる情報をすべからく全部役所が吸い上げて、そして対応していく方向性で

動いているわけですけれども、本当にそんなことできるのかと。全部公で情報を集中

管理して、全部対応するような防災体制を私たちはめざしてこなかったはずですね。 

だから、今の御質問にお答えするとすれば、現場の状況を把握して、それをみんな

で共有して、その共有した情報から自分がどういうふうに動くかを自分で認識するの

は誰の役割やと、公が全部するのかということについては、実は答えは明確には持っ

ておりませんけれども、そういう御意見をいただければ、次へ向かうステップになる

かなと思ってます。 
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○御手洗委員 今の最後のお話で１つだけ補足です。各個人が情報を書き込んで、それを

見る仕組みさえあれば、区役所もそれを利用して、言ったらどこに力をかけないとい

けないのかも把握できるし、あくまで判断は個人でいいと思います。それを区役所が

情報をわざわざ集めて発信する必要もないし、仮にそういうふうにしたとしたら、今

度は区役所に当然集中してしまうので、そのほうが現実的ではないのではないかなと

思っているので、みんなが見られるものがありますよという告知であるとかは区役所

がやらないと、みんなが把握できるようにはならないと思ってるので、一応そういう

つもりでお話ししてます 

○吉田区長 そういう意見をお互いこの区政会議で出し合って、まさにあそこにあるよう

に、３つのファクターが連携するかを、今後考えていけたらなと思います。非常に貴

重な御指摘だったと考えております。 

○那須委員 今の質問に合ってるかどうかわかりませんが、デイなどは１つの集合体であ

ると思うので、これは共助だと思うんです。デイの中で勝手にわあわあ動くことはな

いと思うので、デイの管理者の方などはいろんなことをして、まず今のテーマが安否

確認に関することやから、それは１つの集合体で、共助として安否確認はできると思

うんです。 

  問題なのは個人です。戸建てかマンションに住んでるかは別にして、その人たちを知

っているのは民生委員の方だけです、今は。我々はどうするか、僕もそこまで書いて

ないですけど、自分の意見としては、まず安否確認をしと書いたんですけど、そのと

きに要援護者って誰とふっと思ったんです。それをどうして我々が共助として安否確

認ができるのと。民生委員の人は、自身が被害あったら半分しかできへんとなります。

民生委員の下をつくるのか、そこのシステムだけは区役所で、守秘義務とかあります

ので、非常に難しいと思いますけど、その安否確認をどうしたらいいのか、どこに尋

ねたらいいの、どうやって探したらいいのかが、僕はわからないとこだったんです。 

それができれば避難所へと誘導したり、広域避難へ引き継ぎができると思うので、

まず安否確認の仕方、した後のいろんなシステムはやったらいいと思いますけど、そ

の仕方が、民生委員の人がダウンしたらどうしたらいいのか、これはどうしますか。

なおかつ、安否確認できた後、インターネットを使ってやるのは要援護者や個人の人

はかなりしんどいと思います。我々がそれも互助、共助でやっていかないと、とは認

識はしてます。うまく質問と合ってないかもしれませんけど。 
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○吉田区長 次回、詳しくそのあたりも、私たちがめざしているところは御説明したいと

思います。問題意識としては那須委員がおっしゃったとおりで、今のところ要援護者

にかかわる情報を行政は当然持ってますけれども、地域側で持っているのは民生委員

・児童委員だけです。 

○那須委員 児童委員。 

○吉田区長 民生委員・児童委員、同じですけど、民生委員さんだけです。問題意識とし

ては、それでは那須委員さんがおっしゃったような状況にもなりかねないし、まず、

担い手の問題として、先ほど人数を具体的に申し上げましたけれども、決して対応で

きる人数ではない。できればですが、地域全体で要援護者の方々の状況を把握し、そ

して支援をする体制に持っていきたいと考えております。 

ただ、これは一筋縄ではいかないことでして、地域活動協議会とじっくり議論、調

整しながら、何年もかけてつくり上げていくシステムだと考えております。詳細はま

た次回具体的に御報告というか御紹介させていただきたいと思います。 

○那須委員 やっぱり取っつきは、行政からここにおるでと、その時点で流してもらうん

ですかね。どうやって安否確認したらいいですか、そういう人たちの。 

○吉田区長 それは今申し上げましたように、できれば地域がその情報を持っていて、地

域で手分けをして安否の確認とか、一緒に逃げようとか、あるいは避難所に行ってか

らどう暮らすかを、ともに支え合いながらサポートしていく形が理想だと考えてます。 

○森川委員 先ほどのやつですけど、安否確認のやつで、区役所と民生に丸投げするので

はなくて、僕が個人的に思うのは、区役所がおって民生もおって、町会とかも全部巻

き込んだらいいと思います。さっきの民生が持ってる要援護者の情報であったりとか、

確かにそれは個人情報かもしれないけれども、実際町会長、班長は恐らく持ってない

です。そういうのを区役所とか民生から流してあげて、災害のときに、ちょっと見に

行ってくれという形で投げかけたほうが、僕はいいのではないかなと思います。 

それでないと区役所と民生に負荷が行き過ぎてて、恐らくこの間の台風みたいなこ

とが起きたら、多分できないのではないかなと思います。下のキャパを広げといたら

見に行ける人がちょっと多くなるので、それで幅を広げたらいいかなと思いました。 

○吉田区長 私は森川さんがおっしゃったとおりだと考えていて、そこを何年もかけてに

なりますけれども、地域の各団体と協議しながら、行政と地域とで連携しながらサポ

ートする仕組みをつくりたいという方針で今やっておりますけれども、地域には地域



 

－16－ 

の非常に難しい事情があると思うので、できればそういうところも、きょう上村会長

とか谷田会長もお越しですから、障害になっているというか、私たちが越えなければ

いけないハードルについて、現場の声をお聞かせいただいたら大変参考になるかなと

思います。 

○山本議長 上村さん、今の現状、少しこの場で報告並びに、何か発言をお願いできたら

ありがたいですけど。わかる範囲で結構でございます。 

○上村委員 現状、特に個人情報守秘義務が物すごくネックになってまして、連長として

は、してもええとは思ってますけど、足かせがどうしても重たい。何かあるとすぐ責

任問題に係ってくるので、二の足を踏んでるのが事実です。 

南恩加は、そういうことを積極的に進めていることは聞いてます。だから、できん

ことはないと思いますけど、なかなかすぐに実行するのは難しいのではないかなと思

います。会長は地域のことを知ってる人は知ってるんですけども、ただ、そんなに細

かくまでは目が届いてないので、なかなか会長自身が責任を持つのはちょっと難しい

なという気はしますけども。と思うんですけど。 

○山本議長 谷田さん、女性会の感じで、地域的な件で、今のわかる範囲で結構ですので、

発言をお願いいたします。 

○谷田委員 谷田でございます。よろしくお願いいたします。 

  今、上村会長がおっしゃったように、私たちは女性会から食事サービス事業でやって

おりますけども、食事サービスに来られる方には、やはり介護を受けていらっしゃる

方もいらっしゃるので、その方たちは自分から進んで、私、介護を受けてんねん、き

ょうヘルパーさん来んねんとおっしゃってくださるんです。そのために、やはり食事

に来て、そういうお話をみんなの前ですることによって、この方はどこどこの地域に

住んでいらっしゃって、介護もかかってはったら、ちゃんと区役所に届けていらっし

ゃるだろうなと思ってるんですね。 

それを隠される、介護にかかってるのが嫌っておっしゃる方も、人に言うのが、い

らっしゃるので、その方たちはなかなか入っていきにくいですけど、なるべくならこ

ちらから声かけして、進んで声かけをしながら情報を得るという形に持っていってお

ります。 

ただ、食事サービスに来られてない方でも、女性会で学習会とか来られるときは、

お年が行ってたらどうかなという感じでお声かけして、情報を得ることしかできませ
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ん。ただ、私が住んでるマンションは、介護にかかってる方は拒否されるんです。家

の中に入ってこられる、ピンポン鳴らされるのが嫌という方もいらっしゃいます。そ

ういう面を、これからもっともっと地域の中で話しながら解いていくべきかなと感じ

ております。 

○山本議長 今、町会、女性会、一応団体の方からの今現状、御説明ございました。公募

委員さんから、今のを踏まえまして御意見、御質問ございましたら、できる範囲、区

役所も含めまして回答、できる範囲は限られるかもしれませんけども、何か御意見、

御質問はございますでしょうか。 

  那須委員。 

○那須委員 さっき数字を聞いて、要援護者が3,737名ですか。大正区民、今、５万人で

したっけ。 

○吉田区長 今、６万4,000。 

○那須委員 ６万、５％。多いですね。数字にびっくりしたんですけど、それがほかの区

ではどうなのかなと、また興味が湧いたんですけども。同意が2,340名弱、この人たち

に、民生委員の方はその人のことを知ってる、ほかの方にはどこまで教えていいとか

いう意見は聞いてはないですか。同意された方ですよね、助けること。 

○松原課長 同意者の方というのは、民生委員さんということでしょうか。 

○那須委員 ごめんなさい、2,341名は要援護者で、助けてもらうことに同意された方で

すよね。 

○松原課長 そうです、そういう方々です。 

○那須委員 それは民生委員の方は知ってるからいいですけども、先ほどの話で民生委員

以外の人がその人を知ることはどうですか。 

○松原課長 今は、同意確認の方法としては、民生委員さんなどを初めとしたまちづくり

実行委員会に、この情報をお伝えしてもいいですかという聞き方をさせていただいて

おります。今度はまちづくり実行委員会というさまざまな地域の団体の皆様で構成さ

れてる、そちらで、さっきおっしゃられたように、裾野を広げるところだと思います

ので、いかに裾野を広げるかというのは、地域によって地域の事情があるかと考えて

おりますので、その地域としてのやり方を考えていただけるように、区役所としても

今後はお話をさせていかせていただきたいと考えております。 

○山本議長 ほかにどなたかございませんでしょうか。テーマが絞られておりますが、き
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ょうは出席の委員さんも少ないので、どんな疑問でも構いませんので、せっかく御出

席賜りましたので、何らか御発言いただきましたらありがたいですが。 

○竹内委員 質問ではないですけど、今のお話を伺ってて、要援護ですか、何か助けても

らいたいと思われる方も、むやみに、本当に怖い人に入ってこられたりしたら怖いの

で、本当に安心して助けてもらえる方を把握したいというのがすごく大きいと思うの

で。 

自分が求めたいときに情報がいろんなところに、正しくて、どこでも同じ情報が見

られる、先ほどの御手洗さんの御発想と同じかなと思いますけど、例えば小学校であ

ったり、バス停であったり、そういうところに関西電力と区役所さんがやっと電話つ

ながって得た貴重な情報であったりとか、早目に皆さんに知らせたらいいなと思うよ

うな情報をすぐに張れるとか、電光掲示板ですぐにここから打ったら各学校の入り口

に映るとか、そういうことを考えて。 

みんなが同じ情報を知ることを、大正区の中でできるシステムづくりをすれば、み

んなが混乱して、例えば停電などで混乱して、６万人が一斉に関西電力に電話したら

電話つながらないと思いますので、区役所さんが電話して、正しい情報を電光掲示板

で一斉に、各小学校、中学校の場所を決めて、そこに映りますよということがシステ

ム化されていたら、住民の方は安心して、お元気な方が見に行って、ちょっと足の悪

い方とか、そういうところにお伝えするとか、そういうこともできるかなと思うので、

正確な情報を、より広く多くの人に正しく伝えるシステムみたいなものをつくってい

ただけたらありがたいかなと思います。 

本当に求めている方は逆に、私どもの家族はけがをしてて、こういう荷物を運びた

いのを運べませんとか、助けてくださいと出す掲示板にもなって、それに対して、じ

ゃあ僕は行けますよ、元気だから手伝いますよみたいな人を募って、では派遣します

みたいなことができたらいいなと思うので、皆さんが使える掲示板的なものをできな

いのかなと、話をお聞きしてて思ったところです。 

○山本議長 今の御意見、御質問について、今現在で御回答、区役所のどなたかお願いい

たします。 

○吉田区長 おっしゃるとおりでして、今、不十分ではありますけれども、ホームページ

とかＳＮＳ等を通じてできるだけリアルタイムで発信するように頑張ってます。台風

21号あたりでは、かなり大阪市の方針とも闘いながら、リアルタイムに発信する方法
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を区なりに考えてやっているんですね。それは比較的に言うと、ほかの区より発信で

きてると思います。 

  問題は、きょうもいろんな方から御指摘をいただいてるように、その発信してる情報

が全員に伝わらない、特にインターネットをやらない人には伝わらないということな

んです。だからどうしたらええか、また宿題として考えてるんですけれども。恐らく

ここに発想のイノベーションを起こさないと、隅々まで行き渡る方法論はいつまでた

っても見つからないと思います。 

掲示板を出したところで、大正区の空一面に投影されるような掲示板ならともかく、

そうでない限りは、またそれも見に来ない人がいるとなってしまうと。結論的には、

それは今後検討させていただきますけど、きっと竹内委員がおっしゃたように、それ

を見た人が見てない人に伝える、そういう仕組みですか、そういうやり方をイノベー

ションとして起こさないと、きっとこの議論って終着点はないのかなと印象としては

思っています。 

○御手洗委員 １つは、情報を得る場所は必要だというのはもちろんだと思いますけど、

要介護の方とか、あと小さなお子さんを連れてる方とか、いろいろ立場とか状況、仮

に通常の健康な大人であったとしても、実際けがをしたりという形になると、結局立

場が変わるわけです。 

ということを考えると、最終的には正しい情報を得た後、各自の判断が多分大事に

なってきて、自助とか共助とかいろいろ出てますけど、自分が人まで助けられる状況

かどうかであることも１つあると思うので、情報を得ることができるのが１つと、情

報を得た人が次に判断できるためのものが必要でないかなと思います。 

それを考えたときに、何が必要かというと、区民の人たちがある程度防災の知識と

して、学習会なり勉強として、こういうときにはこういうふうにしたほうがいいよと

か、こう動くべきじゃないかとか、得た情報をどういうふうに、例えば周りの人に伝

えるとか、どんな行動を起こせばいいのかという勉強会というか、それを各地域別に

行って、通常の防災訓練というか避難訓練とは違いますけど、知識という形で、どう

行動をとるのかという勉強会をもっと広めていけばいいのではないかなとは思います。 

○山本議長 今の御手洗委員の御提案につきまして、御回答を区役所のほうよろしくお願

いいたします。 

○三宅課長 地域の皆様方で、常日ごろからのいろんなつながりをつくっていただくこと
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が、まず大事かなと思っております。区役所から、例えば今回途中からになったんで

すが、地域の自主防災組織の本部長さんにも、情報はやはり伝えていくことが必要と

いうことで、情報についてはお伝えをいたしました。ただ、本部長さんに伝えたとい

うても、それが地域の方に、そこから隅々まで行き渡るかというと、それはそんなこ

とはないと思います。 

やはり地域の皆さんが、ふだんから顔の見えるつながりをつくっていただかないと、

そういった情報発信をしても、そこもなかなか役に立たないといいますか、実効性を

伴わないものになりますので、つながりをつくった中で声かけをお互いにし合いなが

ら、理想論かもしれませんが、ふだんの日常会話の中で、そういった防災の話も本当

はできていくような関係づくりは必要なのかなと思いますし、訓練という、また違う

形でのそういった勉強会も含めて、単に講師の方からの話を聞くだけではなくて、み

んなで例えばワークショップ的なものを開きながら、そういった知識も交換する場も

やっていっていただいたらなとも思います。貴重な御意見ありがとうございます。区

役所としては、そのサポートを行っていきたいと思います。 

○山本議長 尾上委員どうでしょうか、御発言。今、いろいろと皆さん方おっしゃいまし

たけど、本当に忌憚なく、今現在の御発言をお願いできたらありがたいです。 

○尾上委員 先ほど言われてたように、民生委員しか把握できてないとか、そういうのも

あったんですけれども、町会のことですけれども、やはり町会に入ってない方もいら

っしゃるということで、町会長だけが把握しててもだめではないかなと思います。 

ということは、町会に入ってもらえば町会長さんたちも把握できるということで、

やはり加入していただく方向に持っていくのも大事かなとは思います。地域活動協議

会もありますけれども、この先いろんな形に変わっていく可能性もあると思います。

そういうのを考えると、一番いいのは町会に入ってもらったほうが伝わりやすいのと、

把握もできやすいのではないかなという気はします。 

各町会長さんであるとか民生委員さん、あと、ネットワーク推進員さんとか、地域

にいろいろあると思います。そういうのもわかってない方もいらっしゃると思います。

ネットワーク推進員があるとか、そういうのもわかってない方もいらっしゃると思う

ので、そういう人たちをもっと表に出してあげる、周りの人にそれをわかってもらう。

こういう人たちがいてて、こういう人たちがある程度の事情をわかってますよという

ことがあれば、もしかしたらこっそりと町会長さんのとこに行くとか、推進員さんと
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こに行くとか。 

ネットワーク推進員さん、以前あったのは何。 

○上村委員 ネットワークは今もあります。 

○尾上委員 今も全体的にあるんですか。 

○上村委員 はい。 

○尾上委員 区によってばらばらなので、ちょっと私も把握できてないですけど、そのネ

ットワーク各地域にあるのであれば、そこの人数をふやしていく、そこの中で把握し

てもらうとか、そういう方向に、やはり一番いいのは、地域がいろいろ情報を持って

いくほうが、地域のきずなというか結束力も高まっていくとは思うんです。 

  あと、マンションとかそういうところであると、余計入っていく方もいらっしゃらな

い、入ってらっしゃる方が少ないと思います。そういうのを考えると、今の若い人た

ち、これからの人たちでもそうですけど、なぜ町会に入らないかというのは、私が聞

くところによると、メリットがないということなんです。そのメリットは何か、例え

ば電柱ですよね、一部の電柱は町会費からも払っている、そういうのもわかってらっ

しゃらない方はいらっしゃると思います。 

そういうのであるとか、町会に入ってたらこういうメリットがあるというのももっ

と発信していけば、町会に入ってたらこういう情報も入ってくるんだとか、そういう

のもわかってくると思います。町会に入っていただくのをふやしていく方向に持って

いけたらいいのではないかなと特に思っています。 

○山本議長 今の尾上委員の御提案につきまして、現状を区役所から御回答をよろしくお

願いいたします。 

○村田課長 総務課長の村田です。いつもありがとうございます。 

  全課にまたがるような課題でもありますので、私なりの意見というか感想を述べさせ

ていただきたいなと思います。 

  まず１つは、先ほどネットワーク推進員、かつてあったということで、今は見守り推

進員で、地域で活動していただいている。済みません、見守り推進員です、皆さんで

活躍していただいております。 

  町会のお話がありました。今現在、まちづくり実行委員会ということで、各地域の中

で連合、社協さん、民生委員さん、女性会さん、いろいろな団体さんが集まって、ま

ちづくり実行委員会をつくっていただいております。来年度から補助金化されるとい
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うことで、補助金ということはどういうことかといいますと、地域の皆様が我が地域

のことを我が事としてまちづくりしていく、自主的に活動をされていく、今までもそ

うですけど、より一層自主的に活動していただける、そういう団体になっていくのか

なと、我々もそのサポートをしていきたいなと思っております。 

  先ほど来、御手洗委員のおっしゃってたお話にも共通することやと思いますけど、地

域でどういうふうに防災対策、防災対策だけではないと思います。見守りのお話につ

いても、地域の皆さん、その中でお話し合いして、どうしたほうがいいだろうか、ど

うやっていったほうが防災対策できていくんだろうか、情報伝達にしたかてどういう

方法がいいんだろう、そのためにはどういう計画をつくっていって、どういう訓練し

ていったらいいんだと地域でお話し合いしていただければなと、そのサポートを全力

で我々区役所はしていきたいなと思ってます。 

  地域で考えるに当たっては、当然一番根っこにある地域の皆さん全員が、同じ方向を

向いて、考え方はいろいろあると思いますけど、同じ方向を向いてまちづくりに取り

組んでいただくことが大事やと思いますので、できるだけといいますか、我々各フロ

アは当然、例えば窓口サービス課では、転入された方に対して、町会がありますよ、

町会入ってくださいねというお声がけはさせていただいておりますし、その他のフロ

アにおいても、きょうもまちづくり実行委員会の大正地域レポート「こんにちは大

正」の御案内というか記事を書かせていただいております。 

各地域、こういう活動をしてますよ、活動をするに当たっては町会、地域のつなが

りが大事ですので、皆さん一緒に参加してくださいねという声かけをさせていただい

ております。そういった形で地域のまちづくり、我々も全力でサポートさせていただ

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○山本議長 最後になりましたが、松本委員、皆さん方きょうは全部おっしゃって、いろ

いろ意見が出てますけど、最後御発言よろしくお願いします。 

○松本委員 今回、台風に関する対策に焦点を置いて話していると思いますけど、台風は

地震とか津波とかと違って、割と数日前にある程度予測が立つものだと思うので、台

風が来るという情報があって、それがかなり大規模である、直撃するということであ

れば、数日前から援護が必要な方に対しては事前に、台風が来てるときは家から出ら

れないと思うので、家にいて、台風が来てるときは外へ出ないでくださいとか、対策

できることを、お声かけをさせていただいておいたほうがいいのではないかと思いま
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した。 

  あと、御手洗委員の意見にあった、インターネットで区民が情報を書き込めるような

掲示板があればというのは、私もすごく賛成です。公助では、そういう掲示板という

場所があって、区民の皆さんに災害のときは情報を上げてくださいねというところだ

けで、あとは区民の皆さんが掲示板を利用して情報を上げたり、自分でそこの情報を

見たりして情報を各自得ていくとか、正確で早い情報を自分で得るように回せるよう

になれれば理想的だなと思いました。 

  町会というグループで、あと、民生委員の方が要援護者の方を把握してとしていたん

ですが、民生委員の方でもインターネットを見られない人がいるのではないかなと思

うので、町会の中でも、民生委員さんを筆頭に最新の情報を得られるようなネット係

みたいな人もいたほうが、町会というグループごとの活動、災害時の対策もとれるの

ではないかなと思いました。 

  以上です。 

○山本議長 きょうは皆さん方、全ての方にいろいろ御意見を賜ることができました。区

政会議の目的は、やはり多様な意見、皆さん方の意見を聞く会でございます。これで

結論どうだという会ではございませんので、あくまで区民の皆さん方のお声を聞くの

が本来の目的でございまして、きょうは人数が少なかったですけど、全ての方の御意

見を賜ることができました。意見は尽きないですが、議題２に関しましては一応これ

で終えたいと思います。 

  次に、議題３に移りたいと思います。千島公園内の元親水公園の再整備につきまして、

区役所から説明よろしくお願いいたします。 

○近藤課長 議題３の千島公園内の元親水公園の再整備について、まず大阪市会等の場で

水景施設という表現になっておりますので、以後は水景施設と呼ばせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

資料番号６で、事前に皆様からいただきました千島公園内の水景施設に関する御意

見をまとめておりますので、ごらんいただきたいと思います。要点的には、誰にとい

うところでは、区民の方でありますとか子供さん、高齢者、家族の方に親しみのある

施設がいいという御意見と、どのような活用の仕方かでは、コミュニティーのスペー

スであるとか、花の楽園とか公園、子供の遊び場、健康増進に活用するのはどうかと

いうことを書いていただいております。 
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  なお、整備を行います場所につきましては、資料番号３の千島公園内の元親水公園再

整備についてにありますとおり、昭和山への遊歩道に隣接している場所で、かつては

山からのせせらぎが流れ込む池がありましたが、現在は稼働しておらず、フジ棚とベ

ンチがある場所でございます。皆様にさらに御理解いただくために、モニターで少し

場所を御紹介させていただきますので、ごらんください。 

  今ごらんいただきました、これが水景施設です。大正区民に親しまれる場所として再

整備することとしておりますが、御意見をいただきます前に、再整備に当たっての条

件と大きな考え方について御説明したいと思います。 

  まず、再整備にかかる予算ですが、上限総額2,100万円になっておりまして、また、

10年間の使用に耐え得る施設にしていこうということで考えております。 

  次に、再整備への大きな考え方、方針ですが、３つございます。１つは、何も施設を

建てずに、この池の部分を広場にするような考え方が１つございます。２つ目は、大

正区の象徴的なものをこの場所に設置する、それはモニュメントであったり、遊具で

あったりになります。３つ目は、子供さんから高齢者の方までが活用できる多くの種

類の遊具を設置するような考え方かなと区役所では思っております。こうした内容を

踏まえながら、本日、皆様方からいただきました御意見を参考に、今後大正区として

の案を策定してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、本日は整備を担当する建設局の方々にも御出席いただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。 

○山本議長 千島公園内の元親水公園再整備でございますが、それに対して御提案とか質

問等ございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

○竹内委員 被害に遭ってから随分たつので、今、上限2,100万円という具体的な数字も

出てるということは、ある程度こんな形に、例えばここは絶対埋めないといけないと

か塗らないといけないとか、いろいろ補修とか、そういう形のものが決まってらっし

ゃるのか、全く決まってなくてお金だけが2,100万円というのは、どこから出てきたか

知りませんけど、数字があって、それで何ができるかを一から考えるのか、それによ

って全然意見の出し方が違ってくるのかなと思うので、状況を教えていただきたいな

と思います。 

○山本議長 今の御質問に対しまして、御回答よろしくお願いします。区役所から、どな

たでも結構でございます。 
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○富永課長代理 建設局の公園課の富永と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  今の状況ですが、予算2,100万円という確保は、例年の大正区の公園整備に充てられ

る予算から算出したものですが、ある程度条件として決まっていますことは、もとも

と池とか水景、噴水があったところを埋めて広場にするところは、最低限再整備とし

て必要なところですので、その広場になったところに、さらに象徴的な施設をつくる

のか、どういった施設をつくるのか、そういったところを御意見を頂戴できれば、そ

こから公園のプランを決めていきたいなと考えてございます。 

  以上です。 

○竹内委員 もともと使ってなかったのでよく見えてないですけど、書類番号３で具体的

に言っていただくと、この池部分と書いてあったり、せせらぎ部分と書いてあるとこ

ろの池部分を埋めるとかそういう話でしょうか、何か埋めるっておっしゃってるのは。 

○富永課長代理 そうです。 

○竹内委員 池部分を埋めたことで、そこの埋めたところに公園をつくるんですか、何を

するんですかみたいなことを話せばいいですか。何をどう提案していったらいいのか、

ついていってないと思います。 

○富永課長代理 池の部分を埋めると一定フラットの広場ができるんですけども、基本的

に広場の上に、例えば身近な公園ですとブランコがあったり、砂場をつくったり、も

しくは普通に広場として走り回れるような、広さにもよるんですが、そういうグラウ

ンド的なものをつくったりとか、いろんなプランが考えられるんですけども。 

地域の実情に合わせて、例えば小さいお子さんがたくさん利用されるのであれば遊

具を多目に置くとか、提案にありましたように象徴的な、モニュメント的な遊具を１

つ置いて、シンボル的な場所にしたいとか、そういう幾つかのプランに対する御提案

があるかと思います。そういったところを御意見として、ある程度まとめていただけ

れば、もうこちらでプランをまとめていきたいと。 

○竹内委員 大体わかりました。済みません、ついていってなくて。 

今おっしゃったように、グラウンドみたいな、だだっ広くして、サッカーができた

り、野球ができたりというグラウンド系にするのか、小さいお子さんも遊べるような

ブランコであったりとか遊具のちょっとおしゃれな、他の区民の方も、何か大正区に

おしゃれな公園ができたみたい、行ってみようって思えるような公園にしてしまうの

か、あるいは大正区は、ほかの区もそうなってきてるんでしょうけども、老人人口が
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ふえてますから、お年寄りの方もよく使えるような健康器具的な、太極拳じゃないで

すけど、中国だったら太極拳広場とかそういうのもあるんでしょうけれども、何かみ

んなで集まってゲート何とかもやってらっしゃる、ゴルフですか、何とかゴルフもや

ってらっしゃったりするのを見かけますから、そういうのが安全にできるところにす

るのかだと思います。 

例えばグラウンドは足りてますよなのか、この子供の人数に対して、グラウンド的

スペースは、学校であったり、開放されてるグラウンド、野球場、そういうものが大

正区内で足りてますから、足りないのは何ですかという数字がわかるんでしたら、や

っぱり足りないものをふやしていけたらなって思います。 

  あと、大阪市内でも子供の数が減ってますから、小さいお子さんが楽しめるとこがあ

るよというので、ファミリー層が大正区に来てくださるのもすごいすてきなことだな

とは思いますけど、どなたの何を満足させるためにつくるのかというのはとても大事

だと思うので、一大正区民として私の年齢からすると、それは老人向けに体力増強的

なものをつくってくださったらうれしいところはありますけど、悲しいかな年をとっ

てくると、ここまで歩いてきたり自転車に乗ってくるのが大変になりますから、ごく

ごく近所の方しか有効利用できなくなってくるかな、もしくは事業所さんであったり

がこぞって連れてきては、そういうことをさせるのでしたら別ですけど。 

もっと具体的に、数字がこうだから、こういうのが足りないからこうしたらどうで

すかと、逆に区役所さんとかそういう数字が見えてる方から御提案いただけたらなと

思います。区民の１人としては、自分のことしか考えられないところがありますので、

今、大正区は何が必要なのかなという目線で考えていただけたらなと思うので、皆さ

んの御意見を聞きたいと思います。 

○山本議長 私のあれですけど、書類番号６番で、一応千島公園内の水景施設に関する御

意見で、誰にどのようにとか、理由とか書かれてるんです。皆さん方から御意見を賜

ったわけでございます。関連しまして意見が出てますので、委員の方からですので、

この場で御説明というか、具体的にもう一度詳しく発言していただいたらありがたい

ですが。 

どなたでも、提案された方でも結構でございますので、私どもで、資料６で今拝見

したわけでございます。せっかくのいい機会でございますので、誰にどのように、提

案されてますので、理由も書いてますけど、あくまで文章化ですので、また口で説明
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していただいたら詳しくわかる次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○松本委員 私は、やっぱり自分も子供がいるからというのもあるんですけど、子供が思

いきり遊べるような遊具が欲しいなと思います。具体的に言うと、今、大正区にある

公園にないような、例えばすごい大型の滑り台ですとか、ターザンみたいにひもにぶ

ら下がって移動できるようなアスレチック的な遊具で、子供たちが遊んで体力もつけ

られるような公園になったらいいなと、希望として提案させていただきます。 

○山本議長 今、松本委員から提案されたんですが、今の御意見に対しまして。 

○上村委員 具体的な公園の広さをまず頭に浮かべへんかったら、今言われたようにグラ

ウンドとか、そんな広くないと思います。どんなもんですか。具体的に広さをわかっ

ていたら、使える広さを。 

○富永課長代理 大体の面積ですけども、10メートル掛ける30メートルぐらいですので、

300平方メートルぐらいの区域になります。 

○吉田区長 バスケットボールコートぐらいですか、10掛ける30。 

○富永課長代理 もうちょっと広いです。 

○吉田区長 バスケットコートよりもっと広いか。 

○那須委員 この図面で体育館がありますやんか。 

○上村委員 隣に体育館。 

○那須委員 その上の池と同じところやから。 

○上村委員 そうです。そんなに広くはないですか。 

○那須委員 結構広いような気もせんでもない。体育館分ぐらいの大きさと思うんですが。 

○上村委員 そんな広ないと思う。 

○那須委員 その３分の２ぐらいですか。 

○山本議長 学校のプールに近いです。大体25メートルプールやってるんで、それか若干

大きいぐらいか。 

○富永課長代理 資料３にありますせせらぎ部分については、全面再整備するのではない

ので、その手前の部分が主に再整備の区域になりますので、そこが約300平方メートル

になります。 

○上村委員 300平方メートルが使える。 

○富永課長代理 はい。 

○上村委員 その面積全部を使ってのことを考えたらということかな。 
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○吉田区長 学校の25メートルプールの周りで体育座りできるようなとこはあるんですけ

ど、それも含めたぐらいということやね、大体10メートル掛ける30メートルいうたら、

大体それぐらいの広さです、イメージとしては。 

○上村委員 そんなに広いことはないかなという感じはするんですけども。僕の意見とし

ては、大正区が誇れるような公園がつくったらいいかなと。何で大正区こんなんつく

ってんかと、大正区またおもしろいのをつくったなというぐらいのものをつくってく

れたらいいかなと、１回言うたことあるんです。それが公園か何かわかりませんけど

も、大正区に来てほしいなという気持ちがあるので、遊具か何かわからんけども、具

体的には頭にないですけど、専門家に考えてもらえたらいいかなと。何でこんなん大

正区つくってんというのも、１つはいいかなという気はします。 

○山本議長 御手洗委員、どうぞ。 

○御手洗委員 私も大正区にしかないものが、とりあえず欲しいかなって思ってます。私

は大体広さとか場所もイメージはできるんですけど、今のままのイメージに近い使い

方と考えると、最近余りないですけど、スケートリンクであったりとか、何かないも

ので遊びにつながるようなものと欲しいなとは思ってます。 

  あと、今の工事が、場所はわかるんですけど、実際周辺の、池部分以外の草木とかの

あの辺も全部何かできるのか、どこまでやるのかと。あと、大正なんで、本当は水を

扱う施設というか、小さな舟を浮かべられるようなものとか、川の端っこでもいいか

ら、本当はそういうのがあったらいいなと思ってたんですけど、そういうのが例えば

ここでできるのであれば、今度気になるのは、深さが例えばどのぐらいのものがつく

れるのかというのも、ちょっと知りたいなとは思いながら聞いてました。 

○山本議長 今の御質問に関しまして、何か答えられる範囲でお答えのほうどうぞよろし

くお願いいたします。 

○富永課長代理 基本的に影響範囲につきましては、今の池の部分を取り壊して平地にし

ますので、植え込みとかを、わざわざ木を伐採してまで広げるところまでは考えてご

ざいません。深さに関しましても、公園なので、深く掘って何かつくることは余りな

いので、大体、先ほど申しました広場の上に遊具とかものをつくるということですの

で、必要な基礎ですとか、そういったものを埋めることなので。あと排水施設、マン

ホールができます。大体一般的な公園で１メートルぐらいですか、基礎とか、そうい

った掘って設置することをいたします。 



 

－29－ 

○吉田区長 きょう、元水景施設というとこで議論をお願いしたんですけども、もともと

水景施設だったわけです。ところが水の維持管理、もちろん水の代金も含めて、やは

り今の時代に合わないということで、水景施設を廃止するのがそもそもの議論のスタ

ートですので、ここでまた水を入れてというのは現状考えづらいかなと。 

どなたが担当かはありますが、あそこを整備するに当たって、その周りの樹木につ

いても、どこまでやるのというのはあるんですけども、ある程度の整備は、予算の範

囲の中ですが、可能です。 

○山本議長 竹内委員、先ほど挙手されましたので。 

○竹内委員 プールぐらいの大きさというのでふと思ったんですけど、プールみたいに周

りを囲んでしまうことで、お母さんだとか保護者、おじいちゃん、おばあちゃんも最

近多いですけど、連れてきた方が座ったりできながら、真ん中でアスレチックっぽい

ことをしてる子供たちを、複数の目で見守れる的な場所にできたらいいのかなって思

ったんです。 

  水がないのはちょっと残念だなって私も思ってて、大阪グランフロントのところに、

横に水があるんですけど、夏に行くと、子供たちみんなはだしになって結構遊んでる

んです。すごく楽しそうなんで、今、夏すごく暑いですし、炎天下は無理としても、

もうちょっと暑くなりかけの時期が長いので、足だけでもぬらせるような、そういう

プールサイド的なとこの周りに、足湯ではないけどちょっとあったらいいのかなと思

ってたんですけど、水だめって今おっしゃったので、ちょっとずれました。 

○吉田区長 水を入れることの難しさを専門的なところから答えてもらえませんか。水を

入れるのは大変難しいというのを言うてもらえますか。 

○富永課長代理 どうしても水を入れると循環とかろ過とか必要になってきますので、衛

生的なものも含めて。そうすると、ろ過装置とか循環装置とか、非常に初期費用もか

かりますし、メンテナンスも当然ですけども、耐用年数も七、八年ぐらいですぐ来る

ということで、水を今の時代維持していくのは、非常に費用的にも厳しいところがご

ざいます。済みませんが、水のほうはなかなか厳しいとしかお答えにくいのですが、

申しわけないということで、済みません。 

○竹内委員 水にかわるようなのはないですか。例えば、ボールプールでも子供たち喜ぶ

から、もっと冷たい、ひんやり冷感を感じるようなものを足の周りに置くみたいなの

とか、楽しいことないのかなという気がするんですけど。 
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○吉田区長 それはおもしろいね。 

○竹内委員 何か考えていただけたらと思います。ちょっと暑いので公園に行かない子供

たちがふえてるので、暑さ対策も兼ねた、水以外の管理のしやすいアイデアを考えて

いただけたらなと思いました。 

○山本議長 今の御提案に関しまして、もしあれでしたら区長から何か。 

○吉田区長 後で言おうと思ってたんですが、今出てる御意見の流れとしては、今までに

ないものといいますか、この公園だからこそあるものという流れなのかなと思います。

そういうものをつくるための企画をするためには、きっと企画を考える人が、今まで

にない発想をすることが大事かなと思っていまして、これではなくてこれということ

ではなくて、今までの考え方とは全然違う考え方で、この企画をせなあかんのだなと

何となく今感じてます。その才能は私にはないですけれども、そういう方向かなと思

います。 

○山本議長 御手洗委員。 

○御手洗委員 私もアイデアがあるわけではないですけど、もともとは、私はテントが立

てやすいとかイベントがしやすいようなスペースになれば、利用者がふえるんじゃな

いかなと。遊びに行くだけじゃなくて、何かを出店する人がふえるような場所と思っ

てたんですけど、広さとか、実際のきょうの話を聞いてるとそこまでではないので。 

それであれば、例えばちょっと深さのある、それこそプールの言ったら深い版みた

いな枠だけがあって、中に何かを入れることで用途が変えられるようなもの。イメー

ジですけど、四角いプールのイメージでいくと、中にやわらかい風船とか入れとけば

子供の遊ぶスペースにもなるし、つい立て、例えば迷路としても成り立つとか、用途

を変えられるようなものがあるとよくて、それをさらにいろんな方が利用しやすいも

のになればいいのではないかなと思いました。 

○山本議長 本当に皆様方からいろんな御意見賜りまして、上限が2,100万円、それと10

年ぐらいと、そういう命題がございますので、いろいろな意見を踏まえまして、どの

ようにしたらいいかは、今後のまた検討と思います。 

  そろそろいい時間になってまいりましたので、このあたりで議員の皆様に御助言いた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  金沢議員から、どうぞよろしくお願いします。 

○金沢議員 どうも、金沢でございます。 
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  きょうは本当に現場をよく踏まえた、いろんな意見を聞かせていただきまして、やっ

ぱり僕らが考えてるだけでは出てこないようなものが随分聞けたなと思っております。 

  ただ、会議の運営の仕方については、もうちょっと。ちょっと寒いし、字も、あれで

やるともう小さくて、ここからやったら双眼鏡を用意しといてもらわんと見えへん。

最初に配って、見といてくださいよという資料と、実際後から追加したやつと、今、

議論の中心になってるのは後からのになってますし、せっかく準備していただけるの

であれば、その辺もしっかりと整理していただいて、準備は大変だと思いますけども、

やっていただきたいなと。 

  見守りについてはいっぱいあったんですが、やはりその中でも情報発信、やっぱりキ

ーは簡単なものということかなと、ずっと聞いてて思いました。難しいことをやれば、

今何でもできるんですけれど、ただ、それをやったからいって、本当にみんなのため

になるのかというと、まだ今のレベルではそういうことにはなりません。やはり物す

ごく単純な、すぐに役立つようなもの、こういうことを基本にまず設計していってい

ただきたいなと思いました。 

  例えば防災無線でももっともっと改良すればできるわけですし、あれやったらバッテ

リーさえあれば、とにかくどないなったって使える。車を動かそう思たらいろんなま

た障害もありますし、そういう観点からいろんな危機状態、危険な状態になったとき

に、そういうことに対して強いもので構築しておかないと、電気が消えたら何も動け

へんみたいな、こんなんではやっぱりあかんので、そういう視点でやっていただきた

いなと思いました。 

  いろいろ聞いてて、デイサービスの、それぞれのマニュアルとかそういったことも聞

いてて、確かに大事やなとも思いましたし、今いっぱいそういうのが出ておりますの

でね、そういったもの一つ一つ、本当にどうするかを真剣に検討していただきたいな

と思います。 

  あと、御手洗さんの町会にという話の中で、区は地域活動を紹介する、区でやられて

るわけですけども、また呼びかけるということですけども、きょうの意見にもありま

したけど、なぜ必要なのかということは、これはもっともっと発信していかなあかん

なと思います。少なくとも今、災害に対する危険性は、南海トラフの巨大地震につい

てもすこぶる高くなってきておりますし、いろんな要素はあっても、ここは本当にみ

んなにかかわる大きな問題で、何かなったときには、その被害は桁が違う話です。そ
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ういうことに対して非常に有効なのが御近所づき合いで、これはデータも出てるわけ

です。そういうのの強いところは死者が少ない、そういうののないとこは死者が多い

と、これは過去のデータを見れば一目瞭然なわけです。 

そういったことを踏まえて、強い町会づくり、そういったことを資料も用意してい

ただきながら取り組んでいく。大正区の目標を、災害に一番強い、被災者の少ない町

にするんやとか、そういうキャンペーンみたいなことをやってもらって、今、いろん

なこと出てきましたけど、そういったものに集中的に取り組んでいくとか、公園の話

でも、やっぱり大正区にしかないようなというお話出ましたけど、そういうことをや

っていくことが大正区の魅力になって、人口の回復にもなってくるん違うかなと、こ

ういう感触を皆さんのお話聞いてて、思いました。 

  きょうは31年度の大正区の運営方針（素案）ですけど、これについての議論はなかっ

たんですけど、今ごろ何言うてんねんと言われるかもわからんのですけども、例えば

人口の目標を見たときに、アウトカムとして社会動態、流入人口から流出人口を引い

た、それを５年トータルでプラスに転じさせると、こういうふうになってるんです。

これ、もうちょっと具体的にしておかないと、これだけでは意味がわからへんし、今

までの資料を見ても、今、ずっと回復してきて、何とかプラマイゼロの近くまで来て

るというのを、そのまま33年まで行くのかみたいにしか見えませんので、そういう努

力は、区としては全然せえへんのかと、こういうふうに見えてしまいます、この目標

では。 

ここは非常に大事なことで、こういったところをもうちょっと頑張って戻していく

という目標を立てて、そのためにそういう災害に強い町やとか、魅力を持った公園の

あるとこやとか、成績のいい学校があるとか、いろんなそういったことをつくってい

くことで、それを達成せないかんと思うんです。一番もとにもなりますので、人口に

対する目標は、もうちょっと修正が可能であれば再検討願えたらと、これが私の思い

でございます。 

  公園の整備につきましては、ここへ来て初めていろんな制約条件を聞いたんですが、

水のない公園って、実際にこういう規模ではあるんですか。大阪市の公園、全部水な

しにするの。 

○西八幡屋公園事務所長 全てをなくすわけではなくて、例えば大阪城公園であったりと

か、何カ所かの公園には噴水というか、水景施設は残していくことになってます。た
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だ、地域にある千島公園とか、住民の皆様に親しんでいただく公園については、もう

見直しのほうをやっていく。 

○金沢議員 そういうふうに決めたわけやね。 

そういうふうに決まったみたいですけど、そういうのは、水ってやっぱり人間の感

性に訴える物すごい大事な部分ですので、ちょっと水があるだけで全然心のあれが違

ってきますので、今は無理やとしても、そういったことも今後は見直さないかんとい

うことも出てくるん違うかなと。余りにも、ちょっとからからで、ちょっとどうかな

とも思いました。 

そもそも、こういう事態になったのは、地震の後、電気がなかってとめて、そのポ

ンプが修理できへんことで、こんなふうになってしまったんですけども、そういうこ

とを踏まえれば、ちゃんとやっとけば水も維持できたはずで、ほんまに水の流れる公

園を維持するのが物すごい高つくということやったら、全国でももっともっと減るは

ずやけども、いっぱいあるわけですから、そこはお金のかからん方法を検討していた

だきたいなと、こんな思いがいたしました。 

  以上でございます。 

○山本議長 金沢議員、御助言ありがとうございました。 

  続きまして、川岡議員、よろしくお願いします。 

○川岡議員 委員の皆様、本当お疲れさまでした。議員というより、勝手にしゃべってす

ぐ終わりますから。 

  民間で出資させて、風力のところ、風車みたいなの勝手に設置するから公園を使って

いいよと言って、太陽光と風車の電源を確保して、災害時はそれを利用する、出資の

ところ予算はほとんど使わない。電源を確保することによって、例えば今ずっと、僕、

余り聞いたことない、Ｔ－１何かグランプリとか、音楽をする人たちが、欲しいので

あれば電源を使っていいよというとこで電源確保して、暑さはソーラーのところ、今、

ビニールでもできるようになってるので、そういうところを無条件で出資するような、

例えば三菱レイヨンだとか、そういうところ手を挙げるんだったら、使わせてあげる

からどうぞと。 

今、大阪城公園の中には、ダイヘンさんは大阪の会社ですけど、ワイヤレス給電と

いって、電気自動車を、コンセントをつながないで非接触で実証とかやってるので、

実証をやりながら、市民が楽しめて、みんなが楽しめながら防災にも強い。例えばラ
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イトを８基ぐらいライトアップさせて、例えば10時ぐらいまでだったら四方八方から

来て、山が明るいような形にして、じゃあ電源はどうしてるのっていったら、これは

全部再生エネルギーよということで、21世紀型のまちづくりの象徴のような形で、昼

間は昼間で、暑かったらそういうふうに下のところで、音楽をやりたい人はやってく

ださいと、避暑する人はやってという形で、あとプラス2,100万円ぐらいだったらでき

るのかなと。 

やっぱり行政の強みは、場所貸してやるから、君らやりたいんだったら広告を含め

てＰＲしときよ、これができるのが行政だけなんです。民間はできないので、そうい

うことを大胆に皆さんから発信すれば、昭和山の近辺、このところは、以外とお金か

けなくても何か夢が語れるような、実際実証したいとかＰＲしたいという会社もいっ

ぱいあるし、そこら辺と意外とコラボできれば、大正区全然違うよね、格好ええやん

というのができるかなと、一区民として思いました。 

  以上でございます。 

○山本議長 最後になりましたが、オブザーバーの角田大正消防署長、御助言どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○角田署長 どうも皆さんお疲れさんでした。 

  今回、私、初参加で、皆さんの意見を聞かせていただいて、いろいろ勉強になりまし

た。特に台風21号の件に関しては、この台風21号の件があってから、それぞれの地域

防災訓練に私が行かせていただいたときに区長とお話をさせていただいてて、もう少

し区として何とかせなあかんの違うかと、区役所と消防と警察と連携をとって、もう

少しいい体制がとれるのではないかというところで、そしたら区長、行政連絡調整会

議は消防入ってないですけども、ぜひ区政会議に参加させていただけませんかと依頼

したところ、すぐに区長は快く引き受けてくれたという経緯がございました。 

  台風21号は消防にとっても衝撃的な出来事で、ちょうど９月４日の４時56分ですか、

朝方、消防職員に対して非常招集がかかって、その日の夕方17時、暴風警報が解除さ

れるまで非常招集態勢を維持してたんですけども、その17時58分以降も、消防につい

てはさらに警戒を強めて態勢を築いたところになるんですけども。 

  大正区においては、ちょっと委員の皆様に御紹介したいんですけども、９月４日を中

心に119番通報が316件、もちろんほかの区の119番が入りますので、ちょうど大阪市の

大阪ドームの北側にある消防局で指令を受けてるんですけども、そこの消防局がパン
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クした。私、消防に入って36年ですけども、こんな事態は初めてでした。その余った

119番が大正消防署に加入電話で入ってきてるような状況でした。消防車も全部、最小

限の消防車、水の出ない消防車を残して、あとの消防車は全部出ていってる状況で、

これは大正区のみではなくて、北区に行ったり東淀川区に行ったり、そんな状況であ

りました。 

  その中で、大正区は、316件は大阪市内の西成区、生野区、次に大正区という順番で、

風災による救護要請が多い区でした。そこから我々はやはりもう少し、委員から先ほ

ど御指摘あったとおり、事前の備えをしっかりと、風災は特に、台風とかわかります

ので、その備えに対するフレームづくりですか、そこはしっかりとつくって町会に落

としていかなあかんなと。 

  ただし、やはりこの風災は区役所の対応、あるいは消防、警察、行政の対応を軽く超

えてしまうのが今後も考えられるとこですので、金沢議員御指摘のように、ローカル

ルールをしっかりとつくっとかなあかんなと。ローカルルールで安否確認の安全確認

についても事前にわかることですから、そこは人と人とのネットワークしか僕はない

と思います。複雑な仕組み、コンピューターの仕組みほど弱いものはないと、我々消

防の経験者としてそれだけは感じるんで、情報の掲示にあっても、避難所開設したら

白板に書くとか、ＭＣＡ無線も非常に高いものを有力な手段として持ってますので、

そのＭＣＡ無線を有効に使えるような、言うたらラインづくりが重要になってくるの

かなと。 

まさに森川委員の御指摘にあったように、それぞれの町会がそれぞれの自助の力を

高めていくことによって、恐らく大正区の安全・安心は守れるのかなとは感じました。

もちろんこれは台風だけではなくて、今後来るべき南海トラフであったり、上町の地

震であったりということにも大きく生かすことができるかなと思います。 

  今後とも消防としてこういった会議に参加させていただいて、区長あるいは警察署長

と連絡をとって、区民の安全・安心を少しでも守れる力になりたいと思っております

んで、よろしくお願いいたします。 

○山本議長 角田署長、御助言どうもありがとうございました。 

  本日予定されている議題は以上で終了いたしました。皆様方におかれましては、議事

進行に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。 

  以上できょうの議題、議事全て終えました。どうもありがとうございました。 
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○近藤課長 山本議長、ありがとうございました。 

  本日の配付資料の中に御意見シート入っておりますので、本日の会議で御発言できな

かった内容など、御意見、質問等がございましたら、御記入の上、御提出いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

  最後に、吉田区長よりお礼の御挨拶を申し上げます。 

○吉田区長 皆さん、どうもありがとうございました。 

  最後に、きょうのまとめをさせていただきたいと思います。 

  まず１つ目は、中でも申し上げましたけれども、地域福祉推進会議で議論している要

援護者への対応、要援護者支援につきましては、個人情報保護のことも、どう考えて

るかも含めて、次回具体的に御説明させていただきたいと存じます。 

  次に、昭和山を初めとした千島公園の復旧についても、次回、区政会議での議題にさ

せていただきたいと存じます。きょう、せっかく復旧・復興担当の課長にも来ていた

だいてたんですが、御発言していただく場がなかったんですが、きょうの議論を踏ま

えて、次の区政会議でも御説明、御発言いただければありがたいと考えています。 

  議員先生方からいただきました、あらゆる場合を想定して備えろ、あるいは目的意識

と申しますか、めざすべきところを明確に打ち出せということにつきましては、重い

課題ではございますが、そのとおりだと考えておりますので、今後、鋭意努力してま

いります。 

  私、きょうの議論で大変勉強になった点が、台風21号に関してございました。ポイン

トは自助の徹底なのかなというところでございます。ずっと区役所においては正確な

情報をより広く、より迅速に伝える方法論について議論もしてきましたし、考えてき

ました。これからもこのことについては追求していこうと思いますけれども、やはり

自助なくしては住民の命を救うことは、結局非常に難しいかなと思ってます。 

御手洗委員からもありましたように、情報を得た後どう動くかというのは、その人

その人によって状況も違うわけですから、その人なりに準備をしておかないといけな

いと、自分の状況に合った、どう動くべきかということはみずから考えていただかな

いといけないと思うし、例えばインターネットがないので、ネットで流されてもわか

らへんわという人は、自分はどうやって情報をとりに行くのかと、地域の誰に聞くの

か、あるいはどこを見に行くのかというのは、それは自分で考えるべきなんだろうと、

基本はそういうふうに思うわけです。 
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  行政の役割としては、こういう情報を得たら、こう動くべきですというガイドライン

は、やっぱり身近なハンドブック等でお示ししないといけないと思いますし、どんな

ところに情報が伝わるような仕組みになっているかも、積極的にお示しはしていきま

すけれども、やはりその情報をどうやって得て、どう動くかは、これは究極自助では

ないかなと思っています。これまでは公助では十分な対応ができないので、何とか自

助や互助、共助でお願いしますというか、そこを補ってくださいという発想で考えて

きましたけれども、きょう皆様方からいただいた話を伺って、そういう面がある一方

で、やっぱり基本は自助なんだろうと。この自助を互助、共助や公助がどうサポート

していくのかという発想へイノベーションさせていくことも必要ではないかと感じま

した。 

  元水景施設については、中でも申し上げましたように、今までにないものを考えるた

めには、もう発想の転換が必要だろうと思っています。 

  書類番号７で森川委員からいただいてる御質問にかかわるんですが、実は大阪市会で

各地域、大正区には10地域ありますけれども、地域活動協議会の活動内容についても、

区政会議で議論をすべきだという御議論をいただいております。私としては、この地

域活動協議会、大正区ではまちづくり実行委員会と呼んでいます。これは準行政的な

組織でもありまして、最重要の地域活動組織と考えておりますけれども、それに限ら

ず、きょう町会のお話も出ましたし、ほかの地域活動をやっておられる方々からも御

発言いただきましたけれども、地域にあるさまざまな活動が、どういう思いでどうい

うことをやっておられるのかについても、そして何が課題で、どう変えていかないと

いけないのかについても、やはり区政会議の俎上に上げていくことが必要かなと思っ

てます。 

きょう、この地域活動協議会の紹介をさせていただいた資料をまかせていただきま

したけれども、今後こういう情報の提供をしながら、皆様方と一緒にこうした地域活

動についての具体的な議論をさせていただければなと考えております。 

  最後に、１つエピソードを申し上げたいと思います。きょうも区役所の職員からの意

見にも散見されたんですが、台風で被災したときに、通常の窓口業務をいかに維持す

るかという議論も出ましたし、災害対応をやってたら窓口業務ができないので、窓口

業務の要員をどう確保するのかという議論も実はあったんです。しかし、これは一般

的に言うＢＣＰというか業務継続計画で言うと、ちょっと的はずれな議論で、区役所
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として一番大事なことは何なのかというところから、今、自分たち一人一人がやるべ

きことを発想しないといけない。 

あのときには区民の皆さん方の生命、財産を守ることが、区役所にとっては一番大

切なことであったはずですけれども、それと通常の窓口業務がてんびんにかけられる

ようなことがあってはいけないというか、てんびんにかけた上での判断でしょうけれ

ども、窓口業務を維持するためにという議論が先行した傾向があったことは、私とし

ては反省してます。 

これは、市役所の出先機関として窓口業務をやるのが区役所だという旧来の発想か

ら、十分卒業できてないのではないかなと思ってます。現場最前線の職員として、区

民の安心・安全を守るためにはどういう計画を立てて、どういう施策を実行しないと

いけないのか。それを考えてやるのは、もう区役所の職員だけなんだという気概を持

って、これからの任務に当たらないといけないと思いますし、台風21号の総括につい

ても、ぜひそういう気概を持って、今後取りまとめをさせていただきたいと考えてお

ります。 

  長時間になりましたが、皆様方の御協力に改めてお礼申し上げます。まことにありが

とうございました。 

○近藤課長 それでは、本日の区政会議を終わってまいりますけど、今、区長からありま

したように、台風21号の総括と、きょう御議論いただきました水景施設の関係につい

ては早急にまとめていきたい、また、区政会議の場で御紹介したいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  長時間になりましたが、これで区政会議を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 


