
平成30年度第３回区政会議での意見と対応一覧

【当日出された意見等】

委員名 回答 回答者 対応 担当課 備考

被災後は、まずは状況の把握が何をするにおいて
も必要。ライフラインの状況や支援が必要な方が
どこにいるのか、知る方法がそもそもわからな
い、というのが問題。

木村委員

〔保健福祉課〕
・大正区役所では、見守りや安否確認の中心となる各地域に、要援
護者名簿をお渡しできるよう準備を進めております。具体的には、
行政が把握できる要援護者の方に対して、日ごろの見守りや災害時
の支援について同意されるかどうかを、区役所から委託を受けた区
社協が意向確認を行い、同意をいただいた方を名簿に登載します。
ここでいう要援護者とは、支援が必要な方全体を指しますが、行政
が把握できるものとしては、要介護状態区分が要介護3～５、重度
障がい者、在宅で電源を必要とする医療機器を使用している難病患
者などがあげられます。
・また、それだけではなく、地域における見守り体制づくりを進め
ていくうえで中心的な役割を担っていただく、地域事情に精通した
「見守り推進員」や地域住民の皆さんにも、行政が把握できない要
援護者を発見いただくことで、名簿の充実を図ってまいりたいと考
えております。
〔地域課〕
ライフラインの状況の把握については、公益企業との間で緊急時連
絡体制を確保しつつ、区民が自ら必要な情報を収集し、知り得た情
報に基づき適切な行動を取ることができるよう、行政がサポートす
るしくみづくりを検討してまいります。

保健福祉課
地域課

要援護者支援といっても、何人ぐらいいて、どの
ように管理しているのか、など取組の状況が分か
れば、みんなからアイデアを出し合える。

木村委員

区社協に委託し、介護認定、障がい者認定を受けているなど、
なんらかの見守りが必要な方に、声掛けや災害時の避難支援な
どの項目への同意確認を行っている。同意を得られた2,341人
を名簿に掲載し、民生委員と情報を共有。被災時に安否確認を
要請した。現在は、是非の回答がない560人を重点的に同意確
認を行っている。来年度以降、地域での見守りをお願いしたい
と考えている。

(保健福祉課)

松原課長

平時、有事の要援護者支援を一体化するのが最重要課題と位置づ
け、施策を練っているところ。地域福祉推進会議でも議論を進め
て、仕組みづくりを行っているが、次回の区政会議にて、図解を含
めて詳しく経過報告を行いたい。(区長）

保健福祉課

地域の要援護者への共助については、現状民生委
員しか知らない。近隣の要援護者を支援するに
も、どのように知るのか、民生委員が被害を受け
た場合にその下を作るのか、要援護者を次につな
ぐところをしっかり考えないといけない。要援護
者自身は、情報を得ることが難しく、積極的に共
有することが必要だと思う。

那須委員

大正区役所では平成27年度から要援護者名簿の整備を行ってお
り、現在は守秘義務が課されている各地域の民生委員の皆さまに平
成30年4月時点の名簿をお渡ししています。しかし、民生委員の皆
さまだけで多くの要援護者を見守り、災害時に支援することは困難
であり、地域全体で見守り体制を構築いただきたいと考えておりま
す。
要援護者に関しては、区役所で把握する以外にも、各地域で独自に
把握されている方も含め、平時のお声かけなど福祉的な見守りと災
害時の支援を一体的に行うことが重要であり、各地域の事情に応じ
たそれぞれの見守り体制づくりを支援してまいります。

保健福祉課

要援護者を地域で見守りする体制をつくるにあた
り、問題となるのは個人情報の守秘義務のこと。
南恩加島では積極的に進めていると聞いているの
で、不可能ではないが、慎重に進めたい。地域の
ことを知っているといっても、全員を知っている
わけではないので、責任が町会長となると難し
い。

上村委員

区役所で整備している要援護者名簿を各地域にお渡しし、見守りや
災害時の支援を行っていただくのは、個人情報の取り扱い等守って
いただきたいルールを確認するための協定書を各地域まちづくり実
行委員会と締結させていただいた後と考えております。
協定書の締結にあたっては、各地域の事情も考慮して進めてまいり
ます。

保健福祉課

女性会では食事サービスを行っていて、利用者は
介護の状況や住んでいる地域のことを教えてくれ
る。ただ、介護を受けていることを隠したいと思
う方もいて、積極的に話しかけるなど、気持ちを
解いていくことが大事だと思う。

谷田委員

日ごろの福祉的な見守りは、食事サービスをはじめ、様々な地域活
動を通じて顔見知りになり、関係性が築かれるところから始まるも
のと考えております。
こうした日ごろの顔見知りの関係性が災害時の支援につながってい
くとの考えのもと、福祉的な見守りと災害時の支援を一体的に行う
体制づくりを支援してまいります。

保健福祉課

要援護者は区民の約5％ということだが、他の区は
どうなのか。
要援護者はどのくらいの情報を民生委員に伝えて
いいと同意しているのか、また民生委員以外に伝
えることについてはどうなのか。

那須委員

情報提供の範囲は「民生委員をはじめとしたまちづくり実行委
員会への情報提供」について同意いただいており、だれが見守
りや安否確認を行うかについては、地域の状況に応じて考えて
いきたい。

(保健福祉課)

松原課長

要援護者の比率につきましては、各区の正確な数値は把握しており
ませんが、要介護率や障がい者手帳の所持率等から勘案いたします
と、他区に比べ高い数値であると考えられます。
要援護者の方からは、一人暮らしかどうか世帯の状況、緊急時の連
絡先、利用されている介護サービスの事業所、見守りや災害時の支
援の際配慮が必要なことなど、同意いただける内容について、可能
な範囲でご提供いただき、名簿に記載しております。
今後は、日ごろからの見守り活動を基盤としながら、災害発生時に
は迅速かつ確実に支援が行えるよう、より詳細な「個別支援プラ
ン」を作成いただくよう、地域と調整してまいります。

保健福祉課

民生委員だけでなく、地域全体で見守る体制を作っていきたい
が、地域には地域の課題もある。一筋縄ではいかないので、何
年もかけて体制を作っていきたい。

区長

意見内容
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介護施設（デイサービスなど）によって、利用者
を帰す、あるいは収束するまで台風接近時の対応
に違いがあった。従うかどうか別として、これぐ
らいの風だと動かない方がいいよというようなガ
イドラインがあれば、安全が確保されるのではな
いか。

御手洗
委員

それぞれの判断で動くと混乱が生じるが、ガイドラインを示す
のは誰の役割か、公かそうでないのか、それを整理するのが、
本日の議論の肝。

区長

大阪市では、（社）大阪市老人福祉施設連盟と協働で「大阪市高齢
者施設等防災マニュアル」を平成23年7月に作成し、高齢者施設等
における災害に備えた日ごろからの取組みの参考としてご活用いた
だくこととしています。平成29年11月には風水害時の対応を新た
に追加し、最新の改定を行っています。
本マニュアルでは、各施設の実情に則した防災マニュアルの作成を
呼びかけ、通所施設における臨時休業や入所施設における避難時期
の判断基準の策定や風水害時の避難行動等について記載しておりま
す。

保健福祉課

停電中のエリア情報の収集では、断線等によるも
の等、関西電力が把握できないものをあった。イ
ンターネットを用いて、住民が自宅の状況を書き
込めるようにして、それがあることを区役所が告
知するのはどうか。また、インターネットサイト
の閲覧が苦手な人向けの勉強会の開催も必要では
ないか。

御手洗
委員

今回の台風では、関電との連絡が取れなかったことに加え、関
電側のシステムダウンのため、詳細の情報は得られなかった。
断線等による停電は把握が難しいと考えられ、地域住民が把握
した情報を吸い上げる仕組みは考えないといけない。

役所が情報を全て吸い上げ、全市民に伝えるという風潮ではあ
るが、情報を受け取り、どう対応するのかについても、誰の役
割なのか議論したい。

(地域課)

三宅課長

区長

区民が自ら必要な情報を収集し、知り得た情報に基づき適切な行動
を取ることができるよう、行政がサポートするしくみづくりを検討
してまいります。

地域課

（委員より）
区役所も掲示板ツー
ルを利用して、情報
の収集、発信を行え
ばいい。ただ、その
ツールがあること自
体は告知してほし
い。

正しい情報がここに行けば得られるということが
分かっていると大事で、そこへ元気な人が見に
行って、足の悪い人に伝えるという仕組みを作
る。逆に、助けてほしい時にその情報を拡散でき
る仕組みになればいい。

竹内委員
ＨＰ，ＳＮＳで情報発信したが、その情報は全員に伝わらな
い。ネットユーザー以外には伝わらないことが問題で、見た人
が見ていない人に伝える、というイノベーションが必要。

区長

ネットユーザー以外の方への情報伝達手段として、例えば10地域
で拠点を設定し、ペーパーの配布も含め定時報告を行い、住民自ら
が情報を取りに行ってご近所で共有していただくようなルールづく
りを検討していきます。

地域課

こういう時にはこうする、という防災の知識がな
いと、情報を得たとしても判断ができない、互助
や共助に至らないので、勉強会を各地域で広めて
いけばよいのではないか。

御手洗
委員

地域の自主防災組織に情報共有を行っているが、隅々までは伝
わっていない。情報を伝えるためには普段の関係づくりを促進
し、勉強会ではワークショップ形式で展開していくよう、区役
所として支援したい。

(地域課)

三宅課長

近隣との普段の関係づくりを促進するため、町会加入及び地域活動
への参加に向けた広報を強化するとともに、防災の知識に関する啓
発を地域の協力のもと進めてまいります。

地域課

町会加入してない方の情報は、町会長が把握でき
ない。地活協の取り組みも町会加入率が高いと伝
わりやすい。
地域の諸団体の認知率が低く、理解が進むと加入
も進むかもしれない。また、町会加入のメリット
がないとの声を聞くが、一部の電灯が町会費から
支出していることやどんな情報が共有できるかを
伝えることで解決できると思う。

尾上委員

地域の諸団体で構成しているまちづくり実行委員会は、来年度
以降補助金を受けて自立して事業を行っていく。防災に関して
も、地域でそれぞれ考えていくことになっていくが、区役所と
してはお手伝いはしっかりとしていきたい。

(総務課)

村田課長

今後も、地域まちづくり実行委員会の活動を支援するとともに、普
段の関係づくりが、災害時における近隣同士の情報共有など地域防
災力の向上や減災につながっていくことについて理解を深めていた
だき、町会加入及び地域活動への参加に向けた広報を強化してまい
ります。

地域課

台風は予測ができるので、要援護者へ数日前から
支援を行える。
インターネットで区民が情報を書き込めるものが
あるのはいい。それを区役所が告知し、各自情報
を得るという仕組みが理想的。
民生委員でもインターネットで情報を得るのが難
しい方もいると思うので、ネット係のような役員
を作ってはどうか。

松本委員

インターネットを利用した新たな情報収集・発信ツールの開発につ
いては、フェイク情報の拡散の防止策などクリアすべき課題もあり
慎重に検討してまいります。また、ネットユーザー以外の方への情
報伝達手段として、例えば10地域で拠点を設定し、ペーパーの配
布も含め定時報告を行い、住民自らが情報を取りに行ってご近所で
共有していただくようなルールづくりを検討していきます。

地域課
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公園の整備計画のうち、これだけは行うなどの予
定や予算の算定根拠となるような事項などの基本
的な条件はどういったものか。

竹内委員

大正区の公園整備の予算が2１百万円としており、そのうちに
収まる金額での整備を行いたい、というもの。修景池の埋め立
てを行った上で、地域の実情を伺い、整備内容を決めたいとい
う趣旨でご意見を募っている。

(建設局)

富永
課長代理

回答済み
政策プロモー
ション

こどもの体力づくりに役立つ大型の滑り台やアス
レチックのような普通の公園にない設備がある公
園にしたい。

松本委員
ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討した案を報告しま
す。

政策プロモー
ション

整備する広さはどれぐらいあるのか。 上村委員
10ｍ×３０ｍぐらい。水景施設のうち、せせらぎの部分の全域
は入らない。

(建設局)

富永
課長代理

回答済み
政策プロモー
ション

大正区に来てほしいので、大正区が誇れる、面白
い公園を作ってほしい。

上村委員
ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討した案を報告しま
す。

政策プロモー
ション

掘ったところに、スケートリンクみたいな遊びに
つながるような施設で、大正区にしかないものが
いい。水を扱うものがいい。

御手洗
委員

整備の方針は、平地に埋めてから、ということで考えている。

水の維持管理が難しいので、新たに整備するということなの
で、水を扱うのは難しい。

(建設局)

富永
課長代理

区長

回答済みですが、ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討し
た案を報告します。

政策プロモー
ション

例えばグランフロントにある水辺は、こどもたち
でにぎわっている。夏が暑く、外で遊ばないこど
ももいるので、水遊びができるものがあると喜ば
れる。
ボールプールでも喜ばれると思う。冷感ボールと
かはできないか。

竹内委員
水は、循環、ろ過の装置の設置費用、維持費用が大きく、導入
は難しい。耐用年数も7～8年と施設としては短い。

回答済みですが、ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討し
た案を報告します。

政策プロモー
ション

テントが立てやすく、イベントの開催がしやすい
場所だと利用者が増えると思う。
他のアイデアとしては、プールのような深い枠を
作り、風船を入れたり、ついたてを設置した迷路
として使えたり、用途を変えられるものはどう
か。

御手洗
委員

ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討した案を報告しま
す。

政策プロモー
ション

元
水
景
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と



【議員からの意見等】

委員名 回答 回答者 対応 備考

金沢議員
区民の皆さまにとって、「簡単に確認できる」「誰もが活用でき
る」という視点からの情報発信に努めてまいります。

地域課

金沢議員

災害時における近隣同士の情報共有など、普段の関係づくりが地域
防災力の向上や減災につながっていくことについて理解を深めてい
ただき、町会加入及び地域活動への参加に向けた広報を強化してま
いります。

地域課

金沢議員 めざすところは明確に、ということはそのとおりだと考える 区長

平成30年12月に公表されました「大阪市の推計人口年報　～各年
10月1日現在の推計人口と1年間の人口異動の動向～」によれば、
H30の社会動態は99人の減少となりました。経営課題としている
まちの賑わい創出はもとより、防災や子育て環境の整備など、複合
的な魅力発信を行うことにより、人口増加を進めて参ります。

政策プロモー
ション

川岡議員
ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討した案を報告しま
す。

政策プロモー
ション

角田
消防署長

12月19日付けで、区役所と警察署・消防署との間で「大正区安
全・安心なまちづくりに関する協定書」を締結しました。今後とも
連携して取り組んでまいります。

地域課

意見内容

防災に関する情報発信のキーは「簡単である」こと。
とりまとめにあたっては、ガイドラインのことなど、
一つ一つ検討してもらいたい。

町会がなぜ必要なのか、を発信が必要。今、災害への
危機管理は関心が高い。ご近所づきあいの多い地区の
被害が少ないことはデータが出ている。

運営方針に掲げる人口増加の目標だが、何も努力して
いないように見える。災害に強い、魅力のある公園が
ある、成績のいい学校がある、といった複合的な魅力
で人口増加を達成していくという努力が見えるように
できないか。

行政の強みは、「場所を与えて、やらせてみる」とい
うところ。お金をかけなくても夢が語れる。実証実験
をやりたい事業者は多い。例えば、民間資金を使っ
て、風力発電機の設備を誘致し、災害時に利用できる
ようにする。平時の電源は誰でも使えるようにして、
例えば音楽をする人が使う。あるいは、非接触型の充
電器を作るなど、市民が楽しめて、防災に強い公園だ
と、大正区格好いいね、と言ってもらえると思う。

台風21号では、大正区は西成区、生野区に次ぐ救助
要請があった。大正区独自のローカルルールを決め
る、人と人とのつながりによる助け合いを促進すると
いうことが、今後の対策に必要。



【ご意見シートでの意見等】

委員名 回答 回答者 対応 備考

台風21号に関する対策について、御手洗委員の意
見の、インターネットで、区民が情報を上げる場
所を作る、というのは、とても良いと思います。
「公助」の部分は災害時に情報を書き込めるネッ
ト掲示板を作って、区民に「こういうものがある
よ」と知らせるだけ。あとは区民のみんなが情報
を書き込み、情報を得る「自助」「互助」「共
助」の部分で回せるようになれば理想的だと思い
ます。

松本委員

インターネットを利用した新たな情報収集・発信ツールの開発につ
いては、公設である以上、信頼性の高さが求められることから、
フェイク情報の拡散の防止策などを講じる必要があり、「誰でも」
書き込めることについては一定の制限をかけざるを得ないと考えて
いますが、必要な情報にアクセスする手段のひとつとして検討して
まいります。

地域課

本日の会議で、要援護者の情報は区と民生委員し
か知らないことが初めて知りましたが、さらに町
会長等が情報を持つ場合には、個人情報保護の観
点から、責任を持たなくてはならないと意見には
疑問を持ちました。災害時、人命が関わる事態で
は、人命が優先するからです。

森川委員

現在、区社協に委託して整備・管理している要援護者名簿は、平時
における福祉的な見守りと災害時の支援を一体的に行っていくため
のものであり、要介護や障がいの認定情報等を含むことから、地域
まちづくり実行委員会に名簿をお渡しする際には、区長と協定を結
んでいただき厳格な取扱いをお願いすることになります。しかしな
がら、委員ご指摘のとおり、「災害が発生し、又は発生するおそれ
がある場合において、生命又は身体を災害から保護するために特に
必要があると認めるとき」は、市町村長は「避難支援等関係者その
他の者に対し、本人の同意を得ることを要せず、名簿情報を提供す
ることができる。」旨定められています（災害対策基本法第49条
の11）ので、災害時、緊急を要する場合にはご本人が同意されて
いるか否かを問わず、要援護者名簿の提供が可能であると考えてお
ります。

地域課

水景施設の再整備について
川岡議員の提案はとてもわくわくする内容でし
た。広さ的にそれほど広くないので、ソーラーパ
ネルの屋根付き公園というのはオリジナリティが
あってよいと思います。夏の暑さで日差しを避け
られる公園は今までになくて、斬新だと思いま
す。

松本委員
ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討した案を報告しま
す。

政策プロモー
ション

■水景公園の新たな施設について
➣四季を感じさせる公園施設にできないか。
例えば、冬は水をためてアイススケートリンク。
春はつつじ」を一杯。夏から秋はフリーマーケッ
トなどの屋外イベント会場、などなど。と、いう
事は堅い施設は設置できない、となりますが。10
年というスパンでの検討でであれば、最初から固
定施設などを決めないで、2、3年間設置して市民
の意見など聞くというのはどうでしょうか。

➣高齢者が来やすい、楽しめる施設が出来ない
か。
例えば、軽い運動が出来る施設。高齢者の意見を
聞いてもいいのでは。

那須委員
ご意見として承り、次回の区政会議にて、検討した案を報告しま
す。

政策プロモー
ション

そ
の
他

■自転車調査結果について
配布資料に自転車調査結果があります。特にこの
資料についての説明もありませんでしたが、ま
た、たいした内容とも思えません。今回配布され
た意図はなんでしょうか。

那須委員

第2回区政会議でいただいたご意見に対し、現時点における放置自
転車台数の調査結果を次回お示しすると回答していましたので、現
在調査を行っている3か所における平均台数をお示しいたしまし
た。

地域課

防
災
に
関
す
る
こ
と

元
水
景
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

意見内容



【区長発言】

・要援護者支援については、個人情報保護についても含めて、次回議論したい。
・昭和山の復旧についても、次回議論したい。
・これまで、より広く、より迅速に、という方針で防災に取り組んできたが、「得た情報をどう生かすのか。情報を得ることが難しい人はどうやって情報を得るのか」、ということは
自助として考えること。自助の徹底がポイントだと感じた。
・これまで、公助でできないことがあるから、互助・共助の充実を図るべきと考えていた。しかし、公助として、得た情報に対応する行動のガイドラインや情報がどこで手に入るかを
周知し、その情報の利用は自助となる。このように、自助を共助、公助でどうサポートするかに進化させるべき。
・市会では、地活協のことを区政会議で議論すべきという考えもある。地活協の様々な活動が、どういう思いでどういうことをやっているのか、何が課題でどう変えていくのか、とい
うようなことについて、今後の区政会議で議題としたい。


