
平成２８年度第１回 淀川区区政会議安全・安心なまち部会 議事要旨 

 

日 時：平成 28 年 8 月 29 日（月）18:30～ 

場 所：淀川区役所 5 階 501 会議室 

出席者： 

・委員 6名（7名中） 

 横山委員（議長）、姫野委員（副議長）、一丸委員、藤野委員、森田委員、 

山本委員 

 （欠席：長尾委員） 

・区役所 

 嶌岡保健福祉課長、石崎市民協働課相談調整担当課長代理、 

辰巳保健副主幹 他 

内 容： 

１．開会 

２．事務局あいさつ 

３．議題 

（1）議長・副議長の選出について 

（2）安全・安心なまちづくりに関する課題について 

資 料： 

次第 

資料１ 部会名簿 

資料２ 座席表 

資料３ 平成 27 年度淀川区運営方針振り返り（ダイジェスト版） 

資料４ 平成 27 年度淀川区運営方針自己評価【抜粋】 

資料５ 平成 28 年度淀川区運営方針【抜粋】 

資料６ 区政会議委員より事前にいただいたご意見について 

資料７ 平成 27 年度淀川区の防犯対策講座実施一覧 

 

 

１．開会 

２．事務局あいさつ 

 

３．議題 

（1）議長・副議長の選出について 

○ 互選により、横山委員を議長に、姫野委員を副議長に選出。 

 



（2）安全・安心なまちづくりに関する課題について 

（市民協働課長、保健福祉課長） 

○ 資料３、４に基づき、平成 27 年度運営方針振り返りにおける課題を説明 

 

◎ 事前にいただいたご意見についての回答（市民協働課長） 

 

質疑応答 

○ 防災対策について 

【防災備蓄物資について】 

・ 防災備蓄物資は、どういう基準で配置しているのか。居住者の数で決めてい

るのか。 

→大阪市全体で 34 万人分の物資を危機管理室が準備し、それを 24 区の災害時

避難場所と、6 つの拠点に分散配備している。淀川区の各避難場所への配分は

想定非難人数に応じて区が決めている。 

・ 物資には消費期限があるものがある。期限については、地域が把握しなけれ

ばならないのか。 

→区が把握しており、期限切れのものは随時更新している。また、期限切れに

なる半年程度前から、訓練で使用するなどしている。 

 

【防災に関する課題と対応方向について】 

・ 防災全般について、「課題」と「今後の対応方向」「改善策」が、具体性に欠

けているように思う。何か具体的に、新しい取組はあるのか。 

→3 月から大阪市の防災アプリを配信しており、現在その普及に向けて、ホー

ムページ・チラシ等で啓発している。 

・ 市の防災アプリについては広報が足りないと思う。チラシはどういった場所

に設置しているのか。 

→さまざまなキャンペーン・イベントで配布している。 

・ 啓発キャンペーンとして、粗品を配布することはできないか。 

→防災訓練の際、啓発として備蓄物資の一部をお配りするということは行って

いる。単に物品を配るのではなく、防災というキーワードの中で啓発活動をし

ていきたい。 

 

【防災スピーカーについて】 

・ 防災スピーカーに関する事前質問への回答は、大阪市で一本化して放送して

いるという意味でよいか。 

→大阪市域全体に音声が行き渡るような配置になっており、必ずしも地域と対応



していない。よって、特定の一地域だけに放送することはできず、他の地域にも放

送が聞こえてしまうことになる。 

 

【中学生防災リーダーについて】 

・ 昼間の災害時は中学生が一番力になるし、中学生で学習すれば成人になって

も意識は持ち続けると思うので、区役所と中学校が連携してもっと増やして

いってほしい。 

→現在は、区内 6 中学校中 3 校（美津島中、東三国中、三国中）で結成してお

り、結成時には区からヘルメットを寄贈した。学校では、防災教育の一環とし

て防災リーダーを捉えている。おっしゃるとおり、昼間の災害では、中学生が

地域に残っているが、一方で、学校の立場としては中学生に危険を伴う活動は

させられない。区としては、中学生は将来の担い手として非常に重要と考えて

いるが、どちらかというと今後は、地域の事業者の従業員と地域との交流促進

に重点を置いていきたい。例えば、西中島地域では、防災計画の作成にあたっ

て企業にも参加していただいている。企業からも地域と交流を持ちたいという

要望があり、輪を広げていきたい。 

・ 学校の方針は、校長の判断となるのか。 

→教育委員会の範疇になるので、区としては、モチベーションを上げるよう働

きかけていく。また、現在大阪市として、防災教育の取組を始めているところ

である。 

・ 未結成の 3 校で結成してもらうには、結成している学校の活動を紹介する等

の方法が考えられるのか。 

→防災教育という面では、防災リーダーという設定はしていなくとも、全ての

中学校で防災意識の向上に向けて、様々な取組みはされている。 

・ 高校でも同様の取組がされているのか。 

→区では把握していない。 

 

 

○ 防犯対策について 

【防犯カメラについて】 

・ 数年前に、地域への補助金により設置したことがあったが、一般道路への設

置補助は今後ないのか。 

→平成 26 年度までは地域への補助により設置し、平成 27 年度は駐車場へ設置

する場合の補助を行った。しかし、駐車場への設置補助金については、30 台の

枠のうち、申請は 19 台に留まった。また、補助設置では、地域の維持管理費



の負担が大きいという声が全市的に大きかった。そのため、今年度からは、公

設置・公管理を行う方向としている。設置場所は、警察と調整のうえ、効果的

な配置となるよう決定する。平成 26 年度に 3 区防犯プロジェクトの中で設置

した 100 基（うち淀川区内 40 基）や、市民局が平成 28 年度から 3 年間で市

内全域に設置を計画している 1,000 台も公設置・公管理である。平成 26 年の

ひったくり件数は 60 件であったが、平成 27 年は 31 件に半減しており、今年

度も大きく減少していることから、防犯カメラの効果は大きいと認識している。

今後は、警察と連携し、カメラをネットワーク化して効果的な運用ができ、な

おかつカメラの稼働が担保できるような方向で設置を進めていく。 

 

・ 今年度は30台設置予定とのことだが、現在までに何台設置されているのか。 

→平成 27 年度までに 241 台、うち駐車場への設置が 19 台。今年度は、設置

場所は調査済であり、現在設置に向けて進めている。 

 

【安まちメールの登録推進について】 

・ 平成 27 年度の課題に、「今後は大幅な登録者の増加は困難」と記載されてい

るが、現状で淀川区の登録件数は約 8,500 件、淀川区の人口は約 17 万人と、

未登録者の方が圧倒的に多い。困難という判断をした根拠は何か。 

→取組当初は登録数が伸びるが、その後どうしても伸びは鈍化する。また、ス

マートフォンなどを使用するものなので、利用者の年齢層がある程度限定され、

かつ、区外に転出するとマイナスになるという集計の仕方もあり、こういった

表現になっている。 

・ 自分の地域では、安まちメール登録推進を防犯の取組の柱のひとつとして掲

げ、高齢の方などに対しては、QR コードを作って登録しやすいようにする

など工夫している。登録してもらうための方法論はいろいろとあると思う。

例えば、淀川区は転入出が 1 位とのことなので、転入の際に必ずキャンペー

ンをはるなど、具体的な作戦を組んでいけば、伸び悩んでいる数字も回復す

るのではないかと思う。今年度は、従来のやり方だけでなく、積極的な取組

みを期待する。 

・ 「どうして登録しなければいけないのか」という部分が広報不足だと思う。

警察からは、どこでどういう犯罪が起こったのか、まず知ることが重要だ、

という説明を受けた。単にチラシを配るだけではなく、意義について発信し

ていくべき。 

・ 例えば、企業や学校などの団体に対して、職員が訪問して講習を行い、登録

してもらうなどしてはどうか。できれば、特典があればいいと思う。 

・ 区民には、淀川警察署管内が登録数 1 位だと積極的に広報するべき。 



→ご意見を参考にしながら、啓発の方法を検討していきたい。 

・ 通知メールがあまりにも頻繁に届くので追い切れず、結果的に解約してしま

ったという利用者の声を聞いている。 

→利用者は多種多様なので、情報のボリューム感は難しい。ご意見は警察へ伝

達する。 

 

【ナイトラン広報について】 

・ ナイトラン広報は現在行っているのか。 

→平成 27 年度は計画に挙げていたが、実施できなかった。今年度は計画して

いない。 

 

【特殊詐欺対策について】 

・ 特殊詐欺について、地域でも回覧で注意喚起しているが、回覧書類も多く、

見てもらえないこともある。地道に啓蒙していくしかない。 

 

 

○ 地域福祉活動の推進について 

【地域福祉活動への参加について】 

・ 平成 27 年度運営方針の「めざす成果及び戦略」1-3 において、区民モニター

調査で、「地域福祉活動に参加したことがある方」の割合は 36.2％、「機会が

あれば参加したい」割合は 51.7％となっている。しかし、地域では、地域行

事への参加者が固定化していることが大きな課題となっており、30%超の方

が「参加したことがある」というのは実感と乖離している。区民モニターは

どのような方法で行っているのか。また、地域活動への参加について、区で

はどのような啓発を行っていく予定なのか、教えてほしい。 

→平成 27 年度は、区民モニターに応募された方 233 名を対象にしている（う

ち回答があったのは 149 名）。自ら応募した方なので、区政への関心が高いこ

とが多いことが影響している可能性がある。今年度は方法を変えて、無作為抽

出した 1,500 名を対象とする予定。 

→地域活動・福祉活動の担い手の発掘は大きな課題と認識している。地域活動

全体については区まちづくりセンターと、福祉分野に関しては区社会福祉協議

会と連携し進めていかなければならない。様々な団体へ区福祉ビジョンを啓発

するとともに、今年度は、区社会福祉協議会と一緒に地域福祉計画を作成して

いる地域へ入り込んで、地域での発信を働きかけていきたい。現在、地域にお

ける要援護者の見守りネットワーク強化事業で、要援護者と支援者のマッチン

グ作業に取組んでおり、それを日ごろからの見守りにも繋いでいき、それをき



っかけに地域福祉の活動に関心が向いていくように、「おせっかいの輪」が広

がっていくように、と考えている。 

 

【地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業について】 

・ 名簿上では支援の仕組みができていても、実際に災害が起きたときに、どこ

までできるかというところに不安を感じている。 

・ 避難所開設などもあり、要援護者の支援まで手が回らないのではないか。 

→災害はいつ起こるかわからないので、一対一では限界がある。チームとして

多角的な見守り体制を築く必要があると感じている。ただ、まずは日ごろから

支援が必要な人がいると認識することは重要だと考えている。 

・ 名簿づくりは、マンションなどがあると難しい。また、援護を必要とされて

いる方の人数と、実際に状況把握できている方の人数には、大きな開きがあ

る。地域の役員も高齢化しており、いざというとき活躍できるのか不安があ

る。他の地域ではどのように取り組んでいるのか知りたい。 

→各地域それぞれ難しい課題を抱えていると聞いている。各地域の調査員と町

会長や民生委員などが協力しながら、同意書の確認を進めていただいている。

見守り相談室から声をかけて、各地域、年に一度はワークショップを開催し、

名簿の更新や支援体制の確立ができるよう取組を進めている。 

・ 名簿の更新や保管が大きな負担だという声を聞いている。実際どのように進

めているのか。 

・ 名簿の保管・管理の責任はどうなっているのか。 

→もともと地域で進めていただいていたが、平成 27 年度に大阪市の事業とな

って、24 区すべてで区社協に事業委託している。行政の持っている情報を、同

意を確認したうえで、地域にお渡しできるようになった。 

→保管・管理については、地域の代表者と協定を結び、管理体制は届出してい

ただき、更新時期には差し替えを行っていく。 

 

【認知症の方への支援について】 

・ 淀川区では今年度、認知症の方に対してどのような取組を行っているのか。 

→運営方針にはあげていないが、医師会・包括支援センター・区役所等による

支援チームとして、関係機関の顔の見える関係づくりを行い、講演会や研修会

を行っている。また、平成 28 年度 4 月から、認知症の初期集中支援チーム（オ

レンジチーム）を結成し、まだ診断がついていない方などに対応している。更

に、平成 27 年度から実施している地域における要援護者見守りネットワーク

強化事業には、3 つの大きな機能があり、その一つが「認知症高齢者等の行方



不明時の早期発見」である。昨年度から具体的な活動が始まっており、事前登

録された方が徘徊する状況がでてくると、FAX 等で協力機関にお知らせする仕

組みとなっている。 

・認知症サポーターの研修なども積極的に行ってほしい。 

→認知症サポーターの講座は区社会福祉協議会が中心になって実施している。

連携して取組を進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



事前にいただいたご意見について（資料６より） 

 

  質問内容 回答 

1  防災スピーカーは、現状（私の

地域）では小学校区に１基設置さ

れていると思うのですが、今後増

設される計画はありますか。 

 住民の方から、選挙の時など放

送してはいるが、小さすぎて、何

を言っているのかわからないと

の声がありました。 

 また、防災訓練時において、訓

練参加を呼びかける放送があれ

ば、訓練当日に忘れていた方も参

加しやすい、との声もありまし

た。 

 放送が聞こえやすければ、非常

時においても住民に対し徹底し

やすいのではと思います。 

 

 本市では危機管理室が、音声により避難情報等を市民等に伝達する手

段として防災スピーカーを大阪市域全域に整備しています。 

 屋外において音の届く範囲を市域の 100%に近づけるため、淀川区で

は、平成 27 年度に、音の重なる所はスピーカーを他の場所に転用し、

音が届きにくい場所にはスピーカーを増設するなどして音が聞こえや

すいように緊急整備を行い、4 か所増設して合計 26 カ所の設置となっ

ており、現段階ではこれ以上の増設計画はないと聞いています。屋外に

おいて防災スピーカーの放送が聞き取りにくいことがありましたら、情

報提供いただければ、危機管理室へ伝達いたします。 

 また防災訓練の呼びかけについては、市域全域を対象としており、地

域単独で放送することはできないとのことです。 

2  詐欺被害防止のため、高齢者の

集う場所（高齢者食事会、敬老会

等）に出前形式で出向き、事例を

もとに注意喚起することで、詐欺

被害への意識の向上を図っては

どうでしょうか。地域の要望によ

り実施されていますが、積極的に

出向くようなことにすればいい

と思います。 

 委員ご指摘のとおり、高齢者等への詐欺被害防止意識の向上は重要と

考えております。 

 平成 27 年度には、区役所と淀川警察署、消費者センターとが連携し

て【淀川区の防犯対策講座】を新たに実施しました。地域住民や高齢者

の集う場所（食事サービス会、百歳体操教室、地域の敬老会、女性会学

習会など）で 14 回開催し、約 914 名の参加者がありました。 

 また、今年度は、7 月 21 日の連合振興町会長と区長との意見交換会

にて、防犯対策講座を周知し、各町会で回覧していただいたところです。

講座依頼が有りましたら、場所・人数等の調整を地域と行ったうえで、

休日・夜間を問わず出向いております。 

 引き続き、防犯対策講座の周知やキャンペーン等を通じて区民の防犯

意識の向上につなげてまいります。 

 

 


