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平成２７年度第１回淀川区区政会議 

安全・安心なまち部会 

 

  日 時：平成２７年９月１５日（火） 

      午後６時３０分～午後８時１９分 

  場 所：淀川区役所５階 

      ５０１～５０３会議室 

 

○西政政策企画課長 

 安全・安心なまち部会を始めさせていただきます。 

 私、進行役の区役所政策企画課課長西と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 冒頭おわび申し上げたいと思います。ごらんのとおり、本日、当初８名の中で過半

数を超える御出席の返事をいただいておりましたので開催すべく、本日、日程調整を

行っておりましたが、本日になりまして急遽都合がつかないという御連絡の方が相次

ぎまして、出席のほう、以前から欠席と伺っておられた方も含めてお願いしておりま

したが、なかなか出席かなわないようでございます。会議の途中、もし、都合をつけ

て参加されて過半数を超えるようであれば、この安全・安心なまち部会は会議として

成立いたしますが、現状では過半数を下回るという状況でございますので、区政会議

の部会としては成立しないということになります。まことに申しわけございません。

ただ、せっかくの機会でございますし、また、先月８月１０日にも、同様の形で一旦、

中止とか延期にさせていただいて２回目でございます。これ以上また延期というと、

日程調整のほうなかなか難しかろうと思いますので、せっかく嘉悦議長と三田副議長

のほう日程を本日合わせていただいたということもございますので、２人参加の中で

もし、このままこの部会が不成立ということであれば、お二人の委員さんによります
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意見交換会という形で開催してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。重ね重ね事務局の力不足で２回も続けましてこの部会、正式に開けなかっ

たこと冒頭おわび申し上げます次第でございます。どうも申しわけございませんでし

た。 

 それでは、会議のほう、始めさせていただきます。着座にて失礼させていただきま

す。 

 きょうの資料まず、レジュメですね、第１回安全・安心なまち部会。裏面のほうに

配付資料一覧となっております。資料１ということで部会名簿、裏面のほうに座席表

がついております。資料３、Ａ３の横長のもので、運営方針の達成状況というもので

す。あと資料４、淀川区運営方針自己評価シートＡ３の縦長でございます。あと資料

５，２７年度淀川区運営方針の抜粋。資料のサンプルと書いてますけれども、○○地

区防災計画(案)と書かれたもの。あと、右肩のところ７号、ゴム印を押してます水害

ハザードマップ。まず、右肩に８とされます帰宅困難者体験訓練。あと、右肩９と押

されています２７年度淀川区役所市民協働課地域安全防犯活動実績。右肩１０と押さ

れてます駐車場防犯カメラ設置補助金制度スタート。資料１１、淀川区における災害

時要援護者支援経過。それとあと、よどマガの９月号とＹＯＤＯ－ＲＥＰＯの№２４

でございます。お手元のほうそろっておりますでしょうか。大丈夫でしょうか。  

 ありがとうございます。 

 それでは、次第に沿いまして、議題といいますか、意見交換会という形で、議題に

移らせていただきます。 

 本日の会議は、平成２６年度運営方針の事業に係る評価につきまして、先般７月１

３日の区政会議で御説明し、御議論いただいたところでありますけれども、本日この

部会のテーマであります、経営課題１の安全・安心に暮らせるまちについて、その取

り組みの進捗状況や課題となっている点を資料３の運営方針の達成状況などの資料に

基づきまして、再度御説明申し上げまして、それらを踏まえまして平成２８年度運営
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方針の事業に係る方向性について委員から御意見を頂戴したいというふうに考えてお

ります。なお、本日、欠席されている委員の方々におかれましても、本日の御意見、

委員から頂戴したのも踏まえまして、また改めて事務局のほうからお伝えさせていた

だきまして、御意見という形で欠席の委員からも頂戴したいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、嘉悦議長、議事のほう、よろしくお願いします。 

○嘉悦委員 

 それでは、議長を務めさせていただきます。 

 次第に則して議事を進めさせていただきます。 

 その前に本当にきょうは意気込んできたんですけども、ちょっと残念な思いがして

いるんですけれども、安全・安心というのは本当にいろんな面でそのまちの基本にな

る一番大事なことかなと自分としては思っているだけにあれなんですけど、皆さんお

忙しいようですので。部会は成立しないということのようですけれども、一応、予定

どおりで意見交換をしていただいたらと思っております。 

 それでは、きょうはテーマとして３つの柱からなってますので、一つずつ事務担当

者のほうから御説明お願いしたいと思います。 

 まず第１番目、防災関係について、担当のほうから御説明よろしくお願いします。 

○新井市民協働課長 

 こんばんは、市民協働課長の新井です。かけて説明させていただきます。 

 まず、資料３のＡ３の横長の資料をごらんください。 

 経営課題１、安全・安心に暮らせるまちということで、ポイント、要点を説明させ

ていただきます。 

 目標を達成した取り組みとして、１－１－３防災講座の開催につきまして、自助・

共助の継続的な啓発として、地域・企業向けの防災出前講座を２１回、３，５５６人

に実施しました。また、幼稚園、保育園等の未来を担う子どもたちへの防災講座を６
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回行い、８００人の子どもたちに話をしました。引き続き、地域・企業や子どもたち

が関心を持つ防災講座の取り組みを進めてまいります。 

 それから、中段のところ、目標が未達成な取り組みとして、１－１－１区地域防災

計画の改定・周知につきまして、大阪市の防災計画の改定が平成２６年１０月となり、

従来の区地域防災計画を防災講座などを通して周知してまいりましたが、府が防災計

画等を作成していることを知っている区民の皆さんの割合が、５２．４％と十分な周

知には至りませんでした。平成２７年度中に淀川区防災計画の改定を行うとともに、

大阪市防災・減災条例に基づき、地域での防災訓練の実施や避難場所、食糧や水等の

備蓄、高齢者等の避難支援など、地域の自発的な共助による防災活動を記した各地区

の地域特性に応じた防災計画の作成を働きかけ、作成について支援をしていきます。

これにつきましては、資料６でちょっとカラーページでサンプルをつけているのです

が、例えばこれら見本で、○○地区防災計画というふうにカラーページがございます。

このようなサンプルをお示しして、地域の方と一緒にその地域の特性に応じた防災計

画をつくってまいりたいと考えております。見本でございます。 

 それから、次に１－１－２ですが、防災マップの作成につきまして、２６年度はＮ

ＰＯから詳細な避難場所や避難所等を記載した防災マップの各戸配付の提案を受け、

ＮＰＯと協定を結びましたが、予定した額の広告が集まらず、全戸配付には至りませ

んでした。避難場所を知っている区民の割合は７６％と目標の８０％に届きませんで

した。また、防災マップの配付も２５％と目標に大きく届きませんでした。わかりや

すい周知が必要であることから、各地域の防災計画に防災マップを必ず掲載するよう

にしますし、防災マップの各戸配付の方法を考えていきたいと思います。  

 また、防災への関心が薄いと言われる若者をターゲットにして、避難場所に導く情

報として民間事業者が提供しているスマートフォンを活用して避難場所に案内する防

災アプリの周知を図ってまいります。 

 それから、次の右ページで１－１－５避難ビル指定業務について。淀川区内の津波
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避難ビルの確保率は１２６％で、地下鉄３駅、西中島南方、新大阪、東三国駅も避難

ビルの協定を締結しました。しかし、目標とした２メートル以上の津波浸水想定地域

での新たな確保はできませんでした。区全体では津波避難ビルは充足していますが、

充足していない地域、田川、新高、三津屋、塚本、神津、十三、三国、西三国、宮原

地域での避難ビルの確保については、地域と協力しながら企業ビルなどに積極的に依

頼をしていきます。 

 また、１－２－２防災備蓄物資の充実事業につきましては、淀川区独自の取り組み

として、新たに民間避難ビル３カ所に備蓄物資を配備し、合計が２３カ所、平成２７

年度は２カ所追加し、合計２５カ所の配備となっています。今後、協定を締結してい

くビルにスペースの確保をお願いしていきます。 

 次に、１－１－６帰宅困難者対策事業につきまして、新大阪駅から千里中央駅間の

帰宅困難者体験訓練を豊中の地域の実行委員会が実施し、約５００人の参加を受けま

した。また、新大阪駅駅周辺における帰宅困難者対策の検討を行いましたが、協議会

の設置には至らず、図上訓練やアンケートの実施ができませんでした。平成２７年度

は周辺企業や地域とさまざまな業種の方々で構成するワーキンググループを設置し、

意見を聴取するとともに、地域の企業や皆さんと帰宅困難者対策準備会を発足し、協

議会に発展させ、地域の皆さんの協力を得て収容可能な人数の把握など進めてまいり

たいと考えております。 

 それから、１－２－１で地域防災力向上支援事業につきまして、自主防災組織が確

立していない地域のワークショップ開催と各地域とのＭＣＡ無線通信訓練を１５地区

各１０回行ってきましたが、組織の確立、新たな避難所開設訓練、津波訓練での実施

地域がいずれも目標に届かず未達成となりました。地域での防災訓練の確立や訓練の

必要性への理解を得るまでには至っていないので、平成２７年度に実施する防災計画

作成の働きかけや防災講座などで地域の自主的な共助による防災活動の取り組みをお

願いしていきます。 
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 そして、資料８をごらんいただけますでしょうか。資料７が水害ハザードマップに

なっておりまして、資料８が帰宅困難者訓練の資料になっております。 

今年度は９月４日に実施したのですが、資料８の説明をさせていただきます。 

鉄道などで交通手段が途絶えたときを想定し、徒歩帰宅支援ルートである新御堂

筋沿線を実際に徒歩で帰宅してみようと、豊中市の自治会が３年前に始めた訓練が豊

中市、そして隣接する淀川区、吹田市がしっかりとサポートすることで訓練規模を拡

大し、参加者も大幅にふえるなど盛り上がりを見せています。災害時には近隣自治体

との連携が必要な場面も出てきます。大阪市は、両市と避難者の相互受け入れに関す

る協定を締結しており、実務者レベルでふだんから顔と顔の見える関係を築くことが、

結果的に災害時の円滑な対応につながっていくのだと実感させられました。引き続き、

隣接自治体との連携を深める防災の取り組みを追及していきたいと考えております。  

 まず、平成２４年度は約３キロの規模で実施しまして、平成２５年度は約６キロと

いうことで倍の距離で実施、参加者も２００名にふえております。平成２６年９月は

９キロの間で実施して、参加者が４７５名となりました。ことしの平成２７年９月４

日は、参加者６００名に膨らんでおります。訓練を通じた隣接自治体との連携が災害

時に役に立つということで行いました。 

 それから次のページのカラーページを見ていただけますでしょうか。区内中学校に

おける防災リーダー隊の発足ということで、昨年、美津島中学校が中学生防災リーダ

ー隊として結成されました。美津島中学では子どもたちの高い志のもとで結成され、

消防署や地域防災リーダーの主導のもとで訓練を行い、地域防災訓練時に参加者を指

導するまでになりました。昨年１１月にはバスで東日本大震災の被災地である釜石に

行き、ボランティア活動を通じて日ごろの取り組みの積み重ねの大切さを学びました。

この動きは区内の各地域に広がり、年度内には半数の中学校で結成されます。中学生

防災リーダー隊の結成は、地域における担い手不足や防災リーダー不足などの課題解

決にも役立つものと考えております。まず、上段の写真が美津島中学校結成式で、参
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加者に実施指導をしたり、釜石の中学校も実際行いました。それに触発されてといい

ますか影響がありまして、東三国中学でも８月２５日に結成式を行い、次、三国中学

でメンバーを募集して、この前結成式行ったと思います。区内６中学のうちの半数で

決している状況でございます。 

 主に防災の説明は以上です。 

○嘉悦委員 

 ありがとうございました。 

 それじゃ、何か質疑ありますか。 

 この防災、私も議長で余り発言したらいかんのでしょうけど、防災計画をこれ、各

地域ごとにつくるということですけども、これはそちらでつくられるんですか、それ

とも地域と一緒になってつくるのか、地域がつくるのか、そこら辺を。 

○新井市民協働課長 

 地域と一緒になってつくろうと思っておりますが、加島地域の場合は、もう既に地

域の方がおつくりになったと聞いております。今後つくる地域に関しましては、一緒

にワークショップとかをしながら、こういうサンプルとかをお示ししながら一緒につ

くっていこうと思っております。 

○三田委員 

 その加島がつくられたというのは、もう独自に、区役所さんの指導なしに。 

○新井市民協働課長 

 余り影響なく。 

○石崎市民協働課長代理 

 影響なく、独自につくりました。今、区役所と一緒にという表現で事務局が説明い

たしましたけど、基本的には大阪市は支援するということで、計画についてはサンプ

ルはございますけれども、基本的に地域の特性に応じてやられたら結構ですので。  

○嘉悦委員 
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 でしょうな、淀川狭いというたって、やっぱり１８地域広いし、いろいろと地域性

が違うので、やっぱり地域の特性を取り入れてつくったほうが、実際的というか、現

実に即したものなんかな。 

○石崎市民協働課長代理 

 自由につくっていただければ。こうでなければというのはございません。 

○三田委員 

 この間７月の区政会議でもつくりましょうという説明がありましたね。  

○石崎市民協働課長代理 

 基本的に平成２４年の６月に災害対策基本法が改正されているんです。平成２４年

の６月と平成２５年の６月にされています。これはさっきの東日本の大震災を受けて

改正されているんですけども、その中でいわゆる減災というのが新しい言葉で出てき

てます。減災、災害を少なくする。 

○嘉悦委員 

 減災ね。「減」ね。 

○石崎市民協働課長代理 

 出てきてまして、そこを基本的に今までから言われている自助・共助・公助でもっ

て減災をやると。そういう取り組みになってまして、先ほど課長の説明の中であった

減災条例というのは新たに出てきてまして、大阪市減災条例という、そういう動きの

中で自助・公助の取り組みとして、地域の防災計画というのが位置づけられて、地域

特性に合わせて、ということなんです。 

○三田委員 

 この資料に、地域防災計画いうのがあります。資料７の保存版として水害ハザード

マップというのがまた別にありますよね。これは２つ持たなあかんということになり

ますね、地域が。じゃなくて、もうこの各地区の防災計画の中にこのハザードマップ

的な要素を入れたらいいん違いますかね。 
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○石崎市民協働課長代理 

 そうです。ベースはまずこれで地域の災害実態をある程度イメージしていただいて。  

○三田委員 

 これ１冊あれば、その地区に。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうそうそう。変えるのもそこに加味していただいたら。 

○嘉悦委員 

 だから、全般的な幅広いものから、これを今度は個別に小さく、もう少し地域用に

ということでしょうか。 

○石崎市民協働課長代理 

 これからの区の地域防災計画というのを区で持ちますので、それがこのレベルです。  

○嘉悦委員 

 区のレベルやね。 

○三田委員 

 どちらかと言えば水害ですよね、メインは。水害。それで、こちらのほうは地震の

ほう。震災をメインにしてますよね、この書き方を見たら、サンプルは。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうですね。だから、東日本大震災を想定しているので。あれは地震なので。 

○三田委員 

 こっちは水害のほうでしょ。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうです。水害ですけども、その地震による津波。 

○三田委員 

 そうですね。一緒やと思うんですけど。だから、まとめないかんと思うんですけど

も。 
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○石崎市民協働課長代理 

 そうです。だから、地域によって同じ津波の被害の受け方も変わってきますし。  

○新井市民協働課長 

 沿岸のところと、ちょっと遠いところと。 

○三田委員 

 そうですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 それから、先ほどから出てます、その津波避難ビルの充足率。区としては充足して

いるんですけども、地域だけで見るとやっぱり。 

○三田委員 

 偏りがあるんですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 偏っている部分もあります。 

○新井市民協働課長 

 高層ビルの少ない地域があるので。 

○三田委員 

 なるほど。 

○田村市民協働課担当係長 

 三田会長の西中島地域で防災マップつくられていますよね、独自で。それをこの地

区防災計画の中に反映していただいたらいいかなと思いますけど。 

○三田委員 

 あれからもう詰めてないの。今、津波避難ビルが２７ありますけれど、うち。 

○田村市民協働課担当係長 

 詰めていいないというか。 

○三田委員 
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 そこからふえてないの。最後がワシントンホテルの。 

○田村市民協働課担当係長 

 イフ外語学院というところが。 

○三田委員 

 それはまたプラス。 

○田村市民協働課担当係長 

 いや、あそこがもともと津波避難ビルとして登録されてたんですけれども、先般お

伝えさせていただいたかと思うんですけれども、オーナーがかわるということで、津

波避難ビルの協定について解除ということになりまして、今、新たに新大阪ホテルさ

んに協定の締結の依頼をしておるところです。 

○三田委員 

 イフ外語学院、そこが解除。 

○田村市民協働課担当係長 

 はい、オーナーがかわるということで、外語学院さんが撤退するんですよね。  

○三田委員 

 そうですか。これ、もう一回、今度の防災訓練のときにやり直そうかなと思ったん

やけど、修正せなあかん。 

○嘉悦委員 

 災害対策基本法、災対法の改正というのは、もうそこに手に持っておられるんです

か、そこに。 

○石崎市民協働課長代理 

 もう持っています、今、資料として持ってます。 

○嘉悦委員 

 どうなんですか、減災という言葉が出てくるんですか。 

○石崎市民協働課長代理 
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 なかったです。 

○嘉悦委員 

 それ今までは余りなかったんですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 減災という言葉は今までなかったです。自助・共助・公助は昔から言われているん

ですけれども。 

○嘉悦委員 

 その改正のポイントというのかな、いろいろと文書と長々とあると思うねんけど、

その一言というか簡単に言ったらと、改正のポイントを、災対法の。何か時々聞くん

ですよ。災対法が改正された、改正されたいうて、だからこういうふうに、いろいろ

防災計画を見直ししているとか、何しているとか話があるんですけど。 

○石崎市民協働課長代理 

 ２４年の６月の段階では、大規模広域な災害に対する即応力の強化ということにな

ってまして、結局、災害時の積極的な情報収集とか、それからこれはこっちのほうや

ったら自治体のあれなんですけども、その基本法の伝達、あるいは情報の共有という

ことで、災害に対するそういう即応の強化というのがまず大事である。 

２つ目が、大規模広域な災害時における被災者対応改善ということで、物資とか

被災地に対するその供給の仕組みの創設という点。 

それから、３つ目が教訓の伝承。防災教育の強化や多様な主体の参画により地域

の防災力の向上ということです。 

この平成２４年の６月の段階では、どちらかいうたら自治体のスタンスの問題を

まず強化しなさい、ということになっています。だから、まずは平成２４年は第１弾

というふうになってまして、第２弾の平成２５年の６月で具体的にその避難場所を確

保しなさいとか、平素からの防災取り組みの強化ということで、減災の考え方とか災

害対策の基本理念を明確化しなさい。そこの部分がいわゆる大阪市としては減災条例
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というのを、これはいつやったかな、１０月。 

○田村市民協働課担当係長 

 平成２７年２月１日施行です。 

○嘉悦委員 

 それは減災、省略しているのでしょうけど。正式名称は長々とあるんやろうけど。 

○田村市民協働課担当係長 

 正式名称は、防災・減災条例です。 

○嘉悦委員 

 それ、通称減災条例って言うとるんですか。 

○田村市民協働課担当係長 

 防災・減災条例、２月１日施行。 

○石崎市民協働課長代理 

 それを受けて、この地域防災計画の見直し。 

○嘉悦委員 

 なるほど、減災条例、大分長いんですか。条例だからそんな長くないんでしょ。大

分、細々と。 

○石崎市民協働課長代理 

 結構ありますよ。 

○嘉悦委員 

 結構ありますか。そうですか。 

 ということは、従来の国法ですとか条例は、行政サイドだったのが、地域にもう少

し、地域と一体となって防災対策とか避難対策とかをやりなさい、というか、やろう

ということになった、方向が。 

○石崎市民協働課長代理 

 やりなさいと言うか、それを今後アクションとして起こしていく、その中が何かあ
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ったかといったら、そのいわゆる地区防災計画ということで。これを確立することに

よって、減災につなげようというスタンスです。 

○三田委員 

 それと、この帰宅困難者の件なんですけども、これは訓練、２４年からされてます

よね。これは帰宅困難者体験訓練、実際に帰宅困難な人が帰宅する訓練をされている

わけですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 これはそうですね。 

○三田委員 

 これはそうですね。我々が心配しているのは、本当に帰宅できない人が駅の周辺に

待機してしまうと。そういう人が地域にあふれてきて、地域とどうするのか、という

ことをシミュレーションするとか、あるルール決めをするとか、そういうことは必要

やなと思うんです。帰れる人はどんどん帰ってもらったらいいんです。我々、前に、

西中島地域でやったときに、大体今、地域で働いている人が４万４，０００人ぐらい

おるんですよね。それのうちの半分ぐらいは帰宅困難者への１０キロメートル以上の

人です。１０キロメートルまでの人が帰れるだろう。だから、徒歩で帰りはるやろう

と。２，０００人の方は１０キロメートル以上で残りはるやろうと。問題になるのは

梅田から、あの橋が落ちなかったらざっと帰ってきはって、新幹線に乗ろうとか思っ

て来はって、結局動けなくて新大阪駅近辺に滞留されると。そういう方が１０万人ぐ

らいに膨れ上がるん違うんかな、と思ったりして。そういうときに我々、例えば、災

害避難所の小学校がありますよね。みんな避難しておると。でも、水にしろ食料にし

ろ備蓄品というのは限られてますよね。帰宅困難者が、例えば、押し寄せてきたとき

に、おまえら帰れというわけにはいかんから、そういうときにどうしたらいいのかと

いうのを、シミュレーションしとくとか、企業さんとテーブルを囲んで何かルールづ

くりをするということが必要じゃないかな、と思うんですけど。 
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○石崎市民協働課長代理 

 新大阪駅でいいますと、去年委託書依頼になってまして、一応、想定６万２，００

０人にしています。今、三田会長が言われたように、帰宅困難者は基本的に１０キロ

メートルまでは全員歩いて帰ると言われてまして、それ以降は１キロメートル単位で

１０％減っていく。２０％はもうゼロ。ですから、今おっしゃったように、そういう

状況になります。それで考えたときに、新大阪駅につきましては、今年度ワーキング

を設置したいなと。だから、基本的には協議会を設置するのが最終目的なんですけれ

ども、まずはワーキングを設置して、いろんな業種、ホテルとかいろんな企業さんの

業種によって帰宅困難、つまり社員の対応というのが異なるやろう、というふうに考

えてまして、その企業さんと、それから会長にもお願いしないといけないんですけど

も、地域の皆さんと一緒になってワーキングを開催して、そこでいろんな課題、その

業種的な課題もありますし、地域的な課題もあると思うので、そういうふうな多種多

様な皆様方からその課題をいただいて、それを検討していきたいと。 

○三田委員 

 そのワーキングはいつごろやられる予定ですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 もう近々でもやりたいんです。これ実をいうと、この間から会長の顔を見るごとに

お願いしようかと思ってたのですけども、まずはやはり業種をピックアップせないか

んやろということで、ある程度まとめた上で地域に参加を依頼したいなと。何の考え

方もなしに依頼するだけじゃ余りにもあれなので、今、整理した上でお願いしたいな

と思ってますので、近々にお邪魔します。 

○三田委員 

 一番候補に上がるのがこの津波避難ビルで、手を挙げてもらっているところがまず

はとりあえずは接触しやすいかなと思うんですけど。 

○石崎市民協働課長代理 
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 ただ、難しいのは、まだ整理できてないのですが、今避難所とか、津波避難ビルと

いうのがあくまで大阪市の滞在者になるんです。新大阪駅となってくると、地域外の

方がおられるので、その分がいわゆる今の計画よりもオーバーフローした形で出てく

る。ここをどうするかというところなんです。だから、そこのところができたら今、

カウントしてない企業の皆様方とか、カウントしてないその施設で受け入れていただ

けないか、というのが出てくるわけなんです、今後。 

○三田委員 

 ただ、津波避難ビルいうたら、その地域の方もそうでしょうけども、地域外の方も

例えば、水があふれてきて、もう動けない、いうことで避難しはる人もおられるでし

ょうし、そういうことを受け入れようと考えてくれるビルオーナーさんとか企業さん

がおるわけですから、そういうところとはまず話しやすいん違うかなと思いますけど。  

○石崎市民協働課長代理 

 だから、プラスアルファをとるか、こうしないといけないというようなので、今、

分かれるとすると、その企業さんに最低、その社員の方についての面倒は見てくださ

いね、とか、そういうことはやっぱり行政としてはお願いしていく。ただ、くどいで

すけども、業種によってその対応というのは、ホテル業の方と学校とか、いろいろあ

るので、それぞれ取り扱いというのは変わってくるのかなというところなんです。  

○三田委員 

 それでワーキングのグループづくりをして、その後、ここに書いているように、図

上訓練とかそういうことに進むわけですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 そういうことです。 

○三田委員 

 ぜひ進めていただきたいなと思います。 

○石崎市民協働課長代理 
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 よろしくお願いします。 

○嘉悦委員 

 津波避難ビルは、マンションなんかは対象になるのかな。 

○石崎市民協働課長代理 

 入ります。協力いただいてます。 

○嘉悦委員 

 対象になりますね。 

 ２番目に、防災マップの作成という項目があるんですけど、これは防災マップをつ

くっていくということですか。 

○三田委員 

 もう既にありますよね。 

○嘉悦委員 

 もうできてるんですよね。もうマップはあるんですか、作成。 

○石崎市民協働課長代理 

 この防災マップは更新します。今つくってます。今もあるんですけど、津波避難ビ

ルがふえたり変化してますので。 

○嘉悦委員 

 それは手入れせんといかんということかな、常に。 

○石崎市民協働課長代理 

 これを去年、ＮＰＯが広告をとって各戸配付する、全戸配付するということで当初

したんですけど、広告料が取れなくて挫折した。ただ、マップは、原稿はあるんです。

データはあるんです。 

○三田委員 

 店舗さんとかコンビニなんかには配られてますよね。 

○石崎市民協働課長代理 
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 あれは前の分です。 

○三田委員 

 前の分ね。 

○石崎市民協働課長代理 

 それはあるので、それを見直した分があるんです。 

○嘉悦委員 

 これ、つまり表現の、書き方の問題ということかな、今の話を聞くと。目標が未達

成と書いてあるでしょ。だから、未達成に対しての取り組みで、防災マップの作成が

未達成なのかな、というふうに僕は今、とれたものだから、それを聞いたんですけど。  

○石崎市民協働課長代理 

 ＮＰＯのという、一番下の１－１－２，２６年度の取り組みがＮＰＯ法人と協定を

締結してつくるという部分が未達成ということです。 

○嘉悦委員 

 そういう意味ですか。さっきの説明で、そのマップの配付がえらい低いんですけど、

２５％いうの。これ何か理由はあるんですか。えらい低いですね。 

○田村市民協働課担当係長 

 ＮＰＯさんと協定を結んで、防災マップの中に広告欄を設けて、その企業さんの広

告料を原資に防災マップの印刷費用と、それと配付する人件費を捻出しようという協

定内容だったんですけども、そのＮＰＯさんのほうで広告を集めるのに、いろんな淀

川区の企業、地元密着型の企業を回っていただいたんですけども、なかなか協力、賛

同いただける企業が少なかったので。 

○三田委員 

 しかし、防災マップやったらもうその広告料を当てにしたらよくないん違う。もう

必要ないものはと思うんやけど。広告料が集まらんかったから防災マップできません

でした、あるいは配りませんでしたでは、格好つかんと思うんやけど。 
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○石崎市民協働課長代理 

 しかる来年度、予算化して。 

○三田委員 

 それはそうです。 

○嘉悦委員 

 予算化して。でしょうね。 

○石崎市民協働課長代理 

 期待したんですけどできなかったので、これはいかんということで来年度は。  

○嘉悦委員 

 そうやね、広告料を当てにしてマップをつくるというのは、余り格好よいことない

ですな。 

○新井市民協働課長 

 計画が危うい感じが。 

○三田委員 

 あれはＡ２サイズぐらいでしたっけ、今までの、去年までつくられて配られてたも

の。 

○田村市民協働課担当係長 

 俗に言うタブロイド版というんですか、昔の広報紙の大きさ。ちょうど開いた大き

さでして。 

○嘉悦委員 

 防災備蓄物資については特にないですか。 

○三田委員 

 備蓄物資もそれこそさっきの例えば、西中島でいったら、さっきも言いましたよう

に、住民が７，７００人ぐらいで、働いている人が４万４，０００人ぐらい。いつも

我々防災訓練しているのも日曜日やったので、ということは、地域住民のための防災
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訓練なんですけども、それが日曜日とか夜起こったらそれは適応できるんですけども、

平日の昼間起こった場合に、たちまちその４万４，０００人の人が収容所に例えば備

蓄物資を当てにして押しかけられても困るわけです。それをどうすみ分けするかとい

うこともこれからの検討課題なんですけど、うちの場合には。だから、その地域の企

業さんとテーブルを囲んで、災害が起こった場合に企業さんはここをやってねと、地

域はここの部分でこういう備蓄物資があるからここはできますと。そういうすみいけ

を地域の企業さんとせなあかんなと思ってます。 

○新井市民協働課長 

 それをワーキンググループの中で立ち上げる。 

○三田委員 

 それも入りますね。 

○石崎市民協働課長代理 

 基本的に大阪市の方針は、帰宅困難者ということで帰らせるのではなくて、とどま

ってもらう。そうでないと、大きな災害のときの救助とか、行政の支援ができなくな

ってしまうので、動かさないでください、というのと、危険性がやっぱりありますよ、

ということでとどまってもらうんです。だから、そうなってきたときに、そのとどま

る場所というのがやっぱり企業さんがそういう方針に基づいて、備蓄物資も準備して

いただかないといけないので。一方で、その企業さん以外のオーバーフローをした部

分がありますので、これが例えば、ホテルの空き室を使うとか、学校の教室を使うと

かいうことで発生する可能性があるんです。その辺が今後の課題という。 

○三田委員 

 大手企業さんやったら、そのＢＣＰというのは、ビジネスコンティニュイティプラ

ンというのは、もう持ってはると思うんですけど。大多数の中小企業さんもそんなこ

と手が回れへんいうて、何もされてないと思うんです。そこと具体的に話せなあかん

な、と思うんですけど。ＢＣＰを持っておられるところは、もう従業員はどういうぐ
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あいに確保して、確保する備蓄商品の各数とかいうことを計画に持ってはると思うん

ですけれども、そういうことができない中小企業さんはね。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうですね。ＢＣＰでいうと、事業継続計画ですので、基本的には今の業務をどう

いうふうに遂行するかということなので、本来はその帰宅困難者の裏返しの世界で、

いかに社員を確保するかというところのパーツとして整理していただかないかんのか

なと思うんです。中小企業さんは、確かにそこの部分は、中小企業さんという表現は

どうかと思うんですけど、そのＢＣＰを策定していない企業さんって結構おられます

ので、そういうのも含めてワーキングの中、あるいは帰宅困難者に絡め、整理のほう

をお願いしたいと思うんですけど。 

○三田委員 

 それと、そのＢＣＰを持っておられても、企業さんはそうやけれども、そしたら、

地域とどうすみ分けするかというところがまだ何もできてないですね。持っておられ

ても、そういうすり合わせが必要やなと思うんですけど。 

○石崎市民協働課長代理 

 それはまた地域のほうから、逆に言うたら、そういう災害が起こったときに地域と

しての課題として、そういうものをやる、考えてもらわないかん、みたいな形で提案

していただいたらありがたいんですけれども。 

○嘉悦委員 

 ちょっと時間もあれなので、防災関係、私は議長なので、余り意見を言うたら言か

んのやろかと思うんです。議長兼一委員として、僕は防災対策は大阪は比較的非常に

順調に進んでいるのかと、個人的な感想では思っておるんですけども、いいのか悪い

のかというか、いいと僕は思うんですけど、大阪というのは比較的、比較的というか、

ものすごく災害が少ないので、あちこちで豪雨災害とか、地震とかもういろいろな災

害が発生しているところを見たって、大阪だけが台風もそれて。それは非常にいいん
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ですけど、それがまた、裏表で、大阪は大丈夫や、というふうなことで、台風が来て

いるけども、また多分大阪それるわ、というふうなことで、結構そういうのが日常会

話で聞くことがあるので、僕はやっぱり大阪におけるその防災対策の一番のポイント

は、そういう災害に対する高い意識を維持するＰＲ活動というかそういう部分が大事

かな、という気はするんですけど。だから、そのためにも今、防災訓練を結構頻繁に

やってますので、あれは僕はすごくいいかなと思ってるんです。何かまた同じ訓練や

な、また同じか、というふうに思われるかもわからんのですけど、住民から。だけど、

僕はそれでいいと思うんです。そしたら徐々にそれが意識につながってくるのかなと

思うので、ぜひこれも施策をどんどんどんどん進めてもらったらいいのかなという感

じはしております。これは個人の感想ですけど。 

 それじゃ、次に進めたいと思いますのでお願いします。 

 じゃあ、防犯関係についてお願いします。 

○新井市民協働課長 

 そしたら、資料３で防犯のほうを用意お願いします。Ａ３の横長のシートなんです

けど、防犯について。 

 目標を達成した取り組みとして、１－３－２で防犯活動普及事業につきましては、

安全なまちづくりの推進デーの普及に向け、防犯腕章を配布のほか、企業による「コ

ミュニティ・アイ淀川」を活性化し、防犯活動への参画数は、日常的に防犯活動に取

り組む企業数３３社、店舗数１２１店舗、活動者数４，１６７人と増加を図ってまい

りました。また、自主防犯活動として有効な青パト活動団体への活動支援を実施して

きました。 

 目標が未達成な取り組みとして、１－３－１区民の防犯意識促進事業につきまして、

安まちメール普及拡大のツイッター発信が２７８回、乳児健診の子育て世代や企業従

業員への安まちメールの登録促進等に取り組んできましたが、淀川区の安まちメール

の登録者数は８，４１０人と目標の９，０００人に届きませんでした。防犯への意識
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は９５％と高いのですが、防犯対策をしていない区民は４０．９％と低い状況でした。  

 ５月から広報紙を全戸配付して、いろいろ周知をしてまいっております。１－３－

３ひったくり被害対策としまして、防犯キャンペーンを１０回、ひったくり防止カバ

ーの普及啓発を警察と実施し、１，２００個を取りつけてきました。しかし、ひった

くりの発生件数は６０件と目標の４１件を上回り、結果が未達成となりました。  

 １－３－４青色防犯パトロール事業につきまして、夜間の１９時から翌３時に青色

防犯パトロールを西淀川区と合同で実施し、そのうち淀川区においては１３９回実施

しました。しかし、ひったくりの夜間の発生割合は５１．６％と目標の２０％を大き

く上回り、結果が未達成となりました。被害が集中する夜間に帰宅する市民などへの

意識啓発が重要であり、西淀川区との合同で１台を巡回していましたが、平成２７年

度からは、東淀川区を加えた３区合同で３台で駅周辺の重点エリアや集中巡回などを

効果的に実施してまいります。７月から市の街頭防犯チームの巡回時間を従来の１７

時から２３時をやめて、２２時から翌朝４時までに変更いたしました。青色パトロー

ルの時間帯を今まで２３時から６時などを見直すなどして、一層の啓発活動に取り組

んでまいります。これら街頭犯罪抑止や被害の未然防止について、５月から全戸配付

の広報紙「よどマガ！」で注意喚起を行ったり、ことしから新たに淀川警察署後援の

もとで、消費者センターと協働で実施している防犯対策講座などで周知を行ってまい

ります。 

 資料９に市民協働課のセーフティの地域安全防犯の活動実績、４月から８月の活動

実績をつけております。子どもの防犯教室など、小学校への出前講座が４件で１，３

０７人、これは淀川警察署と合同で実施しているものを右の欄外に○印をしておりま

す。あと、交通安全の出前講座が幼稚園・保育所で３件、２７５人で、ことし初めて

立ち上げました防犯対策講座ですけど、地域住民と高齢者等で４件で１８５人ですけ

れど、一番下の下段のほうに、９月、１０月がちょうど敬老会でしたり、女性会の学

習会とかが入っておりまして、今後あと５件で６００人が受講予定でございます。あ
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と、セーフティのオリジナルで刺す股の護身術など、小学校の先生への出前講座、あ

るいはひったくり防止キャンペーンで、毎月１１日に区役所の横の駐輪場で警察と防

犯協会コミュニティ・アイの地域の方々と一緒にひったくり防止カバーの配布を行っ

ております。８月までで８件、８４８人。それから、交通安全指導で警察署の出前講

座の補助を行っています。あと、防犯の啓発ということでコンビニ訪問を行ったり、

交通安全運動実施の啓発活動を行っています。そのほか、セーフティのほうでは園

外・校外学習のための登校見守りとか、防災見学の同行、親子フェスティバル、十三

干潟探検等を行っており、４月から８月までの実績で１０４件、９，９３８人の区民

の方に啓発を実施してまいりました。 

 それから、次のページが防犯対策講座のチラシであります。淀川警察とうちのセー

フティよどがわが特殊詐欺の話をしまして、あと消費者センターからの消費生活の専

門相談員が悪質商法でだまされた場合に、クーリングオフでお金を取り戻すという還

付方法などをアドバイスいたします。現在、実施したのが４件と６件、１０件ぐらい

で７８５人ぐらいの受講予定がございます。これは順調に伸びてきております。  

 それから、カラー写真で淀川３区防犯プロジェクトというものをつけております。

これは、淀川３区で平成２７年３月に各区合わせて１００台の防犯カメラを設置した

状況です。大阪市の淀川以北の３区で、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進す

るために、区境にとらわれることなく、３区が広域的に連携した防犯対策を実施する

ため、淀川３区防犯プロジェクトと称して、警察署と区役所と協働構築し、犯罪発生

情報分析の共有を初め、啓発や訓練、施策展開を合同実施しています。近年、組織化

された区をまたぎ広域かつ連続的に発生する犯罪を封じ込めるため、区役所青色防犯

パトロールの境界付近の相互乗り入れ、各区境界等における防犯カメラ１００台の取

りつけによる犯罪抑止、逃走経路の封鎖、連続犯罪発生時の連絡体制の確立を行って

おります。プロジェクトの目玉として、区境エリアを中心に１００台の街頭防犯カメ

ラを３月につけたところです。特徴として、３区役所、警察によって協定書を締結し、
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映像を提供します。例えば、４月２２日に発生したひったくり犯は、防犯カメラの映

像で逃走経路を分析いたしまして、それで５月１３日に逮捕されたところです。その

後、２カ月間ひったくり犯がなかったんですけれど、７月１９日に１件起こった状況

です。このカメラの映像を利用して、痴漢犯人も検挙しております。確実に実績には

つながっておるところでございます。 

 それから、資料１０なんですけれども、これは今年度の実施事業なんですけど、淀

川区で車上狙いの多発地域に防犯カメラを設置する補助金制度ということで、９月１

１日で１次募集が終わり、１５台のカメラの申し込みがありました。これは現在、２

次募集の案内なんですけれど、９月２４日から１０月２３日まで新たに２次募集で、

防犯カメラの本体と録画装置の２分の１の補助で１駐車場につき１台１０万円、台数

は２台までということで、今年度５０台の設置の予算を確保しております。ですので、

新たに２次募集を開始する状況でございます。 

 説明は以上となります。 

○嘉悦委員 

 ありがとうございました。 

 じゃあ、これについて、防犯について何か御意見とか質問とかありましたら。  

○三田委員 

 寝屋川のお子さんの事件等で犯人逮捕で防犯カメラの映像がかなり役立つというこ

とで、防犯カメラは相当役立つと思うんですけども、この間、区政会議のときにお願

いしてましたけども、例えば、地域でつける防犯カメラを信号灯とか道路標識等にお

願いしたいけど、もうそれは認められつつあるんですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 先日も警察署長と話して、基本的に認める方向で実は調整していただくという話や

ったんですけど、結果から言うとだめだったんです。 

○三田委員 
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 やっぱり。 

○石崎市民協働課長代理 

 それはなぜかといいますと、まずは、強度。信号というそのものがそこまでの強度

を持っているかどうかというのがあるので、強度計算をまずしないといけないと。そ

のほかもあるんです。もう１点は、警察の見解としてなのですが、やはり維持管理の

部分でやっぱり担保性が、というのがちょっと、というのが警察の見解なんです。だ

から今、どちらかというか、そういうふうなところが多分、１区だけじゃなくて２４

区全部ということなので、それを今、大阪市のほうが２４区のいわゆる状況を全部把

握しているという状況なんです。だから、１区当たりでいうとそういうふうなことに

なってくるので。 

○三田委員 

 これはもう大阪府全体の問題と違いますか。市だけじゃなくて。 

○石崎市民協働課長代理 

 ええ、全体の問題なんです。だから、基本論とスタンスの問題なので、だからまず

といって、大阪府下で調整できるのか、いうたらできないので、今、大阪市のほうで、

大阪市のいわゆる２４区の代表が今そういう課題をピックアップして、今後そこの対

応をどうするか、ひょっとしたらできひんかもわかりませんし、逆に言うたらその設

置の方法を逆に変えるとか、そういうことについて検討をしているところです。 

○三田委員 

 この間の犯人逮捕にかかわる映像でも、やっぱりコーナー、コーナーのところなん

か置いているとものすごい効率的なんです。そのコーナー、コーナーというとやっぱ

り信号灯とか道路標識のところがぴったしなんです。 

○石崎市民協働課長代理 

 例えば、警察でも２つの防犯カメラがありまして、交通がつけていく防犯カメラと

いうのは、今後主たる交差点に全部つけていくんですよ、実は。それは信号機じゃな
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くて、ビルとか上から写しているんです。当然、信号機のあるところもあるんですけ

れども、基本的に主要交差点については全部つけています。一方で、寝屋川なんかの

事件でいいますと、コンビニの防犯カメラとか、そういうのが我々の知らんところで

いろんなそのルートがあって、ルートというのは設置ルートですね。道じゃなくて、

コンビニ、例えば警察からお願いするとか、どうもそんなんがあるみたいなので。  

○三田委員 

 警察はもうリストを持っておられると思います。どこにどういうカメラがついてい

るというのは。 

○石崎市民協働課長代理 

 我々の今言ったその３区で１００機というやつについても、その台数についても警

察の指導の下で設置して、方向を修正していった経過もございますので、それの啓発

はそれなりにあると把握しているんですけど。なかなか方向的には出してもらえませ

んけど。 

○三田委員 

 カメラ自体の重さいうたら１キロぐらいですから。 

○石崎市民協働課長代理 

 そんなん知れてると思います。 

○三田委員 

 信号の柱に何か影響を与えるようなことはないですけど、ただ、工事のときに例え

ば信号のケーブルを傷つけることも懸念されるということもあるかな、と思うんです

けど。あるいは電源引っ張るときに。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうですね。だから、強度計算要らないというふうにも言えないので、警察は一応

今そういうことで、なかなかその強度計算に対しても業者でなかったら無理なんです。

それは余分な仕事になりますから。非常に厄介な条件であることは確かです。  
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○三田委員 

 それと結局、その信号灯とか道路標識がつけれなくて、その近くの関電さんの電柱

とか、近くの最寄りのビルにつけさせてもらって、その交差点をにらんでいると。や

っぱりその犯罪発生の抑止力になると思って、ここにその防犯カメラ監視してます、

という大きな看板をつけたいですよね。そのつけるのもやっぱり信号のところが一番

目立つんです。それをつけさせてくれ言うたら、あかんて言われているんですよね。

あのパネルだけですよ。それもあかんて言われているんですよ。 

○石崎市民協働課長代理 

 信号機には交通意外のものは、基本的に占用を認めてませんので、関電みたいに広

告をやるとか、そういうことは警察は一切認めてないので。 

○三田委員 

 そう言いながら、この間の３区で１００台、西中島に７台ついているんです。この

信号灯につけられたり、道路標識の柱につけられているんですよね。 

○新井市民協働課長 

 公設置は認めていて、民の設置はやはりメンテナンスの先行きに不安があるという

ところで認めていないんですって。だから、自治体とかが設置する場合は  

○三田委員 

 ええと。でもさっき言われたその何か。 

○新井市民協働課長 

 信号機のところであれ、それはだから警察で。 

○三田委員 

 重さがどうのこうのとか、それはもうまさに言いわけやなと思うんですよね。  

○新井市民協働課長 

 あのつけた場所も警察がずっと協議してつけたはずですので、公設置は認めている、

民間設置は認めていないということらしいんです。 
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○三田委員 

 我々が地域でつけるときに警察さんに行って、生活安全課で、どこを狙ったらいい

んでしょうかとか、ここの角がやっぱりいいな、と言われて、この角やって、と実際

に見たら、一番ええのはやっぱり信号やな、ということになるんです。お願いします

っていうたらあかんと言われて。 

○石崎市民協働課長代理 

 そのあたりはいろいろあるみたいなので、警察のルートに乗せていけばまた、うま

くいくのかもわかりませんけど。そのあたりちょっと何とも。 

○三田委員 

 なかなか壁は高いですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 ハードル高いですね。 

○三田委員 

 そうですか。でも、あれだけ防犯カメラが有効性がニュースで取り上げられるのに、

何か事件が起こったら我々のところに画像貸してくださいって警察は飛んでくるんで

すよ。そしたら、そこの信号にもつけさせてくれたらええやないか、と言うんやけど

も、いざつけるとなったらあかん言うし、画像は貸してくれでしょ。いつも一方通行

のような気がするんですけど。 

○石崎市民協働課長代理 

 それは存じてます、と言えばいいのかどうかわかりませんけど。 

○三田委員 

 だから我々も警察さんが来られて、おたく信号つけさせてくれへんから画像やりま

せん、というわけに行けへん、やっぱり事件を解決してもらいたいから、どうぞどう

ぞ言いますけど。やっぱり心の中ではちょっと腑に落ちないところがありますけど。  

○嘉悦委員 
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 今はもうほんと犯罪抑止とかあれで防犯カメラというのが、カメラの力ってすごい

ですもんね。だけどこれだけ防犯カメラの必要性とか重要性が高まっているにもかか

わらず、行政区によっては全然認めてないところがあるみたいですね。聞かれている

ん違いますか。大阪府下で、やっぱり市長なんかの考え方で、もうカメラも絶対認め

ないということで、隣りがそうらしいですよ。僕が聞いた話では。 

○三田委員 

 そうですか。 

○嘉悦委員 

 もう防犯カメラ全然起用せんというのか、市の予算を一切出してないらしい。  

○三田委員 

 私的に皆さんつけられているだけやね。 

○嘉悦委員 

 さあ、どうかわからん。 

○新井市民協働課長 

 今回寝屋川で補正予算を組んで、もう防犯カメラを大々的にふやしたって。寝屋川

の場合は。 

○嘉悦委員 

 そういうところもあるし、ものすごい温度差があるみたいですから。だから、そう

いう点では僕は淀川はものすごくどんどんどんどん進んで、今は何台ぐらい区内にカ

メラありますか。合計、大体でいいですけど。 

○石崎市民協働課長代理 

 補助でやっているのが多分。 

○嘉悦委員 

 お金の出所がいろいろあるんでしょうな。町会と地域で。 

○三田委員 
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 もっとあるん違いますか。うちの地域だけで７８台ついてます。 

○嘉悦委員 

 そんなにあるんですか。すごいな。 

○三田委員 

 警察さんが３３台ぐらいやったかな。 

○石崎市民協働課長代理 

 だから、警察の分がちょっとうち把握してないので。だから、結局、４０台を３区

合同で淀川区としてはつけておりますので、それ以外に多分、子ども見守りというこ

とで、補助でもって４分の３補助でやった分がありますので、それらでいうと多分そ

んな感じ。 

○嘉悦委員 

 ２次募集のこれを見ると、地域を絞っているというか、特定しているでしょ。とい

うことは、ある程度やっぱり把握されているということで。これ地域を募集してとい

うことで。 

○新井市民協働課長 

 一緒です。地域は一緒です。 

○嘉悦委員 

 だけど、どうなんですか、この地域以外でも必要なところが結構あると思うんです。  

○石崎市民協働課長代理 

 今回の状況は、車上狙い、車関係の犯罪、部品盗とか車そのものとか、そういう犯

罪が平成２６年度２桁のところをことしピックアップしてるんです。 

○嘉悦委員 

 自分のところの地域を言うのも何やけど、恥ずかしながら、うち、西三国地域、防

犯カメラ余りつけてないんです。僕はつけたいし、つける方向へと思っているんやけ

ど、ところがこれ見たら西三国は外されているんですよね。 
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○三田委員 

 安全やから違います。 

○嘉悦委員 

 結構、発生してるみたいな気がするねんけど。 

○新井市民協働課長 

 裏腹ですけど、載ってないということは犯罪発生率が少ないんです。 

○嘉悦委員 

 ほかに比べたら少ないんですかね。結構、痴漢とか子どもがいたずらされたりする

あれは発生しているんですけど。 

○三田委員 

 一時、ちょっと多いかなと思ったけど、意外と少なかったですね。 

○嘉悦委員 

 もう絶対に認めないということですかね。 

○新井市民協働課長 

 申請するのに図面とかものすごく細かく書類が要ったので、ある駐車場業者さんな

んかやったら、何カ所かあるんやけど、２次で持ってくるわと、最初からそうおっし

ゃっていただく業者さんもありまして。 

○三田委員 

 例えば、その補助を従来の子ども見守りみたいに４分の３補助すると。そしたらも

うちょっとふえる。 

○石崎市民協働課長代理 

 わかりました。御意見としたら。 

○新井市民協働課長 

 御意見を参考にいただきたいと思います。 

○嘉悦委員 
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 それともう一つ、僕は防犯カメラで思うのは、今、台数がはっきりわからないとい

う話だったんですけど、これ僕ははっきりしておいたほうがいいと思います。やっぱ

り区内で防犯カメラ５００台やったら５００台、４００やったら４００あると、そし

てそれにはもう行政のほうから全額行政でやったやつ、地域がやったやつ、補助でや

ったやつとか、いろんなのを印で分けて、そしてこうすればカメラがここに固まって

たくさんあるなとか、こっちは少ないなとかいうのもマップに落とせば一目瞭然で。 

○三田委員 

 ハザードマップみたいにね。ここにカメラがついてますいうのやな。 

○嘉悦委員 

 それで今度はそこにひったくりの発生をぽんと落としていく、また、性犯罪の発生

したやつをぽんぽんと落としていったら、何ていうんですか、対比というのかな。  

○新井市民協働課長 

 整合性が見られるか。 

○嘉悦委員 

 カメラの多いところには少ないな、とか、あるにもかかわらず発生してたら、何で

や、というふうにして、原因を。 

○新井市民協働課長 

 分析するんですか。 

○嘉悦委員 

 そう、分析していって、犯罪抑制につなげていくというのは僕は大事なような気が

するんです。僕は犯罪抑制、もう一つ大事なのは、やっぱり明るい、昔、門灯作成っ

てやってた、明るくするというのも大事なような気がするので、できることなら防犯

灯の場所なんかもマップに落としたりして、ここは暗いなとかここは明るいなと。そ

れで、発生等それも比較したら明るいところはやっぱり少ないなとか、ここは暗いか

らな、街灯はないわ、とかいうて、僕は明るくするというのとカメラが今ものすごく
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防犯の関係、犯罪抑制に効果があるのかなという気がしますね。 

○石崎市民協働課長代理 

 そのあたりはデータはありますので、整理のほうを。 

○嘉悦委員 

 それを一つにまとめてつくられたらいいんと違うかなと思って、効果があるんと違

うかなと思います。 

○三田委員 

 確かにここについてるんやということを知らしめたら、抑止にはなると思うんです

けども、ただ、逆にばっと淀川区全域出して、例えば西中島に集中しておると。この

辺は少ないなと、西三国はあらへんやないかと、こっち狙たれ、というふうなやつが

出てくるので。 

○嘉悦委員 

 それは公にはしないんです。あくまでもこっちの手持ちで。作成モデルというか、

防犯対策法を練るための資料として、手持ちなんですけど。 

○三田委員 

 我々地域では、逆にこうやって監視してますよということで、地域の新聞で刷った

ことがあるんですけど。ここに防犯カメラついてますいうのを。 

○石崎市民協働課長代理 

 ３区合同の４０機の個々は表示してます。ただ、トータルで、ここにあってという、

個々となるといろいろ問題があるので、それはやってません。 

○嘉悦委員 

 じゃあ、防犯のほうはもうそれぐらいにしとこう。１つだけ、これはもう軽くあれ

ですけど、ひったくり防止カバーというのを今、ものすごく普及してきたんですけど、

あれはいいとして、僕は時々思うんですが、あそこに、特にＰＴＡのお母さんらがよ

くパトロール中とか警戒中という表示をしたやつをカバーに張りつけて走っているの
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を見たら、あれなんか結構、ＰＲ効果というか、抑止効果があるのかなと思って。た

だ、ひったくりカバーであれするんじゃなくて、それはもう防犯の受け身のほうなん

ですけど、警戒中、パトロール中というのは前向きに犯罪抑止にやってるぞ、という

ことなので、だから、攻めとお守りと両方やるような形になるので、あそこに表示す

るようなのもまた、ちょっと検討してもらうのもおもしろいかなと思います。 

○新井市民協働課長 

 御意見参考にさせていただきます。 

○嘉悦委員 

 それでは、もう防犯のほうはそれぐらいにして、次に地域福祉の推進に進みたいと

思いますので、事務局のほうから御説明お願いします。 

○萩野保健福祉課長 

 保健福祉課の萩野です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうからの横長Ａ３の資料３で御説明させていただきたいと思います。座って

説明させていただきます。 

 資料３の１ページ左上のほうですが、目標を達成した取り組み、１－１－４、防災

のほうでございます。目標を達成した取り組み１－１－４です。災害時要援護者支援

事業でございます。２５年度から実施しております事業ですが、要援護対象者に地域

への情報提供を意思確認するほか、広報等で要援護者登録の呼びかけを行いました。

また、必要に応じて要援護者リストとマップを更新しております。達成状況は要援護

者リストの登録数１万２，３２２人、目標が１万２，０００人でした。マッチング件

数７，３５４件、目標が９００件でした。また、福祉避難所の開設訓練及び実技訓練

１５カ所、目標９カ所でございました。 

 別紙ですが、資料の１１、横長のＡ４の分をごらんください。 

 １枚目に２５年度からの経過を記載しております。２５年度から始まりましたもと

もと危機管理室のほうで持っております避難行動要支援者のデータがございます。毎
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年、毎年更新されておるのですが、２５年度は、そのデータを使わずに私の名前を登

録してくださいという手挙げ方式で行いました。２６年度は、もともとありました避

難行動要援護者のデータをもとに名簿を作成いたしました。 

 １枚めくっていただきますと、どのように進めてきたかというのを図で示させてい

ただいております。淀川区における要援護者支援対象者への登録の働きかけというと

ころでございますが、一番左側、平成２５年度の登録者、手挙げ方式でございました。

結果的に手挙げされた方は１万４６人ございました。当初からの計画で１年目は手挙

げ方式で、２年目は危機管理室の持っております避難行動要援護者のデータをもとに、

こちらからその方にピンポイントで手を挙げませんかという郵便での働きかけを行い

ました。それに当たりましては、初年度に手挙げをした人を除いての要支援者に対し

て郵便を送りました。その支援者、※がありますが、右のほうに書いております避難

行動要支援者と申しますのは、要介護３以上、認知症生活自立度が２以上、あと、障

がい者は重度、難病患者等で医療機器を使用している方とか、そういう方です。そう

いう方に対しまして、役所のほうが郵便を送りまして、あなたの情報をいざというと

きのために地域の自主防災組織に名前を提供しませんか、という働きかけを行いまし

たところ、同意された方が真ん中にあります登録同意者２，２７６人。実際に送った

数が５，９５２人でした。そのうち、登録同意者を除く数、未返送者２，３６２人お

りました。あと同意しないとお返事された方が４８８人。下のほうに矢印で書いてお

りますが、死亡や施設入所、長期入院された方が５６４人、不着だった人が２６２人

ということでして、結果的に郵便５，９５２人送った中で同意された方は２，２７６

人ということで、２６年度の末にワークショップを開きまして、初年度につくりまし

た名簿とマップにこの人数を追加して、地域のほうに提供して保管していただいてお

るところでございます。ということで、この数といたしましては、手挙げでされた方

１万人超え、２年目にこちらから郵送で同意された方が２，２７６人ということで、

合計１万２，０００人を超える方が同意されています。 
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ということで、名簿に載っております。こういうふうな経過がございまして、２

７年度につきましては２６年度に同意を未返送であった方ですとか、２７年度新たに

要援護者になった方に対して、また働きかけていくという計画でございます。という

ことで、数的には目標を達成したわけなんですが、いろいろと課題がございまして、

地域によってのばらつきがあったり、この名簿ができ上がっているけれども、どう生

かしていくのかですとか、たくさん登録しているけれども、登録者の優先順位づけを

どうしていくか、といったような課題が残っておりますので、この辺を２７年度取り

組んでいくところでございます。 

 以上で災害時要援護者支援事業についての説明を終わらせていただきます。  

 それと、この資料３の２ページ目に移ります。 

 ２ページ目の右の下のほうにございます地域福祉の推進。こちらのほうが目標が未

達成であったということでございます。１－４－１地域福祉の推進、地域ささえ愛事

業ということで、名簿づくりのためにワークショップなどをいたしまして、地域の方

に集まっていただいた中で地域ささえ愛事業を推進してきたわけなんですが、地域福

祉ビジョンという淀川区で「おせっかい共和国宣言」という冊子ができておりまして、

地域のコミュニティが本当に希薄になっている中、その中でお互いコミュニケーショ

ンをどういうふうにとっていくか、安心して暮らせる地域づくりはどうしていったら

いいかということを将来ビジョンとして掲げているわけなんですけれども、それにつ

きまして地域でどのような違いがあるか、どのような特徴があるかということで、地

域診断及び地域課題抽出というのを行ってまいりました。その診断とか課題抽出をも

とに、地域別の行動計画を作成する予定でございましたが、課題抽出だけにとどまっ

てしまった状態です。計画ができましたのはゼロ地域でございました。高齢者が多い

地域なのか、ひとり暮らしが多い地域なのか、また、子どもが多い地域なのか、そう

いうふうなことをもとに課題抽出はできておりますので、２７年度は区社協さんのほ

うで６地域での完成の予定でございます。ただ、この冊子はでき上がらなかったので
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すが、地域福祉ビジョンの認知度をアップするということで、その周知や啓発につい

ての取り組みはさせていただきました。２７年度におきましても同じく地域福祉推進

事業の啓発、周知に努めていきます。広報やイベントを社協とともに実施してまいる

予定でございます。地域の福祉行動計画につきましては３年計画で、２７年度６地域、

来年、再来年とふえまして、３年計画で１８地域を目標に持ちまして、行動計画を作

成する予定でございます。この取り組みに関しましては以上でございます。  

 私のほうからは以上です。 

○嘉悦委員 

 それじゃ、ただいまの説明に対して何かございましたら。 

○三田委員 

 要援護者支援者名簿をどのように地域で活用していくか、保管していくかについて、

これは区政会議やったか、地活協の会議のときに、各地域との間で区長さんとの間で

協定書を結んでいくというお話がありましたけども、それはこの社協さんにそれを委

託するということでやられてますけども、何か余り進んでないように思うんですけど、

進んでいるんですか。 

○萩野保健福祉課長 

 協定書を結んでいくのは、個人情報についての協定書でございます。今のところ数

カ所結びますというふうに返事をいただいておりまして、これから進めるところでご

ざいます。当初の区役所の思いといたしましては、協定書を結んでいくのは、淀川区

長と地域の地活協の会長ということで、その間で協定書を結ぶという計画にしており

ましたが、いろいろと地域の御意見を伺ってまいりますと、実動部隊でありますとこ

ろと結びたいというふうな御意見も出ているところでございまして、その辺は地域の

実情に合わせていくべきかな、というふうにも考えておりますが、半分ぐらいの地域

で、結びましょう、というふうな返事はいただいているところでございます。 

○三田委員 
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 この間の社協の理事会のときに、その説明があったんですけれども、もう結びまし

ょうか、それとも説明が必要ですかという選択肢で、私はわかっていても、実際に名

簿を保管する町会長さんとか、班長さんだったらわからないから、説明に来てほしい

というお願いをして、そこからとまっているんですか。 

○萩野保健福祉課長 

 説明はまた行かせていただきます。地域の方と日を合わせまして、地域の方々が集

まっていただける時期にこちらはいつでも行かせていただきます。本日、西三国地域

に行かせていただいたのですが、４カ所既に回らせていただいているところです。な

かなか日にちを合わせるのが進まないのですが、徐々に、協定書は特に今すぐという

ことではなく、御理解を得てから結んでいきたいというふうに思っておりますので、

地域の説明が終わってから進めていきたいと思っております。 

○嘉悦委員 

 今、その説明会議みたいなのは何カ所かやられたのですか。うちきょうやったんで

すけど。 

○萩野保健福祉課長 

 はい、きょうで４カ所です。 

○嘉悦委員 

 ４カ所ですか、そうですか。 

○西山保健副主幹 

 今、ほんとに回らせていただいているところで。また、本当にこれから調整させて

いただく地域も多いですので、三田会長さんの地域もまたこれからぜひ調整させてい

ただきたいと思っております。 

○嘉悦委員 

 その回られた４カ所は大体皆、了解、理解いただけましたか。 

○西山保健副主幹 
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 皆さん、そうですね、やはりいろいろ御質問も出まして、きょうも西三国も出て、

嘉悦会長さんの地域に行かせていただきまして、いろんな御質問とか貴重な御意見を

いただいたのですけれども、やはり同じような形でいろんな御質問が正直、出ている

ところです。やはり一つ地域の方から出てますのが、地活協という形で協定をという

形でこちらのほうがまた提案をさせていただいているんですけれども、実際動いてい

ただいているのがネットワーク委員さんだったら、あと地域振興会だったり、民生委

員さんだったり、ほんとに１８地域もばらばらなんです。地活協と結ばせていただく

のがほんとにベストなのか、それとも実動部隊さんと細やかな形で結ばせていただく

のがいいのかというのは、今、ちょっと地域の御意見をいただいて考えていきたいな、

と正直思っているところですので、また、地域に出向いていろんな意見をいただいた

後でまた、きちんとした形で協定を結ばせていただこうと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○嘉悦委員 

 ただ、今の御意見やけど、僕きょう打ち合わせ会議が終わった後、また電話で２、

３の町会長と話をしたんですけども。やっぱり地域の窓口は一本化したほうがいいの

かなという気がします。２つ、３つこの窓口をすると、すごく話がこじれたりして、

あとが進みにくいので。どこを窓口にするのかははっきりさせておったほうがいいよ

うな感じがします。でないと、気を使われると、役所にしても区役所にしても気を使

うかもわからんですけども、気を使って。だけど何か２つ、３つに窓口にすると、ど

こが、そしたら、中心になるんや、という形にもなってしまうので。それとあと、実

動部隊もという話ですけども、それはネットワーク委員なんかを想定しての話ですか。 

○萩野保健福祉課長 

 民生委員であったり、ネットワーク委員長であったり、そこにしてほしいという御

希望のある地域もございます。 

○嘉悦委員 
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 そこら辺は慎重にやられたほうがいいかなという気はします。あくまでもネットワ

ークとか民生というのは一つの団体ですから、ところがこの事業は、一つの団体より

も地域全体をあれしている事業だし、それとついでに、今、きょうの会議のあれもあ

るんですけど、大きく質問というか、意見というか、出たのは、僕は別に反対してい

るわけじゃないねんけど、町会に入っている人以外の人を対象にしたその活動、事業、

それを町会がやるのは、何ていうかな、そこまでやる必要はないんじゃないかと、あ

くまでも町会は町会に入っている人だけを対象とした活動や、というふうな意識が、

結構強くあります。少なくともうちの地域はあるので、よその地域も恐らく似たり寄

ったりだと。きのう、ある町会長が、えらく強い口調でいうてたように思うんですけ

ど。 

○新井市民協働課長 

 町会費を集めて、町会に入ってない人の分も何で面倒見なあかんねん、という不満

もあると。 

○三田委員 

 この会議でも前から何か言っている人がおりました。 

○嘉悦委員 

 いろいろありますわな。だから、その辺に対する回答というか説明、これはうまく

できるようにされておったほうがいいんじゃないか、準備されたほうがいいのかなと

思って。 

○三田委員 

 その前の会議のときもそのようには発言が出たときに、区役所としても町会の非会

員さんも町会に入るように説得して回ります、というようなことを区役所さん言われ

てましたけど。 

○新井市民協働課長 

 町会の促進のような、広報周知のビラもつくりますとも言いまして、実際つくって
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お渡しした地域もあるんですけれど、ちょうど夏祭りとか盆踊りの時期だったので、

そのときに少し見えるところに、こういうふうな行事は皆さんの町会費で行われてま

すよ、みたいな、周知してもらったら、転入してきてどこに声をかけたらいいかわか

らない人も入ってもらえるかなと思ったので、７月の上旬でしたか、欲しいという地

域にはデータも渡したり、任せていただいたんですけど、結果はまだ聞いてないんで

すけど。 

○嘉悦委員 

 もう一つ意見というかあれがあるのは、大体地域でみんなボランティア活動、皆世

話やき活動やっている人ばっかりですから、そういう人たちにしてみれば、災害とか

何とかがあったら、困ってる人がおったらそれは助けたり、支えたりするのは当たり

前やないかと、何でそんな今さら協定書とか何とかとか、リストとか要るんや、とい

うふうなそういう気持ちも御意見もあります。だから、そこら辺のところも説明をう

まく、その人たちを納得させられるような説明をしてもらったらありがたいです。確

かにこんなんあろうとなかろうと、ここに弱い立場の人がおって困ってたら、みんな

救いの手を差し伸べると思うんですが、もうみんなボランティア精神あふれている人

ばっかりですから、地域の。だから、必要性があるのかな、ということですから、い

やいや、そうじゃないんですよ、というようなことで説明をできるようにしておいて

もらったら。災害が発生したときには、これがものすごい役に立つんですよ、という

だけではちょっと弱いのかなと。災害があったら、もうこんなんなくてもやるんや、

と言われます。 

○萩野保健福祉課長 

 危機管理室が持っておりますデータといいますのが、体調的にも大変な方が多いで

す。そういう方は、余り町会に入っていない場合が多いのではないかな、ということ

が平成２５年度から進めてまいりまして、だんだんとわかってまいりました。ですの

で、手を挙げた人はほとんど弱い、と言いますか要支援者であろうというふうに想像
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はしていたのですが、ふたをあけてみるとそうではなかったと。案外、町会さんから

配っていただいたら、町会の方は手を挙げたけども、町会に入っていないいろんな身

体障がい者の方、重度の方は入ってなかったんです。そういう意味で、全戸を網羅す

るという意味では、やはり地活協の会長さんと結ぶことが本来であるというふうには

考えております。 

○三田委員 

 防災訓練をやるときに、各連合防災組織ってありますやん。あれは各町会ごとに町

会本部をつくりますやん。大体、町会長さんがメインになってますよね。そういう組

織がある中で、やっぱりそういう災害のときにはその町会ごとに動いてもらわないと、

把握できないということが。町会メンバーであろうがなかろうが、やっぱりそこの町

会長を中心に動いてもらわなあかんから。だから、協定を結ぶんだったら地活協で、

あと、その各担当のところはその町会長さんにやってもらうという形に成るかなと思

うんですけど。 

○萩野保健福祉課長 

 協定を結ぶのは地活協の会長で、名簿を把握している人というのは個別に名前を上

げるようにもなっておりまして、そこにはやはり町会長さんの名前を載せたいなとい

うふうには考えております。 

○三田委員 

 実際に動いてくれはるのは町会長さんやからね。我々、地活協いうたって、誰がど

こにどういう人がいてるか、全然把握できてないから。一番よく知っているのは町会

長さんやから。町会長さんに実際にやってもらい、というのが一番いいのかなと思い

ますけども。 

○嘉悦委員 

 危機管理室というところは、そういう弱者というんですか、そういう要援護者のそ

ういうリストを何か日ごろも収集ということは集めて。 
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○萩野保健福祉課長 

 はい、日ごろ整えております。そのもとになるデータというのは、やはり福祉のと

ころにあるデータなんですが、それを吸い上げて１つの名簿にしているというふうに

なっております。 

○嘉悦委員 

 なるほど、それはもう区ごとに。 

○萩野保健福祉課長 

 はい、区単位で。 

○嘉悦委員 

 大阪市も。 

○萩野保健福祉課長 

 大阪市全部でありますけども、区単位でつくっております。 

○嘉悦委員 

 そうですか、なるほど。地域の人たちは、個人情報を役所が持っているのはいいん

やけども、それを地域にぱっと持ってこられて、そしてそれを持たせられるというこ

とがすごく重みに感じるというか、すごく責任とか何かを感じるという人もあります。  

○萩野保健福祉課長 

 ですので、淀川区方式といたしましては、余り介護度ですとか、どういう障がいが

ある、また、精神障がいなどは外から見て余りわからないんですが、ほんとは重度の

精神障がい者であったですとか、非常にデリケートな部分、また、深い部分のプライ

バシーが含まれておりますので、当区といたしましては、その方のお名前、住所、連

絡先ぐらいの名簿しかお渡ししておりません。今後もそうしたいなというふうに思っ

ておりまして、受託者であります区社協のほうにそういった細かいデータを全部保管

していただいておりまして、何かのときにいつでも見に行っていただいたら提供でき

るというふうな方式をとらせていただこうと思っております。 
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○嘉悦委員 

 だから、あくまでも地域が望んだときいうか、欲したときにそのデータを見せてく

ださいと言って、わかりました、いうてから見せるんですよね。一方的にぼんと行政

から流すんじゃないんですよね。 

○萩野保健福祉課長 

 一律に流すのではないので、その辺、淀川区はそういうふうに方式をとっておりま

す。 

○三田委員 

 あれ淡路島でしたっけ、震災センターみたいなんあります。そこを見学したときに、

そこの連合振興町会長さんかな、何か講演されたんですけども、あの淡路大震災のと

きに、あれは北淡路市か何か知りませんけど、その地域であのときに一番役立ったの

はやっぱり町会の名簿やと。あれがあるから救助にものすごい役立ったと。もう昨今、

最近その個人情報がどうのこうのとうるさいと言われているけども、あれを持ってた

から把握ができた、いうて言うてましたから、だから、ああいうのを持っておくこと

は絶対必要やなと思います。 

○嘉悦委員 

 そういう話を具体例として、説明のときにも使って。今の初の話は説得に使えるよ

うな気がします。要するに実例として。 

○三田委員 

 ただ最近はうるさいからね、その個人情報というのは。 

○萩野保健福祉課長 

 逆に地域の人は、名前だけ教えてくれたらいいと思う、その人がどういう状態なの

かをその人と人間関係ができて、信頼関係ができてから聞くことだ、というふうにも

おっしゃってくださっている方もいらっしゃいます。 

○嘉悦委員 
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 ２７年度中にもうその協定書を交わして。 

○萩野保健福祉課長 

 はい、平成２７年度中には交わしたいと思っております。 

○嘉悦委員 

 そして、リストをちゃんと一つに１本にまとめるということですね。 

○三田委員 

 リストの場合はもうまとめるというか、各町会長さんにそれを渡して。 

○萩野保健福祉課長 

 各地域に保管いただく場所とか、管理していただく人もその地域で決めていただい

てます。ただ、２７年度の新規の登録者が出てきて、更新していくわけなんですが、

また新たに追加された名簿も同じように保管していただくのですが、今度に関しまし

ては、新たな同意書をとった方に関しましては、さっき申しましたように非常に深い

ところまでのプライバシーが載ったものになりますので、その方の同意を得られた方

については、情報は社協のほうで保管しております。ふだんの見守りですとか、何か

問題が起き、地域でその方が困ってらっしゃるとか、周りで助けようとか、いろんな

問題が出てきたときには、必要であれば区社協のほうに言っていただければ、いろん

な情報は提供させていただきます。平素は名前、住所、お電話番号ぐらいなものを地

域で保管していただいて、また、これからのことになりますが、できましたら私の思

いとしましては、防災訓練のときなどにそういった名簿が活用できないかなというふ

うにも思っているところですが、これからの課題ですので、どのように活用していく

かというのはまた、区役所内でも考えていきたいと思っております。 

○嘉悦委員 

 あれですね、しょっちゅう更新をせんとあかんという感じがしますね。恐らく高齢

者でしょ、亡くなったり、いろいろと異動があるような、激しいような気がするんで

すけど。それはその都度、せんとしようがないということですね。 
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○萩野保健福祉課長 

 そうですね。タイムリーに。 

○嘉悦委員 

 それと、それを何カ所、幾つにそのリストを分けるかというのは、その地域ごとに

よって１０に分けたり、５つに分けたりとかいうことですか、リストは。  

○萩野保健福祉課長 

 そうですね、１０の町会があって、それぞれの町会別に町会長さんが保管するとい

うのがその地域が御希望されればそうなります。 

○嘉悦委員 

 そうなるし、それじゃなくて、３、４人でということもある。 

○萩野保健福祉課長 

 そうですね、もう一つで会館で保管しているだとか、民生委員長さんが保管してい

るところもありますし。 

○嘉悦委員 

 そういうのもありなんですね。ネットワーク委員長と民生委員長と、例えば地活協

の会長とかそんなんで。 

○萩野保健福祉課長 

 そうですね、見守りしやすいように保管いただきたいと思っております。  

○嘉悦委員 

 それじゃ、福祉の関係も大体、それぐらいかなと思いますので、あと、何か補足的

に説明があるとか、あるいは何か全体的に通して御意見があれば伺っていきたいと思

いますけど、どうでしょうか。特に補足するようなことはありませんか。  

○三田委員 

 例えば、この部会ですけど、８月１１日、きょうもこんな状態、例えば、もう委任

状を出してもらうとか。欠席する場合には。委任状、あるいは議長一任とか。そうせ
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んと仕事が進まないん違うかな、という気がします。 

○西政策企画課長 

 おっしゃることもっともなんですが、ただ、これ区政会議条例制で決まってまして、

本人が出席して、それは半数を超えて初めて成立することに決まっておりまして、も

し印鑑を押されて委任状出席でも認められるのであれば、恐らく、きょうのやつでも

もう成立するんだと思うんですけども、それが条例上認められてない状況なので、

我々もそこのところは運営上、いたし方ないのかなと。 

○三田委員 

 条例改正もできないんですか。 

○西政策企画課長 

 確かにこういう現場やとこういう難しい運営状況が起こっているのは、それは市民

局がこれを所管することになるかと思います。状況も伝えておきたいと思います。 

○辻政策企画課担当係長 

 区政会議というものは、採決をとるというよりも、多様ないろんな方の意見を聞く

ということが趣旨ですので、一応、半分以上の多くの方から意見を聞くというのが。  

○嘉悦委員 

 議決をするのであれば委任状が要るけど、議決じゃないということ。それと、条例

改正は市議会のあれが要るもんね。 

○三田委員 

 例えば、都合が悪くて出れませんといったときに、普通の例えば地活協とか社協の

場合も会長が出てないので代理で出てもらいます。これはあきませんでしょ、委員さ

んしかだめで、代理はあきませんと言われてますでしょ。代理も考えてもらったほう

がいい。条例改正して。代理もありかなと、あるいは、代理が無理であれば、例えば、

初めから委員を選任するときに、委員はこの人やと、サブ的な委員さんを１人か２人

決めておいて、もしその委員さんが都合が悪ければ代理のその１人に出てもらうとい
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うことがあればと思うんですけど。例えば今、２２名。１８から１名ずつと公募の方

４名おられますよね。だから、地域としたらやっぱり地域代表で行ってもらっている

からには、私は用事ができてどうしても行けなくなった場合に、やっぱり地域代表と

して誰か行ってもらいたいという思いがあるので、その代理が効かないんだったら、

あらかじめもう決めておいて、それも承認してもらって、委員さんがだめならその副

委員参加誰かを代理に出てもらうとかいう形にしてもらえれば。例えばこの会議でも

それぞれ部会のメンバーの委員さんも、都合が悪ければ副委員さんに代理で出てもら

うとか、そういうことをいいのであれば、皆さん出席してもらえるのと違うかなと思

うんですけど。その条例改正が必要でしょうけど。皆さんの意見を深く広く集めるん

だということを趣旨からすれば、そういうことをしてもらったほうがいいのかなと思

うんですけど。 

○西政策企画課長 

 実は委任状も代理人もあかんという形になっております。ただ、運営上、今回こう

いうことが起こってしまいましたので、意見として市民局のほうに。我々もそういっ

たものが認められれば、事務局が運営しやすいですので、そんな状況もあるというこ

とは伝えてまいりたいとは思っております。 

○三田委員 

 例えば、区政会議が成立せえへんかったら意見交換会になってしまうんですね。 

○西政策企画課長 

 全体会も同じことになります。 

○三田委員 

 になりますよね。 

○西政策企画課長 

 もともとの発想として、その区役所内議会はないんですけど、それに準ずるという

か、区役所でいうところの議会に近いというのか、議会というのは議員さんの代理出
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席という理由づけないので。議会の委員会とか成立するのは委員の２分の１以上が出

席すると成立する、どうもそれに倣って条例をつくっているというのがどうも条例の

その律法趣旨にあるような。 

○三田委員 

 そうですか。ちょっと議員さんと違うと思うんやけど、我々は。 

○西政策企画課長 

 条例はそう思ってます。我々もそこは、いかんともしがたい部分もあるので。 

○三田委員 

 ちなみにその区政会議はどないなりました。日、いつですか。 

○西政策企画課長 

 ３０日。 

○三田委員 

 決まりですか、３０。 

○西政策企画課長 

 まだ余りお尋ね入れてないんですけど。きょうぐらい手続終わってますので。 

○三田委員 

 ３０。 

○西政策企画課長 

 ３０でさ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。 

○三田委員 

 そうですか。 

○嘉悦委員 

 それじゃ、そのぐらいでよろしいですか。 

 それじゃ、大体意見も出そろったみたいですので、一応、これで議事のほう終わり

たいと思いますので、事務局のほうにお渡しします。 
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○西政策企画課長 

 きょうは長時間にわたりまして、さまざまな忌憚ない御意見ありがとうございます。 

 先ほどの分もたくさん御指摘を受けておるし、また、事務局の不手際で本日もこの

会議、区政会議としては非公式というか、不成立ではございますが、ただ、いただい

た意見は非常に貴重な意見を頂戴したかと思っておりますので、また、我々これから

平成２８年度の予算編成、あるいは運営方針作成に向けて作業を進めてまいりますの

で、本日いただいた意見、非常に貴重な意見をいただいたと思っておりますので、そ

れを踏まえてまた、そういった作業にも当たりたいと思っております。また、先ほど

出ましたけど９月３０日に第２回の区政会議、全体会議を開催してまいりたいと思い

ます。また区政全般、忌憚な意見を頂戴したいと思います。このような区政会議、平

成２７年度の運営方針を振り返るというのがメインになってこようかと思います。そ

こからその先に見えるのは、先ほど申し上げました、２８年度に向けての振り返りで

もあろうかなと思っておりますので、９月３０日の区政会議にはまた、貴重な御意見

を賜りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ということで、本日はお忙しい中お越しいただきまして、また、会議をこういう形

で不成立もあったんですけど、申しわけなく思ってますが、重ね重ねおわび申し上げ

たいと思います。どうも貴重なお時間を頂戴いたしまして、また、議長のほうありが

とうございました。 

○三田委員 

 ９月３０日ってぎりぎりやな。私１０月１日から交代するからやね。 

 これはもう承認なんですよね、もうこちらから推薦したら。 

○西政策企画課長 

 そうですね。あと、区長が手続で委任するという形に成りますので、もうそれで区

役所の内部の手続さえ済めば。 

○三田委員 
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 その３０日のときに何かそういう案内があるんですか。もうこの人に委任しました

と、オーケーしましたと。 

○磯田政策企画課係員 

 委員を決定しましたということで、公示はします。 

○三田委員 

 いつされるんですか。 

○磯田政策企画課係員 

 それは決定後ですね。 

○新井市民協働課長 

 公示自体は１日ですけれども。 

○三田委員 

 １０月１日。そうですか。 

○新井市民協働課長 

 その前に恐らく、それはそろっていると思いますので。御紹介だけはできると思い

ます。 

○三田委員 

 はい、わかりました。 

 じゃあ、お疲れさまでした。 

―了― 


