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平成２８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２８年８月２９日（月） 

      午後６時３０分～   

  場 所：淀川区役所５階 

      ５０１会議室 

 

○西政策企画課長 

 どうも皆様方、長らくお待たせをしております。定刻となりましたので、ただいま

より淀川区区政会議安全・安心なまち部会を始めさせていただきます。 

 私は本日の進行役を務めさせていただきます淀川区役所政策課長の西と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。着座にて御説明させていただきます。 

 まずお手元の資料の御確認をお願いいたします。 

 まず、１枚目の次第、そのあと配付資料一覧、資料１  部会名簿、それと資料２ 

座席表、Ａ３の横長の資料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の抜粋、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御意見について。 

 また、参考資料としまして資料７ 平成２７年度淀川区の防犯対策講座実施一覧、

「まちセン通信」１３号、「よどマガ！」の８月号、「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」の３２

号、以上でございますが、不足等ございませんでしょうか、あれば挙手をいただきま

したら、事務局のほうがお持ちいたしますが。はい、ありがとうございます。 

 それでは、本日の出席委員につきまして、私のほうより紹介させていただきます。 

 一丸委員でございます。 

○一丸委員 
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 一丸です、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 姫野委員でございます。藤野委員でございます。 

○藤野委員 

 藤野です、どうぞよろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 森田委員でございます。 

○森田委員 

 森田です、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 山本委員でございます。 

○山本委員 

 山本です、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 横山委員でございます。 

○横山委員 

 横山です、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 長尾委員のほうは到着のほうがおくれられているようでございます。 

 ただいま、区政会議安全・安心なまち部会委員７名中６名に御出席をいただいてお

ります。定数の２分の１以上の委員の出席をいただいておりますので、会議が有効に

開催されていることを御報告いたします。 

 なお、区役所の職員につきましては、お手元の座席表をごらんいただくようお願い

しますが、本日、市民協働課長の新井のほうが急遽、のっぴきならない用事で欠席す

ることになりまして、お手元の座席とちょっと配置が異なっておりますが、席札､名
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前がついているのができておりますので、そちらのほうで区役所の職員は確認いただ

きますようお願いいたします。 

 それでは、次第に沿いまして、議題に移らせていただきます。 

 本日の会議では、主に平成２７年度淀川区運営方針の振り返りを行う中で、見出さ

れた課題に関しまして、来年度の予算あるいは運営方針の策定に向けて、それとの改

善策あるいは今後の方向性について、皆様方から御意見を頂戴したいというふうに考

えておるものでございます。 

 会議の時間は２時間を見込んでおり、午後８時３０分には終わってまいりたいと考

えております、御協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に則しまして２の議題に入らせていただきます。  

 今回は、昨年１０月の委員改選後初めての部会開催となります。まず、議長、副議

長の選任について、これを議題とさせていただきます。この議題につきましては、事

務局のほうで進行させていただきます。 

 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条、並びに淀川区区政会議運営

要綱第６条におきまして、区政会議の部会には議長、副議長を置くこととなっており

まして、その選出方法は委員の互選によるものとなっております。  

 まず、議長につきまして、自薦、他薦を含めて、どなたか選任いただく方、おられ

ませんでしょうか、お諮りさせていただきます。 

 どなたか議長。自薦でも、他薦でも結構でございます。 

○藤野委員 

 姫野さん、どうですか。 

○姫野委員 

 いえいえ、とんでもないです。 

○西政策企画課長 

 どなたかおられないでしょうか。 
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○藤野委員 

 ほんなら、姫野さんお願いします。 

○姫野委員 

 いえいえ、なったばっかしでまだ。全然新人であれなので、ベテランの方に。  

○藤野委員 

 いえいえ、僕も１年生です。 

○西政策企画課長 

 進行のほうは事務局のほうでサポートをさせていただきますので、余りかたくなら

ず。 

 部会のほうも、年に２回あるかないかぐらいの頻度でございますので、大役かとは

思いますが、どなたか。自薦でも、他薦でも結構でございます。お声ないでしょうか。  

 私も指名となりますとなかなかいきづらいものであります。済みません、どなたか。  

○藤野委員 

 姫野さん、やってくださいよ。 

○姫野委員 

 横山さん。 

○横山委員 

 いえいえ。 

○山本委員 

 森田さんどう。 

○藤野委員 

 一番若い人にやってもらおうか。 

○横山委員 

 いえいえ。 

○藤野委員 
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 なら、横山さん、やっていただきましょうか。 

○横山委員 

 いえいえ、お願いします。 

○西政策企画課長 

 ただいま、横山さんを推す声が。 

○藤野委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 済みません、よろしくお願いします。 

 では、横山委員に議長就任をお願いしたいと思います。 

 続きまして、副議長もこの場で選出いただきたいんですけれども、どなたか選出。 

 もし、なかなか同じようにないようでしたら、横山議長のほうから指名というか。  

○横山議長 

 知らない方じゃないから、姫野さん、ぜひ。済みません、お願いできたらと思いま

す。 

○藤野委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 姫野委員を副議長と推す声がありますが、姫野委員よろしゅうございますか。 

○姫野副議長 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。では、済みません。議長、副議長、前にちょっと並んでお

座りいただきたいので、横山委員、今、藤野委員の座っている席のほうに移動を。 

 姫野委員はそのままで。 
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 横山委員、姫野委員におかれましては、議長、副議長お引き受けありがとうござい

ます。 

 簡単に一言ずつ御挨拶いただけたら。横山議長から。 

○横山議長 

 それでは、済みません。若輩者ですけれども、お声をいただきましたので、せっか

くの機会ですのでぜひ協力させていただきたいと思いますので。 

 東三国で新聞販売店を経営しています、横山と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 区政会議委員はもう３年ぐらいやらせていただいております。前回、子育て部会の

ほうにいたんですけれども、今回からこちらの安心・安全のほうということで、私も

その部分については本業ではこういう腕章をつけて「コミュニティ・アイ淀川」とい

うところで、防犯活動を務めていますので、そんなところに何か力になれたらという

思いでこちらの部会を専属しました。 

 本当に若輩者で諸先輩を差しおいての議長ですけれども、できる限りのことはやり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 姫野委員、お願いします。 

○姫野副議長 

 宮原の姫野です。保護司会をやっています。ここにはことし初めて入らせてもらう

ので、まだ何しろ勝手がよくわかりません。横山委員についてやっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございました。それではこれより、議事進行は横山議長にお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○横山議長 
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 それでは次の議題、安全・安心なまちづくりに関する課題についてに入ります。  

 先ほど事務局から説明がありましたように、この会議では、主に平成２７年度淀川

区運営方針の振り返りを行う中で、見出された課題に関し、改善策や今後の方向性に

ついて意見をいただくことが大きなテーマとなっております。 

 まず、事務局より安心・安全なまちづくりに関する課題について、説明をお願いい

たします。 

○石崎市民協働課長代理 

 それでは、私のほうから。今日は、課長が先ほど御紹介させていただきましたが、

急に休むことになりましたので、課長代理の私、石崎と申します。私のほうから御説

明させていただきます。それでは、座ったままで。 

 まず、資料４の１枚めくっていただきまして、様式２というのが右肩にございます。

めざす成果及び戦略１－１、防災対策でございます。 

 まず課題でございますけれども、防災について興味をもっている方は、防災情報を

積極的に取得しようとしているが、興味をもっていなかった方に対する啓発が課題で

ある。 

 それに対する今後の対応方向でございますが、今まで防災について興味をもってい

なかった方に対して、あらゆる機会で説明した上で、防災に関する情報を積極的に取

得するよう引き続き啓発するということでございます。 

 その下でございますが、区地域防災計画の周知、地区防災計画の作成支援について

でございます。 

 まず、課題でございますが、大阪市防災減災条例に基づく区地域防災計画が知られ

ていない。 

 改善策。備蓄、避難場所などの日ごろの防災啓発の取り組みに合わせて、区地域防

災計画の策定及び自助、共助の取り組みの目的などについて広く区民に周知する。  

 次のページでございます。防災アプリの普及。 
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 課題。防災について興味をもっている方は積極的に避難場所などの防災情報を取得

しようとしているが、興味をもっていない方に対する普及が課題である。 

 改善策でございます。今まで防災について興味を持たなかった方に対して、あらゆ

る機会で説明した上で、防災に関する情報を積極的に取得するよう引き続き啓発する。  

 その下、地域防災防災力向上事業でございます。 

 まず、課題でございますが、実践に即した避難所開設訓練を実施する必要がある。  

 改善策でございます。地域において、防災リーダーに中心的役割を担っていただき、

避難所開設訓練を危機管理室と一緒に実施の支援を行います。 

 １枚めくっていただきまして、津波避難対策事業でございます。  

 課題でございます。津波避難ビルの確保率は区全体では充足しているが、高層建物

や低層建物の種類に地域特性があり、地域ごとの想定避難者に合わせた確保が課題で

ある。 

 改善策でございます。引き続き、企業、民間マンションなどに対して、津波避難ビ

ルの必要性をあらゆる機会で説明した上で協力依頼を行う。 

 その下で帰宅困難者対策事業でございます。 

 課題でございますが、新大阪駅周辺の帰宅困難者対策について、鉄道事業者、企業、

地域間の意識に差があり、互いに連携を図る必要がある。 

 改善策につきましては、帰宅困難者対策の地域協議会を設置し、鉄道事業者、企業、

地域間で交流を深め、日ごろからの防災活動の連携を図る。 

 続きまして、次のページでございます。 

 防災備蓄物資の充実事業でございます。 

 課題。家庭での備蓄物資の重要性は浸透しているが、一部の避難所や津波避難ビル

などには、備蓄物資のためのストックヤードがない。 

 改善策でございます。引き続き避難所、津波避難ビル等の施設責任者に対して、備

蓄物資の重要性について説明した上で、備蓄物資のための部屋の確保に努める。  
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 引き続きまして防犯対策のほうにまいります。 

 ２枚目の裏です。防犯対策、めざす成果及び戦略１－２というのがございます。  

○藤野委員 

 ページ２でいいんですかね、様式２と。 

○石崎市民協働課長代理 

 様式２、ページ２です、失礼しました。 

 防犯対策の課題でございます。区民の防犯対策として、ひったくり等の一部の身近

な犯罪への対策意識は根付いてきているが、全ての犯罪への対策意識とはなり得てい

ない。また、子どもや女性を狙った犯罪が増加していることから、犯罪の抑止に向け

た取り組みが必要である。 

 今後の対応方向でございますが、防犯に対する情報や活動を幅広く広報することに

より、防犯に対する意識の向上につなげる。また、防犯カメラの設置など、犯罪抑止

の環境整備を努める。 

 続きまして、その下の区民の防犯意識促進事業でございます。 

 課題でございますが、安まちメールの登録促進については、防犯キャンペーン時を

中心に約５，０００枚配布し、登録者数は市内の区で３位と高い水準を維持している。

しかし、登録者の伸び率がおだやかになってきており、今後は大幅な登録者の増加は

困難な状況となっている。 

 改善策でございます。警察とより一層の連携を図り、防犯キャンペーンや出前講座

など、配布場所の拡大や、新たな配布場所、周知方法について検討するとしておりま

す。 

 続きまして、３ページでございます。防犯活動普及事業でございます。  

 課題、「コミュニティ・アイ淀川」と「淀川区コンビニエンスストア防犯連絡協議

会」が取り組む防犯腕章の着用について、区民の認知が十分でない。 

 改善策でございます。「コミュニティ・アイ淀川」「淀川区コンビニエンスストア
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防犯連絡協議会」が取り組む防犯腕章の着用を広報するとともに、企業と地域住民が

一体となった防犯活動を進める。 

 その下ひったくり被害対策でございます。 

 課題。ひったくり防止カバーの配布や、防犯キャンペーンにより、ひったくりにつ

いては半減したものの、自転車の前かごからの盗難が依然としてある。 

 改善策。引き続き、ひったくり防止カバーの配布や、防犯講座、キャンペーンを継

続して進め、犯罪が起こりにくい環境整備を図る必要がある。 

 続きまして、４ページでございます。青色防犯パトロールの実施。 

 課題。夜間青色防犯パトロールなどの啓発活動により、ひったくりの夜間発生割合

は減少し、一定の効果が出ているが、常時、犯罪防止を図る必要がある。 

 改善策。警察と連携しながら、常時、犯罪抑止が図れる防犯カメラの設置を行う。  

 続きまして、下の犯罪抑止に配慮した都市環境づくりの促進でございます。  

 課題。子どもや女性被害への犯罪抑止への対策が必要である。 

 改善策。警察と連携しながら、常時、犯罪抑止が図れる防犯カメラの設置を行う。 

 以上でございます。 

○嶌岡保健福祉課長 

 保健福祉課長の嶌岡でございます。続きまして、次のページですが、３地域福祉の

推進ということで、１枚めくっていただきますと、裏面の２ページです。地域福祉の

推進ということで、課題のところでございます。 

 平成２７年度の区民モニターの結果によりますと、地域福祉活動に参加したことが

ある方の割合が３６．２％、しかしながら、機会があれば参加したい割合が５１．

７％。参加したいができない割合が２５．５％、あわせて７７．２％となっておりま

す。 

 これから思われますのは、区民の意識は大変高いんですが、いかに実際の活動につ

なげていくかが課題であると認識しております。 
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 その下、今後の対応方向でございますが、まずは各地域の特色を踏まえた地域福祉

の推進を図っていきたいと考えております。 

 それから、要援護者支援ネットワークや地域福祉推進計画作成に幅広い住民の参加

を促進していく必要があると思っております。そして最後に地域福祉活動の情報周知

や参加可能な条件や環境づくりも必要と思っております。 

 この地域福祉の推進につきましては、二つの事業がございまして、まず一つ目が次

にあります地域における要援護者見守りネットワーク強化事業でございます。この下

のところ、課題のところですが、ただいま１８全地域と区との個人情報の取り扱いに

関する協定、締結は結んでいるところでございますが、今後はさらに要援護者と支援

者の顔が見える関係を築きながら、各地域の個別性を鑑みた見守り体制の仕組みづく

りを強化していく必要があると思っております。 

 その下、対応方向でございます。この事業は今後も淀川区の社会福祉協議会委託事

業として実施してまいります。 

 地域のワークショップ等を通じまして、住民と協働作業にて、以下にあります４点、

要援護者対象者としての内容精査や災害時支援の優先度の検討。優先度の高いものへ

の災害時個別避難プラン作成、地域の体制整備、支援者登録、こういったことを進め

ていくとともに、支援が必要な未登録要援護者に対して訪問、郵送等の登録勧奨の働

きかけを継続してまいります。 

 それから最後に地域の個別事業につきましても、引き続き丁寧に説明をいたしまし

て、理解を求めていきたいと考えております。 

 続きまして、二つ目の事業は地域のささえ愛推進事業でございます。 

 ここの課題のところですが、区社会福祉協議会が進めております、各地域における

地域福祉推進計画作成のもとになっております淀川区地域福祉推進ビジョンの区民へ

の浸透度や理解度が低い、聞いたことがあっても内容がわからない区民の割合が４分

の１弱もあることは、周知啓発の不十分さ、それから区民のニーズ意識とのアンバラ
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ンスがあるのではないかと思っております。 

 それから、今後の対応方向ございますが、各地域の福祉の取り組みを推進するため

には、住民意識に沿った支援が必要と考えております。各地域で今後進められる予定

を地域福祉推進計画作成において、まずもとになる区のビジョンが各地域の住民に浸

透する機会をもつことも必要ではないかと思っております。 

 それから、立案後の周知の際には、区ビジョンの周知も重ねて地域住民全体に行っ

ていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○横山議長 

 ありがとうございました。続いて、議題に関して事前に寄せられていた御意見・御

質問について、担当課より説明をお願いいたします。 

○石崎市民協働課長代理 

 それでは、ここで説明させていただきます。 

 資料６。まず、２つございまして、まず１点。 

 防災スピーカーについての御質問でございます。 

 質問内容でございますが、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ときなど、放送

してはいるが小さ過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。 

 回答でございますが、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２

７年度に音の重なるところ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
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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カ

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

でございますが、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

のことでございます。 

 続きまして、詐欺被害の防止についてでございます。詐欺被害防止のため、高齢者

の集う場所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。という御質問に対して、回答でございます。 

 委員御指摘のとおり、高齢者など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で１４回開催し、

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。 

 御依頼がございましたら、場所・人数等の調整を地域と行った上で、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。 

 これらの取り組みにつきましては、一番後ろ、この後ろです。資料７でございます。  

 今申し上げました９１４名というのが資料７、ここの一番最後、合計１４回やって

おりまして、その合計人数の参加者の皆さんの人数合計が９１４名ということになっ

ています。 



14 

 このとき、この１４回やった中で、アンケートによる受講者の感想を六つ挙げさせ

ていただいております。 

 それから、参考にこの平成２８年１月から７月までの特殊詐欺発生状況を、ここに

挙げさせていただいておりまして、これまで１１件で被害総額は１，２００万円とい

うようなことを聞いております。 

 裏面に挙げていますのは、出前講座、あるいは啓発、指導等のこれまでやってまい

りました件数と累計ですので、また何か参考にしていただければと思います。 

 私からは以上でございます。 

○横山議長 

 ありがとうございました。ということで、御意見は事前にはお二つでしたけれども、

これから質疑応答及び意見交換に移らせていただきます。 

 先ほど説明のあった課題や改善策を踏まえた、来年度の予算や運営方針の策定に向

けての方向性という視点から、御意見をいただければと思います。 

 では、御意見のある方、挙手にて。少人数ですし、皆さん御意見、発言いただきた

いと思いますので。 

 はい、どうぞ。藤野さん、お願いします。 

○藤野委員 

 防犯対策で、ちょっとお聞きしたかったのは、様式２の２ですか、防犯対策のカメ

ラ、今後の対応方向で、「防犯に対する情報や活動を幅広く広報することにより、防

犯に対する意識の向上につなげる。」これはいいんです。「また、防犯カメラの設置

等、犯罪防止の環境整備を努める。」とあるのですが、これは確かことしも駐車場に

対しての防犯カメラは確か設置２０何カ所でしたか、どこかあって。しましたとある

んですけど、何年か前でしたか、補助をいただいて一般の地域の道路等においても防

犯カメラの設置を補助率は忘れましたけど、ありましたね。 

 どうもこれを見ていたら駐車場に特定しているようですけど、一般道路って、そう
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いう今までやっていた、私は三津屋なんですけど、三津屋は確か３カ所設置させても

らいました、補助をいただいて。 

 実は、この前の町会長の会議のときも、高額のオレオレ詐欺が、実は三津屋で発生

しまして、話した中で防犯カメラというのも、もっと必要じゃないかなという話もあ

ったんですよ。ただ、つけようと思えばそれはピンからキリまであるでしょうけれど

も、２０万円近く、もっとかかるかもわかりませんね。あとのいろんな問題があった

中で、そういう補助的なことはもうないんですか。 

 あれで終わったんですか、３カ所で一般道路に関してのカメラの設置の補助という

のは終わったんでしょうか。それを前からちょっと聞きたかったんです。  

○石崎市民協働課長代理 

 防犯カメラは、もともと平成２６年度まで地域での補助ということでやらせていた

だいたんです。平成２７年度は、今おっしゃいましたように、駐車場の防犯カメラと

いうことで、２分の１補助ということでやらせていただきました。あのとき、設置の

応募いただいたのは１９台。 

○藤野委員 

 それは駐車場、限定ですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 平成２７年度は車上狙いとか車関連の犯罪がすごく多かったので、それに対する対

策ということでやらせていただいたんです。結局。 

○民野市民協働係長 

 ３０台。 

○石崎市民協働課長代理 

 ３０台の枠を設けたんですけどね、手を挙げられたのが１９台ということで、大分

余ったんですね。ですから、車を対象にした犯罪を抑止するために、ああいう形でや

らせていただいたんですけど、意外と手を挙げる方が少なかったんです。  
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 実は、先ほども申し上げたように、平成２４年度から道路のほうでそういうふうな

地域から要望、できたら補助事業として、もともとは２分の１だったんですけど、そ

のうち４分の３であったり、補助をさせていただいたんですけども、ここのところお

話を聞いていると、維持管理費が大変だというようなことも区政会議の中でよく耳に

していました。 

 どうしても、電柱への占有料がいったんです。 

○藤野委員 

 そういう問題はあるんですけどね。 

○石崎市民協働課長代理 

 一方で、カメラそのまま設置して置いておくだけじゃなくて、メンテナンスがなか

ったら、いざというときに機械が動いていないとか、そういうのがあって、それから

全市的になかなか負担が大変だというような声もあって、昨年２４区で調査をしたら、

そんな声があって、そういう意味でいいますと、平成２８年度、今年度なんですけれ

ども、今年度から我々淀川区でいいますと、区設置、区役所で設置をして、区役所で

メンテナンスをやっていくという方向にさせていただきました。 

 一方で、市民局のほうが平成２８年度から３年間、２８、２９、３０の３年間で全

部で１，０００台のカメラを。 

○藤野委員 

 それは市内ですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 市内です。そういうこともありまして、その分の幾らかは淀川区にも設置すること

になるんですけれども、そういう方向で、以前のような補助という形ではなくて、区

設置の管理という形で、今はそういう方向で進めさせていただくということで。  

○藤野委員 

 今、市全体の市民局の話はわかりましたけれども、それの何ぼかは全体に回ってく
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るでしょうけれども、区としたら独自には考えておられないということですね。  

○石崎市民協働課長代理 

 独自は平成２８年度は３０台、これは区が独自です。 

○藤野委員 

 それは場所的にはどうですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 警察とこれまで犯罪の実跡といったら嫌な言い方ですけど、発生した場所であると

か、犯罪があるだろうという、警察のほうの、いわゆる目で見たときに必要な場所と

いうことで、一応今３０台、それで調整しております。 

○藤野委員 

 それは場所的には地元の要望というのは別にないわけですな。市と区役所のほうが

調整してつけるということで。 

○石崎市民協働課長代理 

 警察と区役所の。 

○藤野委員 

 警察と区役所ですね。先ほど申しましたように、３カ所ついていますやん。結構警

察からの、要するに犯罪の使用で、結構見せてほしいという。 

 三津屋の３台の中でも結構あるんです。何回もあるんです。だから３台でも、結構

そういう後の利用というんですか、犯罪の後の、誰が通ったかという、警察のほうが

調べますので、結構いろんなこと、あとの利用価値というのはあるんじゃないかなと

思ったものですから。 

 今回、この前の話には出ていませんでしたけれども、夜中のひとり歩きで町会の中

で一つ犯罪が起きたんですよ。それは未遂に終わったんですけどね、未遂に終わって

そのときも警察のほうからここはカメラはありませんかと。いや、あそこはないんで

すわ、という話であって、結構いろんな形であとの利用は高い。いいことじゃないん
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ですよ。 

 カメラを見せてほしいと警察のほうから見せてくださいという話が来ているもので

すから、あれででとまったんかなと。最初の３台でとまったのかなというはなしをち

ょっとお聞きをしようと思った次第なんです。 

○石崎市民協働課長代理 

 もともとは平成２７年度駐車場に。平成２６年度に実を言いますと３区防犯という

ことで、いろんな防犯対策をやってきている中で、西淀川、淀川、東淀川で１００台

のカメラ。これも説明させていただいているんですけれども、その中で淀川区が４０

台、これも区設置の区管理ということでやらせていただいて。 

 その中で、今おっしゃったように、先ほども説明させていただきましたけれども、

実は平成２６年に６０件あったひったくりが平成２７年に、３１件に下がったんです

ね。半減したということを報告させていただいていますけれども、既にことしもすご

く減っているんです。 

 そういうのは今おっしゃったように地域でこれまでつけていた補助の中でつけてい

ただいたカメラ、あるいは我々のほうで３区防犯でつけたカメラ、それ以外もコンビ

ニさんとか個人でつけておられるカメラを、どうも警察が全部調査をしていて、そう

いう資料をもとにそういう犯罪の摘発に利用しているということですので、それであ

れば、そういうふうな、カメラも一種のネットワークということでやれば、逃走経路

でもそうですし、今おっしゃったように、よく犯罪が発生するような場所に重点的に

つけることによって、効果的なカメラ運用ができるかなというようなこともございま

して、その一角として大阪でもそういうふうなことでやっと腰を上げるというような

状況になっているわけなんです。 

 だから、今後はそういうふうな形で、地域の皆さんでやられてというのも確かにあ

るんですけれども、一方で、警察を中心にした防犯カメラのネットワーク、それには

単に我々の区の設置分だけではなくて、当然大阪市の分もありますし、地域にこれま
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でつけていただいたカメラもありますし、それから今民間がそういうコンビニなんか

でもつけていますけれども、そういうものも含めた防犯カメラのネットワークという

のが一番重要なのかなというのがあって、どちらかというと、そういう方向で、なお

かつカメラの可動が担保できるような状況で、カメラの設置を進めていきたいなとい

うことで今やっているところなんですけれども。 

○藤野委員 

 大体、わかりましたけど、結構効果は上がっているということだけ、僕らも地域も

感じていますので、あれだけいろんなことが起きたときに、ああ、効果があるんだな

ということの認識は、みんなだんだんしてきています。 

 また、最後なんですけど、お話しましたように、地域でつければ今言っているよう

に専用で置かれ、いろんな形でも結構負担とかいろいろありますので、ただ公的にい

って話の仕方としてしたときに、そういう補助をもらえるそういう形であれば、何と

か話もしやすいん違うかなという、ちょっとそういうふうに思ったものですから、ち

ょっと今の様子だけどうなっているのかなということでお聞きした次第です。  

 以上です。ありがとうございました。 

○横山議長 

 ありがとうございます。その他、防犯カメラについて何か御意見ございませんか。  

 この、警察と連携しながら常時、犯罪抑止を図る防犯カメラの設置というのを、区

としてもしっかりと進めていくと、そういうことですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 はい、そうです。 

○横山議長 

 わかりました。藤野さん、よろしいですか。 

○藤野委員 

 はい、いいです。 
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○横山議長 

 それでは、ほかに御意見ある方、いらっしゃいましたら挙手願います。 

 はい、森田委員お願いします。 

○森田委員 

 今、さっきおっしゃった防犯カメラは今年度３０台とおっしゃっていましたでしょ、

それは大体、何台ぐらい今まではついているんですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 駐車場も含めて、平成２７年度までに２４１台、市内ございます。駐車場は今申し

上げたように１９台ですので、２２０台ぐらいこれまで補助で地域のほうでつけてい

ただいた分であるとか、３区防犯で淀川区で４０台になるんですけども、そういうふ

うな内訳でやっています。 

○森田委員 

 今年度の３０台分はまだ、今進行中。 

○石崎市民協働課長代理 

 今、進行中です。 

○森田委員 

 それはそうですわな。年度途中やもんね。 

○石崎市民協働課長代理 

 警察のほうで、全部。実を言うと向こう３年間の設置場所全部、調査していただき

ました。その中に３０台を当て込むということでやっておりますので、それ以降あと

オール大阪でつける分もございます。 

 全部調査済ということで。ある程度調整できる状況にはなっております。 

○横山議長 

 ありがとうございます。そのほかに御意見ございませんですか。  

 せっかくですからいいですか。 
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 私も防犯のところなんですけれども、様式２の２ページの安まちメールと登録推進

についてなんです。 

 課題として「今後は大幅な登録者の増加は困難な状況となっている。」ということ

を課題に挙げられているんですけれども、今現状、まだ安まちメール、淀川区の情報

が欲しいと言う人が約８，５００件ぐらいらしいんです。淀川区の人口を考えたら１

７万人ですか。なので、こういう判断がどうなったらされるのかなと。まだまだ登録

していない人が圧倒的に多いわけですよね。 

 大幅な登録、困難な状況になったと思われた根拠って何かございますか。  

○石崎市民協働課長代理 

 登録が困難という、表現上そうなっているんですけれども、結局、何でもそうなん

ですけれども、一番最初ってすごく伸びるんですよね。特に今回、安まちメールなん

かでも、スマホとかそういうものですから、年齢層的にも広いものじゃなくて、ある

程度限定されるというのがあります。 

 それともう一つは、集計の仕方が引っ越しされたら消えるんです。で、また新たに

ということですから、入られても数字が伸びない、そういう状況になっているので、

こういう安まちメールのそこの入手の仕方というのがすごく限定される。そういう意

味でこういう表現を使わせていただいているだけで、確か困難というよりも、どちら

かというと伸びそのものの増加というのを、ちょっとこういう言葉で。 

○横山議長 

 区としてはもうちょっとふやしたいわけですよね。 

○石崎市民協働課長代理 

 もちろん、当然そうです。 

○横山議長 

 私も、青年部の防犯に入っていたりして、これを取り組みの一つの柱に掲げたんで

すよね。今３位と書いていますけれども、当時１位だったときあるはずなんですよ。
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それを維持しようということで。 

 何でそうしたかというと、犯罪の抑止力になると。淀川区はとにかく市内で安まち

メールの登録件数が飛び抜けて１位だと、となると警察から聞くと犯罪者の数は変わ

らないので、淀川区から犯罪者がいなくなって、ほかの区で犯罪を起こすと、こうい

うふうに聞いたので、それを掲げたわけですよね。 

 私もその活動を実際している中で、今おっしゃったように、高齢の方、スマホもし

くは普通の携帯でもできるんですけれども、登録の仕方が難しいということで、ＱＲ

コードをつくって、それでかざしたら登録できるよと。私も地域の地活なんかに出る

と、「横山さん、それもわからないからやってや」と。このように言われるわけです

よね。 

 多分、方法というのはたくさんあると思うんです。淀川区の転入出は多分大阪市内

一と聞いているので、転入のときに必ずそのキャンペーンを張るということで、多分

具体的な作戦を組んでいけば、その伸び悩んでいる数字はまた回復するんじゃないか

と思っていますので、今までのやり方だけではなくて、平成２８年度はもうちょっと

積極的な活動をしていただければ、この数は伸びてくると思いますので、青年部が思

っていたように、１位になって抑止力につながればいいなと思いますので、ちょっと

ぜひ取り組んでいただきたいと、そう思っています。 

○石崎市民協働課長代理 

 わかりました。 

○横山議長 

 済みません、その他。今の安まちメールの件でもいいですし。 

 はい、山本さん、お願いします。 

○山本委員 

 今の安まちメールのことなんですけれども、結局どういうふうにしたらいいか、私

も防犯のほうに入っていますので、青年部の方が始めたときに全部やってくださった



23 

んですよね。そういうのはわかっているんですけど、一般の人って、どうしてそんな

んするのとか、わからない方が結構多いと思うので、そういうのを発信していかない

とふえていかないと思うんですよ、減っていく一方だと思うんですけど。 

 何とか、普通の方にも皆さんにお知らせできるようなことがあったらいいんですけ

どね。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうですね。 

○横山議長 

 山本さんがおっしゃったように、なんで登録せなあかんというのが、どうもアナウ

ンス不足なんですよね。 

○山本委員 

 確かに安まちメールはほとんど毎日のように入ってきますよね、いろんなことが。  

○横山議長 

 私も警察の方に教えられたのは、どこでどんな犯罪が起こっているか知っておくこ

とが大切だと。子どもがおったらそこにあんまり行かせないとか、その時間帯は歩か

ないとかいうことにつながるそうなので、こういう話を本来すべきで、紙渡して登録

してくださいでは、多分なかなか。一歩前に進まなあきません。 

○石崎市民協働課長代理 

 確かに、いろんなところで説明なり、先ほどありましたけども、平成２７年度もや

っているんですけども、どう言ったらいいんですか、入り口で何かもうひとつ、拒否

反応的な部分があるようなので、今御意見いただきましたので、そういうのを参考に

しながら我々のほうも、そういう啓発の仕方というのを検討したいと思います。  

○横山議長 

 例えば、企業に行って、企業の従業員さんを淀川区で仕事をするわけですから、そ

ういう人たちも対象になると思うんですよ、住民だけじゃなくて。例えば企業に区の
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職員が行ってされるとか、我々コミュニティ・アイの企業の中でもやりましたし、そ

ういうことで数の伸びしろってまだあると思いますし、例えば学生さんとかね。  

 団体相手にそういう講習をされた中で、必ず安まちメールの登録をしてもらって、

本間やったら何か特典があればいいんですけどね。ヤクルトプレゼントとか。  

○石崎市民協働課長代理 

 先ほど３位で、いや１位やったとおっしゃった。これは参考に言いますと、区でい

うと３位なんですよ、北区とか中央区がある。警察でいうと淀川区が１番なんですよ。 

○横山議長 

 なるほど、そういうことね。管轄の署でいうたら。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうです。だから、恐らく警察はそれほど積極的にやっていませんので、それなり

に成果は出ているというふうに考えています。 

○横山議長 

 区民には１位と言っちゃったほうがいいと思うんですよね、うそじゃないので。 

○石崎市民協働課長代理 

 一応、言ったことはあったんです。アップしたこともあったんですけれど。 

○横山議長 

 それでは、その他御意見ありましたら挙手願います。 

 はい、一丸さん、お願いします。 

○一丸委員 

 私は登録はしていないんですけど、私の知っている友達の友達の人が言ってはった

んですけどね、犯罪が起きたら、どこそこで犯罪が起きたという通知が来るわけです

よね。また、３０分後に犯人はそっちのほうに逃走しているとかいって、その事件が

落ちつくまでしょっちゅう入ってきてね、だんだん自分の地域の離れたところで犯罪

が起きて、また離れたところに犯人が逃げていって、最終的には後日捕まったとかい
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うことで入ってくる。 

 仕事場ではしょっちゅう見られへんので、たまに休みの時間に、お昼とか３時とか

にチェックしたら、どどどっと入っていて、また帰る時間に５時過ぎて見たら、その

関連でようけ入ってきていて、最後言いはったのは、「あれ、ほんまに見てたらノイ

ローゼになる」と。警察のほうが発信してはるんかもわかりませんけど、ちょっとそ

の辺のときですると、その方が言われたように、ノイローゼになると言いはったので、

しょっちゅうそれとにらめっこしたりする機会が多くなって。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうですね、情報って難しいですね。情報のボリュームが余り多過ぎても負担にな

りますし。 

○一丸委員 

 結局その方は安まちメールをやめはりましたけどね。 

○石崎市民協働課長代理 

 ああ、そうなんですか。確かに情報は難しいんです。だから、必要とされる方がい

ろんな種類、と言ったらおかしいけど、多種多様ですから。 

 おっしゃっていることはわかりますので、警察のほうにもお伝えしておきます。  

○横山議長 

 ありがとうございました。森田さん、お願いします。 

○森田委員 

 これは、もう１点。防犯のことの中で、今ナイトランとか何か、やってくれていま

すやん。ああいうやつは書いていますか。小さい字で僕よく読まれへん。 

○石崎市民協働課長代理 

 平成２７年度はゼロです。 

○森田委員 

 平成２７年度はやっていなかったんですか。いや、やっていましたでしょ。 
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○石崎市民協働課長代理 

 淀川区は上げたんですけれども、結局時間的にあわなくて。申しわけないですけど。  

○森田委員 

 やっているけど。そうですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 淀川警察署が青年商工会で。 

○横山議長 

 青年部ですね。 

○森田委員 

 防犯の青年部が。あっちのほうで先に行ったから、こっちのほうでは。  

○石崎市民協働課長代理 

 いえ。というか、そこに淀川区も参加、区の職員が参加してやるということでした

んですけども、結局夜の１０時とか、全員が出るわけでもないので、時間的な調整が

ちょっと。非常に申しわけないですけど。 

○横山議長 

 区としては取り組まなかったという意味ですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 そういうことです。今は取り組んでいません。それを上げてはいません。 

○森田委員 

 数字には出てきてないけど、やっていたと。やっていたけど数字には出てきていな

い、だから報告するのが間に合わなかったということだけでしょ。  

○石崎市民協働課長代理 

 目標には上げたんです。上げたんですけど、実際淀川区が参加しなかった。 

○森田委員 

 区独自ではやっていませんの。 
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○石崎市民協働課長代理 

 区独自じゃないです、あれは警察署と青年防犯協会。 

○森田委員 

 防犯協会でやっていても、区でやってるん違いますの、警察も区も一緒違いますの。  

○石崎市民協働課長代理 

 違います。そこに区が参加してというふうに考えていました。 

○横山議長 

 でも、平成２７年度は区長も参加されていませんでしたか。 

○石崎市民協働課長代理 

 平成２６年。 

○民野市民協働係長 

 平成２７年度は参加していないです、平成２６年度は確かに参加しました。 

○横山議長 

 テレビにも取り上げられて、それなりには。メジャーになりましたよね。  

○石崎市民協働課長代理 

 １回取り上げたと、警察のほうから聞いております。 

○横山議長 

 どこかの学生さんもね、一緒に参加して。 

○石崎市民協働課長代理 

 １０時から１１時ですかね。 

○横山議長 

 よろしいですか。それでは、ほかに御意見。 

 防犯ばっかりですから、防災もしくは地域福祉で何かございませんですか。  

○森田委員 

 防災の備蓄物資は、どういう基準で置いているの。住民何人に何ぼとか、そういう
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あれですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 どの品物が住民に何ぼということではなくて、３４万人分オール大阪で。オール大

阪で３４万人分の備蓄物資を、要するに危機管理室という、オール大阪で準備してい

るんです。それを各２４区の災害時避難場所、避難所ですね。避難所に置くのと、あ

と六つの拠点、大阪市の拠点がありまして、その一つにここも入っているんかな。入

っているんですけど、そういうもので、危機管理室が分散配布をしているというよう

なものなんです。 

○森田委員 

 うちの淀川区の中で、避難場所といったら、各学校とかありますやろ、そこら辺の

配布の数の配分は淀川区で決めてはりますのやろ。 

○石崎市民協働課長代理 

 決めています。決めていますけど、一応基準ではそこに想定避難人数に応じて、そ

れではやっています。 

○森田委員 

 それで把握している。 

○石崎市民協働課長代理 

 はい、そういうことです。 

○山本委員 

 アルファ米とか期限がありますよね。そういうのは、うちも防災訓練のときに一応

見ているんですけれども、もうすぐ期限の切れるのがありますよね、いろいろと。そ

ういうのは地域のほうで把握しないとだめなんですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 いえいえ、我々が把握しています。ですから、例えば期限切れになる半年ぐらい前

から訓練なんかで使っていただいたりしているんですけれども、なかなかそういうも
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のもございます。 

 ある避難所なんかでいうと、期限が切れているものがあったりして、それは更新と

いうことで準備もしていますので。 

○横山議長 

 防災関係で何かその他御意見はございませんか。 

 よろしいですか。防災のところで、全てにおいてなんでしょうけれども、課題と今

後の対応方向が、例えば様式２－２ですと防災対策、「防災について興味をもってい

る方は、積極的に取得しようとしているが、興味をもっていなかった方に対する啓発

が課題である」と。今後の対応方向が、「防災に関する情報を積極的に取得するよう

引き続き啓発する」と。その下も似たようなことなんですよね。知られていないこと

に対して広く周知すると。ちょっと具体性に欠けているような気がするので、この辺

何か。 

 今回であればラインでヨドネルの件が非常に新聞紙面を騒がせたりとか、具体的な

方法論と時代にマッチしたような周知徹底をされたのを私はすごいなと思ったんです

けども、なにかそういう具体的なことがないと、頑張りましょうみたいなことにしか

とれないような気はするんですけれども、何が方策はお考えでしょうか。  

○石崎市民協働課長代理 

 この３月から、大阪市の防災アプリというのを発信しています。従来なかったんで

すけれども。従来はどちらかというと民間のアプリを使って我々発信したんですけど

もボリューム感というか全国地域でやっている民間ですから、淀川区のボリュームっ

てものすごく少ないんですね。 

 それに対して、今申し上げたように、３月から大阪市の防災アプリというのをアッ

プしていますので、それの普及にホームページあるいはチラシ等で啓発しているとこ

ろです。 

○横山議長 
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 私も今知ったところで、済みません勉強不足で。というぐらい余り周知されていな

いような気がします。 

 これはどこか設置しているとかそういうことですか、このチラシ自体を。  

○石崎市民協働課長代理 

 例えば、いろんなキャンペーンとか、そういう。この間もあさがお市を新大阪でや

られましたけれども、そういうところで先ほどおっしゃった備蓄物資の期限切れにな

る、ちょっと前の分も一緒にセットでお配りしたりしています。 

 結構、登録されているんです。若い方、４０歳までの方は声をかけさせていただい

たら、やっているよというのが結構多かったですね。 

○横山議長 

 さっきも冗談半分に言ったんですけれども、こういうのに対してキャンペーンを張

って粗品を配るとか、そういうことは行政としては難しいですか。登録してくれたら

こうみたいな。 

○石崎市民協働課長代理 

 粗品というか先ほど申し上げたように、一つの啓発として今回も、今、いろいろ計

画をしているんですけれども、訓練のときに備蓄物資の一部をお配りするとか。 

 単に何か物をお渡しするというときには、「防災」というキーワードの中で、そう

いう活動はしていきたいなというふうに考えています。 

○横山議長 

 いついつまでに何件とかいう目標も立ててですか、そこまでは。 

○石崎市民協働課長代理 

 今は、淀川区としては、そこまではやっていません。 

○横山議長 

 わかりました。 

○石崎市民協働課長代理 
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 これ、もしよければ１回やってみてください。単に防災だけでなくて、このアプリ

の、右下ですね、いざというときの「防災・防犯ふえ」となっているんですけれども、

これは防犯でも使える、笛が鳴るようになっています。 

○横山議長 

 その他、御意見いかがでしょうか。こちらの台本には２０時２５分まで十分時間が

ございますので。地域福祉のところでいかがでしょうか。 

○藤野委員 

 そうしたら済みません、地域福祉の推進のところで、上から２段目の課題で、平成

２７年度の区民モニターの結果、地域福祉活動に参加したことがある方の割合は３６．

２％だったと。しかし、機会があれば参加したい割合は５１．７％、参加したいがで

きない割合は２５．５％、あわせてこうこう、いろいろありますけれども、このモニ

ターというのは何人ぐらいの。 

 というのは、自分のところにすぐ合わせるんですが、自分のところで防災訓練をや

ったときに、いつもこのぐらいしか出てきてくれない、それが一番の悩みなんですけ

れども。 

 そこが３６．２％、全体のその中で割合が４割近くの人は参加したとかあるんでし

ょうけれども、どういうモニターの仕方なんですか、これは。 

 結構、現実は厳しいですよ。現実に防災訓練をやっても、本当に出てくる人は毎回

決まっていて、いろいろ努力はするんですけどふえない。よその地域は知りませんよ。

自分の地域のことの話なんですけどね。なかなかどういうふうに普及をしていったら

いいのかと、本当の悩みなんですけれども、出てくる人はいつも一緒でほかの方もな

かなか、そういうチラシ等で啓発は毎回やっているんですけれども、なかなか足を、

すぐ近くなんですけど足を運んでくれないという悩みが、それだけがずっと悩みなん

ですけど。 

 どういうふうなモニターをしてはったのか。どういうふうに今後していったらいい
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のかなというのをちょっと悩んでおるんです。行政のほうとして、どういう啓発活動

をしていかれるのかなというのを、ちょっと何かあれば教えていただきたいなと思っ

ているんです。 

○嶌岡保健福祉課長 

 区民モニターなんですけれども、これは地域の担い手の方に手を挙げてもらったわ

けではなくて、御自分が多分区民モニターになりたいと手を挙げた方なんです。担当

は政策企画なので、西課長のほうが詳しいかもしれませんが、今は手を挙げた方だけ

ですかね。 

○西政策企画課長 

 去年と今年はやり方が変わって。去年はモニターになってください、で、なります、

というてくださった人に送った返答だったんです。ちょっと母数が何人やったかちょ

っと数字が。ただ、そんなたくさんの数字じゃなかったとは。今年度は無作為抽出し

た、１，５００人だったと思うんです。 

○藤野委員 

 それの割合が３６．２％。 

○西政策企画課長 

 去年は１，５００人じゃないです、もうちょっと数は少なかったと。人数は覚えて

ないですけど。あんまり人数は重ならへんかったので、今年度からずっとモニターの

アンケートのとり方はちょっと変えているんですけども。 

 去年が何人だったかちょっと、手元に資料なくて記憶がないんですけれども、そん

なに多分母数はたくさんなかったかとは思いますけど。けれども、一般のというと言

葉はあれなんですけど、地域活動をしている方、そういう方じゃなくて、無作為にお

願いして。 

○藤野委員 

 それでも高いですわね、これ。機会があれば参加したいと、５割の方が言ってはる
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んやから。すごいなと思って。 

○嶌岡保健福祉課長 

 区民モニターになりたいという方は既に関心がおありじゃないかと思うんですね。 

○藤野委員 

 そういう意識があるんですね。と思います。 

○嶌岡保健福祉課長 

 いろんなことにアンテナを張っておられた方がいらっしゃったからこういう結果に

なったのかなと。だから、無作為抽出になったとしたら、ちょっとどうなるのかなと

いうのがまた気なるところなんですけれども。 

○藤野委員 

 えらい高いなと思って、それだけがね。 

○西政策企画課長 

 モニターの数が、平成２７年度が、２３３名ですね。ね。 

○藤野委員 

 ２３３名がモニターですか。 

○西政策企画課長 

 そのうち回答が１４９名。 

○藤野委員 

 先ほどおっしゃったように、興味のある方で５割ですわな。もし何かあったときに

は本当に肌寒い思いがするんですよ。現実、毎年毎年やっても、努力が足りないのか

わかりませんけど、出てくる人は本当に少ない人なので、どうかなというときはちょ

っと何か手を打たないと、このままでは本当に今の状態が続くんじゃなかろうかとい

う、ちょっとそういう懸念はしていますね。実際現場としましたら。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですね、なかなか担い手の発掘というのは、こういう福祉活動だけではなくて、
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地域活動の担い手の発掘とも同じレベルだと思っているんですね。そういう意味では、

大きなところでまちづくりセンターや市民協働課とも連携しながら、どんな対策を立

てていったらいいのか考えないといけないと思いますし、あと福祉という分野では区

の社会福祉協議会が地域に入っていろんな活動や実践をしていますので、そういった

ところと連携して進めていかなければならないなと思っているんです。 

 今、行っているのは、いろいろな団体のところにまず現に活動されている方のとこ

ろにビジョンのことの啓発とかをさせていただいていたり、それから各地域で福祉計

画を立てようという動きがあるんです。これは三津屋と野中で去年リーフレットをつ

くられて活動を紹介されていますよね。ああいったところになかなか私たちが入り込

めなかったので、ことしは社協と一緒にそういうのを進めておられる地域に入り込ん

で、その方が地域で発信していけるように、働きかけていきたいなと思っているとこ

ろなんです。 

 今、要援護者の見守りネットワーク強化事業で、要援護者と支援者とのマッチング

作業というのを、やっと取りかかり始めたところなんですけれども、これも本当に地

域によって温度差がありますので、なかなかうまく進んでいない地域もあるんですけ

れども、そういったところで日ごろからの見守りにつないでいきたいなと思っている

んです、災害があったときだけではなくて。 

 日ごろから見守りをするということは、福祉の活動にも関心がある方が、マッチン

グしている方を支援するというだけじゃなくて、地域の福祉活動にも関心が向いてい

くように、そういうふうに輪が広がっていけば、淀川区の福祉ビジョンの「おせっか

い宣言共和国」というのをそういうフレーズでやっているんですけれども、そういう

おせっかいの輪が広がっていくように、この要援護者と支援者との関係もベースにし

ながら少しずつでも、とは思っているところなんですけれども、なかなか急ぐことも

できずに苦労しているところですので、今おっしゃったように地域の方の悩みと区の

悩みも本当に同じですので、何かいいお知恵があったらぜひ教えていただきたいなと。  
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○藤野委員 

 こっちが教えてほしいです。今お話があったけれども、実は、ネットワークと要支

援者と、これも僕も最初から町会長をやっているものですから、一応かんでいるんで

す、ネットワーク。一番最初の要援護者と、次、市のほうから。 

 要するに本人が自分で言わない人は市のほうから紹介をもたれた方とか、そういう

方の名簿をいただいて、それの要援護者、援護者の名簿をつくって、ネットワークの

ほうでやっておられるのも実は知ってるんです。 

 ただ、なかなかそれが実際災害になったときに、どこまでできるかと、非常に不安

感はもっているんです。名簿ではできても、実際現場でそういう事態が起きたときに

どうなるのかと。というのは、先ほど言ったように防災訓練をやったときのさっきの

話なんですよ。健常者であってもそんな状態なんです。 

 それを今言ったように要援護者とその方たちを今度どうするのかとなったときに、

もっと不安が広がってくるのが、実は今抱えている現状なんです。  

 それをどう。それは何回も何回もいろんなことを形にしながら前へ進めていかない

と一気にはできないと思いますけど、なかなかそこが難しいなと思って、自分では思

っていますね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 おっしゃっているように、災害がいつ起こるかと、本当にわかりませんので、時間

帯にもよると思うんですね。休日なのか平日なのか、昼間なのか夜なのか、それを考

えると本当に大変なことだと思います。 

 ですので、１対１ということでは、なかなか限界があるかもしれませんで、マッチ

ングというか複数での見守りというふうになっていかないと。 

 １対１で決めていても、その方が本当にそこにおられるのか、でも、もし御家族が

けがをされたら、まず御家族の救助に向かわれるでしょうし、そういう意味で例えば

三津屋でも各地域でもそうですが、中学生の力などを本当に活用して、いざというと
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きは昼間の平日であれば、そういったマンパワーも活用しながらというような、ちょ

っと多角的にやっていかないと、要援護者と支援者をマッチングしたからそれで解決

だとはとても、私たちも思えない状況です。 

○藤野委員 

 僕らも思っています。 

○嶌岡保健福祉課長 

 ただ、日ごろからそういう人がいてるということを知っていて動くのと、全くわか

らずにやみくもにやるのとでは、全然意味が違うと思いますので、そういう意味では

日ごろからどこにどんな人がいてて、こんな援助が必要だなというのを思っておくと

いうことは大事じゃないかなとは思っていますので、またよろしくお願いいたします。  

○藤野委員 

 それは私たちも思っていますので。なかなか前に進まんだけで。 

○横山議長 

 ありがとうございます。地域福祉について、その他いかがでしょうか。 

○一丸委員 

 よろしいですか。先ほどのお話と同じなんですけれども、私の地域住民のマップづ

くりとか要支援者の名簿おとしたりね、いろいろしている中で、作業している者が、

そういう地域福祉の関連部分がやっていて、いざ災害時には私らも地域福祉に参加し

ているので、行けるかという部分が。 

 そういう元気な人はとりあえず小学校なり避難所のほうへ行って開設に半日なり１

日とられますから。実際、多分待ってはる方のほうに手が回らないと思いますね。 

 あと、防犯、防災いろいろおられるんですけどね、その方の話を聞くと、そこまで

手が回らんというので。実際会ってみないとわかりませんけれども、はっきりいった

ら今の段階では絵にかいた餅だと思います。 

○嶌岡保健福祉課長 
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 確かに、おっしゃっているように大変難しい問題だということはよくわかっていま

して、本当に災害の規模によっては、今おっしゃったようにまず大勢の人を救わない

かんということで、避難所を開設するということに、皆さんが地域の方がそちらのほ

うに向かわれるということも十分考えられますので、その辺をどうしたらいいのかと

いうのは、私たちもなかなかこれといった解決策が見つからない状況ですけれども、

先ほども申しましたように、地域でどんな人がいてて、要援護者といいましても御家

族がいる方もいらっしゃいますし。 

○一丸委員 

 高齢者が多いんでね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですか、お一人の方がね、足腰がなかなか御不自由な方が多いですか。  

 そういった場合って、なかなか厳しいですよね。 

 役員の方ももちろん助けていただいたらありがたいですけれども、役員以外の方で

も地域にはきっと何人もいらっしゃると思うので、そのあたりがチームとしてという

ことになるんでしょうかね。そのあたりは私も悩むところなんですけれども。１対１

ということには限界も。 

 先ほど申しましたように、大きな規模であれば到底難しいんじゃないかなというこ

とは感じているところです。 

○横山議長 

 一丸委員、よろしいですか。そのほかどうでしょう。平成２８年度についての予算

の組み方とか、その辺も、もし御意見ありましたらこんなもんに予算使ってやとか、

これは使い過ぎ違うかというふうなことも、ここで議論していいわけですよね。  

 もし、そういうのもあればぜひ御意見いただきたいなと思いますので。もう１枚の

平成２８年度淀川区運営方針、平成２７年度を受けてでしょうけれども、具体的な予

算額も書いていますので。 
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 きょうは、先ほど区民センターで島田洋七さんの「認知症の方も優しい地域づく

り」でしたっけ。というテーマで、私もきょう聞いてきたんですけれども、非常にお

もしろくて、私が受け取ったのは笑って過ごせば全て解決みたいな、そんな話だった

んですけれども、この予算の中というか認知症の方、ここにデータも書いています。  

 行方不明者がどうやとか、淀川区の認知症の方に対する取り組みが以前から私も話

をさせてもらっているんですけれども、なかなか見えてこないというか認知症の、私、

キャラバンメイトなんですけれども、そのキャラバンメイト連絡会とかも、なかなか

ほかの区では活発に月１回開催されたりするんですけれども、淀川区では何となくそ

の動きも見えてこないし、認知症の方は講演会をやっていますけれども切り捨てられ

たん違うかと、そんな思いもあるんですけれども、その辺は平成２８年度何か取り組

みの案としてはお持ちですか。 

○辰巳保健副主幹 

 認知症への取り組みということで、特別に取り出して運営方針に上げているという

わけではないんですけれども、認知症の支援チームということで、医師会のほうとか

包括支援センターと区役所のほうでの顔の見える関係機関の関係づくりというところ

をやっていまして、それの支援者側になる方たちになるんですけれども、民生委員の

方なども入っていてだいての講演会をしたりとか、あと関係者の中での研修会をして

いくということも一つ行われております。 

 それから、ことし平成２８年度からなんですけれども、４月から認知症の初期集中

チームということで、「オレンジチーム」というのができました。もしかするとまだ

御存じない方もおられるかなと思うんですけれども。 

 実際認知症かどうかということがまだわからないような、医療機関での診断がつい

ていないけれども、疑いがあるかなというような方で、御家族の方だったりとか、御

本人さんがまず最初どうしたらいいのかなというような、わからないような方につい

ての診断から初期の６カ月ぐらいの間でご本人の状況について検討していくチームと
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いうのができまして、それが２４区で大阪市が各区で委託事業所に事業を委託してい

るんですけれども、淀川区の場合はミード宮原センターのほうに事業委託をしており

まして、この４月から徐々に活動を始めていて、去年相談件数も大分ふえてきている

ようなところです。 

 そういった取り組みをしているところなんですけれども、あと見守りのネットワー

ク強化事業を昨年度、平成２７年度から始まっていますけれども、そのネットワーク

事業の中には、皆さんの地域の中で要援護者の名簿で地域の見守り体制をつくってい

るのが機能１というところになります。 

 要援護者の見守りネットワーク事業の中には、三つほど大きな機能があるんですけ

れども、その三つ目の機能が認知症等の徘回高齢者の見守りというところで、これも

徐々に昨年の１１月、１２月ぐらいから具体的な活動が始まってきているわけなんで

すけれども、メールとかファクス等を認知症の徘回等されている方、事前に登録をし

ておいていただいて、そういった方が徘回されるような状況が出てくると、警察等協

力登録をしていただいている機関の方々に早く発見をしていただいて、少しでも皆さ

んの中の御協力で早く見つかっていくようにというような取り組みもスタートしてい

るところです。 

 ここも登録中だったりとか、協力機関については今、少しずつ伸びてきているかな

ということで、まだまだですので、これからも広報しながら協力者の方、登録書の方

をふやしていくという状況になっています。 

○横山議長 

 しっかりと対応いただけるということですね。 

○辰巳保健副主幹 

 そうですね、今新しい事業が始まって、対応していっているところです。  

○横山議長 

 せっかくですから認知症サポーターの研修なんかも、とにかく至るところでやって
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いただいて、そういうことがふえていけば周りにもそう見えていいまちという、多分

印象もできると思いますので、ぜひ。 

○辰巳保健副主幹 

 認知症サポーターの講座については、区社協のほうが中心になって、講座をしてい

ってくれていますので、それ以外のこういった取り組みも淀川区の社会福祉協議会と

保健福祉のほうはさらに連携を深めながら進んでいけたらなというふうに思っていま

す。 

○横山議長 

 わかりました、ありがとうございます。 

○石崎市民協働課長代理 

 ちょっと、先ほどの御質問の横山議長のほうからいただきました大阪市の防災アプ

リの目標設定ですけれども、平成２８年度の資料５なんですが、２ページをごらんい

ただきたいのですが、下のほうに、具体的取組１－１－１というのがあって、区民の

防災意識の向上の中で、業績目標でインスト－ルした区民の割合１０％以上、区民モ

ニターでまた上げさせていただきたいと思います。 

 ちょっと目標は小さいんですけれども、今は１年目ということで。 

○横山議長 

 区民の割合は人口の割合ということですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 区民の割合は、一応区民の割合と申し上げても結局区民モニターで何割の方が。  

○横山議長 

 １００人おったら１０人登録していればということですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 そういうことです。１年目ということで、ちょっと目標は低いほうでやらせていた

だきます。一応そういう形で、先ほどの回答については修正させてください。  
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○横山議長 

 はい、わかりました。その他、いかがでしょうか。 

 事前にいただいていた意見についての防災スピーカーとか詐欺被害の防止について

のところでの回答には、これで御納得いただけましたですか。 

○藤野委員 

 できないと書いてあるんで、しないと書いてあるので、言うても無駄でしょう。 

○森田委員 

 防災関係で、どこの地域でも防災訓練をやってはると思いますけれども、今中学校

が防災リーダー、今６中学が淀川区であるけれども、ほとんどのところがやってはる

と思います。 

 昼の災害時だったら、皆さんサラリーマンの家庭が多かったら、みんな出ていって

いてはらへんし、中学生が一番力になると思います。また、中学校で覚えたら、高校、

成人になっても、ずっと意識はあると思いますので、中学生防災リーダーという、つ

くる人数をもっとふやしていただいて、より強力なメンバーをつくっていただいたら

なと。それは地域と連携してでもやってくれますので、そこは役所と中学校と連携し

てやっていただいたらどうかいなと思います。 

○石崎市民協働課長代理 

 中学生の防災リーダー、６校のうち３校。３校で結成しているということです。 

○横山議長 

 ちなみにどこですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 三津屋、東三国、宮原ですか。 

○藤野委員 

 美津島。 

○石崎市民協働課長代理 
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 美津島、ごめんなさい。美津島です。 

○森田委員 

 なら四つや。 

○藤野委員 

 三津屋と加島とが二つの連合で美津島中学校。 

○森田委員 

 美津島、新東。 

○石崎市民協働課長代理 

 違いました。美津島、東三国、三国。結成されたときに、我々のほうからヘルメッ

トを支給させていただいて、学校のほうにお伺いして校長先生だったり教頭先生とお

話ししたんですけど、学校は学校なりの教育方針、教育の一環として防災リーダーを

募ったという言い方なんです。 

 だから、それを結成したというよりも、そういうふうな取り組みに賛同される生徒

さんをそういう位置づけにして、地域との対話というかそういうことを目標にやられ

ているということなので。 

 おっしゃるように確かに昼間地域におられる、働きに行かれているということを前

提に考えたときに、その地域に残っている一番の男手の年長者というのが中学生、こ

れは淀川区だけじゃなくて、よそでもそういう形で中学生が中心になってやっている

んですけど。ただ、学校としてはそういう危険なところに子どもさんをつかすわけに

はいかんというのも一方であるようで、非常に難しいところがあるんです。  

 我々としては、そういう方も当然、将来の担い手としては非常に重要ですので、そ

こは大事にしていきたい。一方で、地域の方々が昼間はおられないんですけれども、

入ってこられる方がおられるんですね。事業所の従業員さんとか、社員さんとかがお

られますので、今どちらかというと、そういう地域の方々と企業さんとの交流をして

いただけるように、今試験的といったら言い方悪いんですけれども、試行的に西中島
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のほうで防災計画の策定に当たって、地域の企業さんも入っていただいて、今やって

おりますので、そういう中でも企業さんのほうから逆に地域と交流を図りたいという

ようなことも強く要望されておりますので、そういう輪をできるだけ広げていく、昼

間足らない部分については、そういうところから協力いただけるような、そういう輪

を広げていきたいなと思ってやっています。 

 当然、中学生の防災リーダーにも将来的には期待するところは多くあるんですけれ

ども、そういう取り組みも行っておりますので、一応紹介だけさせていただきたいと

思います。 

○横山議長 

 学校の考えということは、結局、校長先生がするかしないかという判断ですか、最

後は。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうです。 

○横山議長 

 なら、校長先生がかわったらそこも考え方は変わってくるわけですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 ちょっとわかりません。 

○横山議長 

 わからないですか。行政としては余り入り込めない分野ということですね、そこに

ついては。こうしなさい、ああしなさいというわけには。 

○石崎市民協働課長代理 

 教育部分ですので。依頼とは言いませんけれども、我々ができること、そういうふ

うにモチベーションを上げるためにヘルメットとかそういうのも支給しているわけな

んですけれども、そういう取り組みは継続して行いながら、一方で学校に任せていき

たいというふうに考えています。 
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 ただ、大阪市全体は防災教育ということで取り組みを始めていますので、そういう

形で次々とそういう防災リーダー、名前はどうかわかりませんけれども、そういう防

災意識に対する教育というのは、これからまた後も出てくるかと思いますけれども、

一応そんな状況です。 

○横山議長 

 あと３校を引っ張り出そうと思うと、今の３校の校長先生がいいことをやっている

よとか、そういうのを伝えて何とかということ。校長会になるわけですね。 

○石崎市民協働課長代理 

 引っ張り出すということじゃなくて、やられているんですよ。ほかの３校も。ただ、

一番最初に申し上げた、防災リーダーを結成したというのは３校だけなんです。  

○横山議長 

 そういうことですか、なるほど。 

○石崎市民協働課長代理 

 防災教育という一貫の中で、いろんな取り組みをやられているのは違いないです。 

○横山議長 

 やってはるんですね。 

○森田委員 

 リーダーと設定はしていないけども、個々に教育はやってはる。 

○石崎市民協働課長代理 

 やっておられます。 

○横山議長 

 いざとなって活躍してくれたらそれでいいわけですからね、別に名前がついていよ

うがついていまいが。 

○石崎市民協働課長代理 

 だから、防災意識が向上すれば、当然何かあったときには手を挙げられると思いま
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すので、期待したいと思います。 

○横山議長 

 なるほど、高校も同じくですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 高校はちょっと済みません、我々のほうでは情報は入っていないです。 

○横山議長 

 はい、わかりました。その他、副議長から何か。皆さんにぜひ。  

○姫野副議長 

 福祉のほうで、地域で要援護者のリストアップというか、やっているんですけれど

も、なかなか、特にマンションなんかも難しいところがあって、ここで見ますと、大

阪市ですか、把握している数は１２万とかなっておるんですけれども、実際の数は七

千幾らというようなことになっていまして、大きな差があるんですけれども、会社で

も地域でもなかなか十分把握し切れていないと。 

 役員さんがみんな高齢者が多くて、なかなか若い人が少ないもので、実際、いざと

いうときに活躍できるのかどうかというようなこともあるんですけれども、その辺、

ほかの地域さんはどのような把握の仕方、対応の仕方をしているのかなと思うんです

けれども。 

 特に、私どもの地域はほかの地域と比べて、温度というか取り組みに差があるよう

に思うんですけれども、そこら辺の何か指導というかその辺も含めてどうですか。  

○辰巳保健副主幹 

 各地域で取り組みについては、課題を抱えておられるということをお聞きしていま

す。名簿を提供させていただいて、同意書なんかも見守り相談室に委託しているわけ

なんですけれども、区社協の。そこを各地域の調査員さん、各地域からお一人ずつ出

ていただいていますので、調査員さんと地域の状況によって、町会長さんだったり、

民生委員さんだったり、女性会だったりということで、それぞれ地域の事情に合わせ
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ながら同意の確認方法もしていただいたりというところなんですけれども。 

 一応見守り相談室のほうからも声掛けをさせていただきながら、地域のほうの実施

できる時期ということで、年に１回は必ずワークショップのほうをさせていただきた

いなというところで、地域で行うワークショップのときに、名簿のほうの新しく更新

するようなことだったりとか、地域のほうで見守っていただける方等の支援体制をつ

くっていくというところで、まだまだなんですけれども地域の方の御協力をいただき

ながら進めていくというところなんです。 

 なかなか行政のほうも十分去年は入り切れていませんでしたので、区の社協による

相談室のほうと行政のほうも入り込みながら、どんなふうな課題をもっておられるか

ということも一緒に感じながら考えていきたいなというふうに思っています。  

 なので、ちょっと地域でかなり取り組みの状況は異なってくるかなと思っています。  

○横山議長 

 要援護者の件なんですけれども、ちょっと私も地域で実際に集められたりされてい

る人の声として、「更新とか保管も、わしらやるの、たまらんな」という話を聞いた

ことがあるんですけれども、ちょっと不勉強のままなんですけれども、その辺は実際、

この名簿とか更新というのは、地域が担ってやっているものですか、今現状。 

○辰巳保健副主幹 

 本来はもともと地域のほうで要援護者の取り組みを進めていただいているかなと思

うんです。そこに平成２７年度に新しく大阪市のほうで要援護者の見守りネットワー

ク強化事業というのを事業化をしたというところで２４区、どこの区も区の社会福祉

協議会のほうにこれを進めていくというところでは事業委託をしているんですね。  

 その中で、行政が持っている要援護に値するような方の情報がありますので、その

情報が今まで地域のほうにはお渡しすることができていなかったという声も地域の方

にこんな方がおられるのに、なかなか個人情報等の問題もあって、お渡しできていな

かったというところがあったんですけれども、この事業が始まったということで、同
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意確認を、御本人さんの同意確認が要るんですけれども、同意を得られた方について

は要援護に値するような高齢者、障がい者、難病なんかを抱えておられる、行政が持

っている情報を同意確認するところで、同意していただいた方たちに、地域の方たち

の見守りの対象の中に入れていただいて、少しでも見守りを日ごろからつながってい

っていただいて、それが災害の中で役に立っていければなというふうに、取り組みに

なっていくと思うんです。 

 ですので、できる範囲で災害等のときには協力していっていただけたらなというこ

とになってくるかと思います。 

 先ほどからいろいろと現実どうかなという御意見が本当にでてくるのは、大変な取

り組みになってくるところはあるかなと思うんですけれども、完璧というところが本

当に難しい問題で。 

○横山議長 

 地域におりてきた名簿の保管、管理の責任はどこにあるんですか。 

○辰巳保健副主幹 

 一応、地域の代表、地活協のほうと個人情報のほうは協定を結ばせていただいてい

ると思いますので、あと管理体制は名簿のほうをいただいておりまして、その地域の

中で名簿の管理体制をもっていただける範囲で名簿のほうを確認していただいて、更

新の時期にまた差し替えをしていくというふうな形になっていっております。 

 昨年から始まったところですので、これからそのあたりを進めていくところになっ

ていくかなと思っています。 

○横山議長 

 はい、ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。 

 今まで話題に出ていませんけれども、さっきの高齢者の詐欺の云々とか、被害総額

を見ると１，２００万円でしたっけ。それなりに大きな額なんですか、ほかと比べて

もね。 



48 

○石崎市民協働課長代理 

 そうですね、大きいですね。 

○横山議長 

 この辺で、実際かかってきたよとか。何かこんな対策ないのとか、もしあれば。す

ごい進化もしているようですからね、かけるほうも。 

 はい、どうぞ、山本さん。 

○山本委員 

 警察の、安全課長さんが言ってらしたんですけれども、結局オレオレだと、息子だ

と電話がかかってきたときに、一応、合い言葉を決めておいたらどうですかと言うん

ですよ。それで言って、向こうが違うことを言ったら、これは詐欺だとわかりますの

でということで。 

 この間、高額の被害にあったという話がありましたので、それも息子さんに電話を

かけたら通じなかったらしいんです。そういうこともありますので、この間、防犯の

会議のときに合い言葉を決めておいたらどうですかという話が一つ出ていたんですけ

どね。 

○藤野委員 

 ちょっと考えたらわかりそうなもんやけど。 

○森田委員 

 動転するんですかね。 

○藤野委員 

 と思いますね、銀行からおろす間でも考えたらわかりそうなもんやけど。 

 結構そういう交番だよりも含めて、いろんな形で周知という、回覧ですからね、回

覧もそうですけど、１０件ぐらいたまるんですよ。回覧版回すのに必ず１０枚ぐらい

くるんですわ。そうせんと毎回、本当は１枚だけ回してあげたら見はるんですわ。と

ころがそううまくいかんのですね。毎回班長さんに回覧を回さないかんので、そんな
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ことをしてほしくないということなので、町会長会議が終わった後に回覧をまず来ま

す。そのときに大体月初めと月終わりとあります。でも、僕らは月終わりはもう分け

る、それでも７枚ぐらい来ます。 

 ７件を重ねるわけですよ。だから一番大事なところに一番をもってきますから、下

のほうは見はらへんと思うんですよ、僕はよくわかりませんけれども。たいてい７枚

ぐらい来ますので、月２回に分けてもそれぐらいになるんです。だから、恐らく、さ

っきの例の防災訓練の件でも、周知するんですけど見てもらえない方もあるん違うか

と。 

 ところがそれを頭に持ってくると、もっと大事なこともあるわけですよ。  

 そこが難しいところで、この前も町会長会議の中で話をしたときも、もっと方法が

あるん違うやろうかというお話はあったんですけど、なかなか今の段階では１枚１枚

回覧を回すというのはいかないので、お互いにそういう各町会で注意しながら啓蒙活

動をしていく以外ないかなという話で終わってしまったんですけど。 

 ちょっとお聞きしたいんですけれども、これは警察に相談したらいいんだけど、例

えば個別に啓蒙チラシを町会でつくるとします、内容的には警察かどこかにそれを一

応確認をしたほうがいいんですか、勝手につくっていいんですか。  

 防犯と一緒につくろうとは思っているんですけどね。 

○石崎市民協働課長代理 

 いえ、もう啓発でしたら。 

○藤野委員 

 いいんですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 それは全然。地域のほうでそういう取り組みをやっていただけたら。 

○藤野委員 

 文書を勝手につくって、自分らでつくるのは構いませんねんな。 
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○石崎市民協働課長代理 

 それは結構です。ただ、地域でつくられた警察の名前が入っているとかいうことに

なってくると、そこの組織の了解は得て。 

○藤野委員 

 警察の了解だけは得てね。 

○石崎市民協働課長代理 

 得ていただいたらいいんですけどね。どうも、見られていないというよりも、その

場で自分はそんなんないやろうみたいな、そこが一番強いんかなという気がするんで

す。 

 だから、これだけの詐欺というのはぼんぼん、どこでも詐欺というのは出ています

から、そういう電話がかかって、自分は関係ないやろうと思っても電話がかかってき

たら気が動転してしまって、そこを逆に犯人はついてくるんでしょうね。時間をなく

して。いつまでになかったらみたいな。 

 だから注意してもらうしか、もうないですね。 

○横山議長 

 きょうの島田洋七さんの講演でも、関西の人は大丈夫だと。何ぼか振り込んでくれ

と言われたら、５０万円振り込めって言われたら、「いや、あんたが１００万円振り

込んだら５０万円返したるわ」って、こんな返しをするんやと言っていましたけれど

も、実際こうやって１１件、１，２００万円被害を受けているわけですから。  

 でも、アンケートを見ると、本当に事例が多く理解がしやすかったとか、繰り返し

説明してほしいとかいうことですから、徹底するしかないということですね。  

 区のほうもたくさんこういう啓発活動をやってくれてはるから。これに尽きるんで

しょうけれども。 

○石崎市民協働課長代理 

 恐らく、１００％ヒットしているわけではないと思うんです。ただ、わずかな方が



51 

こういう形で被害に遭われている。それまでに防御された方が何人もおられて、そう

いうのはおもてに出ませんから。恐らくそうだと思うんですけどね。 

○横山議長 

 うちも独居老人なんですね、母親が。私が今言っているのは、電話に出るなと。そ

んなもん、固定電話にかかってきて、ろくな用事がないと。携帯を持っているのでね、

ある意味荒い治療ですけれども、そんなやり方はだめなんですか。電話に出るな、電

話線も解約せいと。 

○石崎市民協働課長代理 

 わかりやすくていいん違いますか。 

○横山議長 

 電話が鳴らなければ絶対被害に遭わないですからね。そんなことも考えたりするん

ですけどね。さっきのヨドネルのラインじゃないんですけども、あんな形で「電話に

は出ま宣言」みたいなね。そんなんでもいいかなと思いますけどね。 

 その他、いかがでしょうか。何かございませんか。 

 この辺の冊子からでも構いませんし。 

 この内容をもってまた、次の区政会議に部会としての話が上がるんでしたっけ。  

○西政策企画課長 

 そうですね、一応こちらのほうで議事録等をまとめさせていただきます。また、そ

れも要旨を、恐らく議長さんのほうから全体会議のほうで報告を部会ごとにしていた

だくことになろうかと思います。 

○横山議長 

 そんな役目があるんですね。聞かされていませんでしたよ。 

○森田委員 

 済みません、さっきの話に戻るんやけど、最後のところで、「防災訓練の呼びかけ

については、市域全体を対象としており、地域単独で放送することはできないとのこ
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とです。」これは、要するに大阪市、一番中心から放送するということで、各地域に

おいて例えば各区、２４区だったら２４区でするということはないということ、大阪

市で流すのが一本化という意味なんですか、これは。 

○石崎市民協働課長代理 

 詳しく申し上げますと、今１８地域、例えば淀川区の中で全部で１８地域あってね、

その中で１カ所、スピーカーのないところがあるんですよ。これがどういうことかと

いったら、要するに２４区大阪市域全体で声が行き渡るようにという配置でやってい

ますので、一地域を考えながらスピーカーを配置しているわけじゃないというのがま

ず１点です。 

 だから、同じ淀川区の中でも１８地域全てなるのかといったらそうじゃない、偏っ

ているところもありますし。 

 もう一つ、そういう状況の中で、例えばこの地域だけに放送を流したいとなると、

きれいにおさまらない。意味わかりますか。 

○藤野委員 

 きれいにおさまらないというのは。 

○石崎市民協働課長代理 

 ほかの地域にも。 

○横山議長 

 音やからね。 

○石崎市民協働課長代理 

 音は行くんですよ。逆に言うたら、その地域独自に持っているスピーカーもないと

ころがある。そんなのがあるので、放送室というのは大阪市の中にあるんですよ。そ

ちらのほうで話を聞いていると、地域調整をちゃんとやった上で、その放送を流して

ほしいというのがあるみたいで、要するに地域の了解をとる。 

 隣の地域の了解をとるとかですね、そうなってくると瞬時、短期間に了承をすると
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いうのは現実的には不可能でしょと。だから無理ですねというのが今の危機管理室の

回答なんです。 

○藤野委員 

 勘違いしていたのかわかりませんけれども、要するに市域全体を市域と書いてある

からね、大阪市域全域を対象としていますと。僕が考えたのは、要するに危機管理室

対策本部から流す放送が、それは市内全域に同じ内容が流れますよということで、各

地域で流してはだめですよという意味ですか、これは。 

○石崎市民協働課長代理 

 だめですじゃないです。 

○藤野委員 

 それは各地域で例えば、選挙で流しますわな、学校にありますから学校で。あれは

学校から流しているんですか、僕は知らないけど、選挙の啓蒙はあれはどこが流して

いるんですか。 

○石崎市民協働課長代理 

 あれは、学校じゃなくて。 

○藤野委員 

 大阪市。 

○石崎市民協働課長代理 

 大阪市。 

○藤野委員 

 それと同じことですわな、緊急でもそれを使うわけでしょ。 

○石崎市民協働課長代理 

 緊急のときに大阪市全部に行き渡るように。 

○藤野委員 

 今の選挙と同じことですね。 
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○石崎市民協働課長代理 

 そういうことです。 

○藤野委員 

 ある分がそういう流し方をするわけでしょ。各地域でもって、例えば流すことはあ

りませんと、単独ではありませんという、そういう意味で。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうです。そういう意味です。 

○藤野委員 

 ということは、大阪市の危機管理室の対策本部から１本で流しますよという。  

○石崎市民協働課長代理 

 今はそういう形でのシステムになっています。 

○藤野委員 

 なっている、そういう意味合いですな、これは。だから、例えばどこそこが聞きに

くいというのは、要するにそれは調整を、足らなければスピーカーをふやすとか、そ

ういう調整をして、流すのはそれは災害対策本部から１本で流すという、その声だけ

ですよと。 

○石崎市民協働課長代理 

 そうです、今はそういうシステムの設備になっていますということなんです。 

 だから極端に言ったら、スピーカーを切ってやればいけるのはいける。だからこの

スピーカーだけと、いけるんですけれども、現実的には不可能な話なので。だからこ

こではできないですという回答にさせていただきます。 

○藤野委員 

 市域全域ということは、中心市ということですな。 

○石崎市民協働課長代理 

 はい。 
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○横山議長 

 よろしいですか。それでは、終了時間も近づいてまいりましたので、絶対これだけ

は聞いておかないかんということはありませんか。 

 それでは、質疑応答はここまでとさせていただきます。本日、事務局からお答えし

切れなかった部分は、一旦、整理の上、対応していただくようにお願いします。  

 それでは、事務局に進行をお返しします。お願いします。 

○西政策企画課長 

 それでは皆様方、長い時間ありがとうございます。 

 本日御議論いただきました内容につきましては、次回の区政会議でご報告いただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 次回、第２回の区政会議、日程が決まりましたら、また、連絡させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、刻限もまいっておりますので、このあたりで淀川区区政会議安

全・安心なまち部会、終了してまいりたいと思います。 

 本日はどうも長時間にわたりまして、ありがとうございました。  

―了― 


