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平成２９年度淀川区区政会議 

第２回安全・安心なまち部会 

 

日 時：平成３０年１月１６日（火） 

   午後６時３０分～午後８時１８分 

場 所：淀川区役所５階 

    ５０４会議室 

 

○西政策企画課長 

 それでは長らくお待たせしました。定刻となりましたので、ただいまより平成２９

年度第２回淀川区区政会議 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、淀川区役所政策企画課長の西と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方にはご多用中にもかかわりませず、会議に御臨席賜りましてまことに

ありがとうございます。 

 それではまず最初に、お手元の資料のほう確認させていただきます。着座にて失礼

させていただきます。 

 まず、「第２回淀川区区政会議 安全・安心なまち部会次第」でございます。２枚

目以降、「配付資料一覧」 、「資料１、部会名簿」。それと表裏になってるもので

ございますけど、「資料２、座席表」。「資料３、２０１８年度運営方針の抜粋」で

ございます。資料３とあって右肩に書かれているもの、上のほうに重点的に取り組む

主な経営課題とあるものでございます。「資料４、２０１８年度区長自由経費予算要

求額一覧」、Ａ４の１枚物でございます。「資料５、区政会議における２０１８年度

運営方針に関する意見への対応方針（追加分）」Ａ３の横長のものでございます。

「資料６、区政会議における淀川区将来ビジョンに関する意見への対応方針」、こち



2 

らもＡ３の横長のものでございます。「資料７、淀川区将来ビジョンに関するパブリ

ックコメント手続の実施結果について」、Ａ４の１枚物でございます。それとあと、

各事業を紹介したリーフレット等お手元のほうに配付しておりますけど、これも一つ

一つ確認させていただきたいと思います。まず、一つはこの水色でホッチキスどめし

てる、「大阪市防災アプリ登場」と表題とあるもので、ホッチキスどめされてるもの

が一つでございます。２つ目が、表紙がＡ４の横長で、「淀川区街頭犯罪７手口発生

件数」とあるものでございます。３つ目が、「見守り相談室」とあるカラー刷りの１

枚物で、４枚目が「見守りメールをご存じですか？」と、こちらのカラー刷りの１枚

物です。最後が、「淀川区地域福祉推進ビジョン『おせっかい』をキーワードに！」

という、こちらもカラー刷りの１枚物でございます。以上、５種類お手元の関係資料

としてお配りしております。あと、区の広報紙の「よどマガ！」１月号と、「ＹＯＤ

Ｏ－ＲＥＰＯ」の４１号、それと御意見票をそれぞれお手元のほうにお配りさせてい

ただいておりますが、不足等々ございませんでしょうか。ありましたら挙手いただき

ましたら、事務局よりお持ちいたします。不足はございませんでしょうか。よろしゅ

うございますでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、引き続き私のほうより、区政会議委員の皆様方を御紹介させていただき

ます。お手元の資料に区政会議員名簿と座席表が表裏になっておるものをつけており

ますので、そちらのほうを御参照いただきますようお願いいたします。 

 まず、こちらのほうからまいります。泉委員でございます。 

○泉委員 

よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 久保委員でございます。 

○久保委員 

よろしくお願いいたします。 
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○西政策企画課長 

 米山委員でございます。 

○米山委員 

よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 光在委員でございます。 

○光在委員 

よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 福岡委員でございます。 

○福岡委員 

よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 山岡委員の到着が遅れておられるようでございます。また、本日、一丸委員におか

れましては欠席と御連絡をいただいております。 

 現在、区政会議 安全・安心なまち部会委員７名中５名の出席をいただいておりま

す。定数の２分の１以上の委員が出席されておりますので、この会議が有効に開催さ

れていることを御報告申し上げます。 

 続きまして、区役所の職員につきましては、紹介のほうは省略させていただきます。

お手元の資料に座席表と職員名及び役職をつけておりますので、そちらのほうで御確

認いただきますよう、お願いいたします。 

 なお、この区政会議の部会は区政会議の議論、効率的かつ効果的なものにするため

に、それぞれの所掌事項につきまして、意見交換を行う場として位置づけられており

ます。 
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 この安全・安心なまち部会で取り扱うのは、防災、防犯、地域福祉に関する事項と

なっております。少人数の会議でございますので、よりテーマを深く掘り下げた意見

交換をしていただくことが可能であるかというふうに考えておるところでございます。  

 また、今回の会議は役員改選に伴いまして、新しく委員になられた方も多く御出席

いただいております。運営方針の具体的な取り組みにつきまして、より理解を深めて

いただいた上で、委員の皆様方の御質問や御意見を頂戴したいと考えております。  

 この会議は午後８時２０分をめどに、遅くとも午後８時３０分までには終わってま

いりたいと考えておりますので、御協力賜りますようお願いいたします。  

 また、発言、説明の際にはできるだけ簡潔にまとめていただきまして、スムーズな

進行に御協力いただけますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 それでは、次第３、議長及び副議長の選出に移ります。 

 区政会議運営の基本となる事項に関する条例第７条では、「議長は区政会議を主催

する。副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき又は議長に事故あるときは、区政

会議を主宰する。」となっております。また、この条例では区政会議の委員はその互

選により、議長及び副議長を選任するとなっております。この部会の議長及び副議長、

自薦・他薦含めて御選出いただきたいと思いますが、どなたか議長・副議長、自薦・

他薦どちらでも結構でございますので、御意見等々ございませんでしょうか。  

○泉委員 

 表題のように、第２回安全・安心なまち部会ということで、１回御経験された委員

さんというのは、何人、今いらっしゃるんでしょうか。 

○西政策企画課長 

 一丸委員が引き続きなんですけど、御欠席されていますので、今お見えの方は初め

ての部会の出席ということになります。 

○泉委員 

 一丸委員は経験されているということと、山岡さんは遅れて来られる。 



5 

○西政策企画課長 

 欠席と伺ってないので、遅れて来られるのかなと思うんですが。 

○泉委員 

 今、この流れで欠席した方とか遅れてきた方に指名するというのも悪いかなという

のもあるんですけど。今、経験者がいらっしゃればその方にと思ったんですけど、済

みません、確認でした。 

○米山委員 

 福岡さん、以前全体会議で議長をやっていただきましたよね。 

○福岡委員 

 まずいと思いますわ。というのは、全体会議でまた議長さんから報告いただくのに。

ここはまた議長さんは別のほうがいいと思います。私も本当は泉さんと同じ意見だっ

たんですけど、一丸さんが御欠席ですので、まずいですね。今までの流れを御存じの

方が。我々ですと、同じ質問を繰り返す可能性がありますのでね。 

○西政策企画課長 

 議事進行等々につきましては、我々事務局のほうで目いっぱいサポート等々させて

いただきたいと思いますので、どなたか自薦・他薦でも結構でございますので、御選

任いただきたいと思うんですが。なかなか、急に言うて難しいかとは思いますが。 

○泉委員 

 この議長・副議長が決まらないと会議が進まないようであれば、もしよければ私、

させていただけたらと思います。 

○西政策企画課長 

 よろしゅうございますでしょうか。済みません、今、泉委員のほうから議長を受け

てくれるということで、皆さん方、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西政策企画課長 
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 御異議なしということで、議長就任よろしくお願いいたします。あわせまして、副

議長も互選でお選びいただきたいんですけど。 

○泉委員 

 欠席されている一丸委員、今回は欠席で、今後お願いできるのであれば経験されて

る方についていただいたほうが、スムーズに進行するのではないかなと思うんですけ

ど。 

○西政策企画課長 

 一丸委員は本日おられないので、一丸委員の御意向もうかがわなければいけないで

すけど、もし副議長に推す声があればお受けいただくということで、事務局が確認し

ているということでございます。一丸委員に副議長をお願いするということに、決し

てよろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、恐れ入ります、泉委員、議長席のほうへお願いします。 

○泉議長 

 それでは、議事を進めてまいりたいと思いますけど、議長が決まらなければこの会

議が始まらないということで、私、名前を自分で言いましたけど、皆さんの各委員さ

んの御協力によりまして、議事がスムーズに進行するように、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、進行ということで次第に則して、４．議題の（１）安全・安心なまちづ

くりの取り組みについてを進めさせていただきます。 

 まずは、事務局より説明をお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 それでは改めまして、政策企画課長の西でございます。 

 まず、お手元にございます資料につきまして、私のほうから簡単に説明させていた

だきます。資料４、こちらにつきましては、前回の１２月の全体会議におきまして、

区役所の全事業をわかるようにしてほしいという御意見を頂戴いたしましたので、平
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成３０年度の事業ごとの予算要求額を一覧にして御用意させていただいてたものでご

ざいます。 

 続きまして、Ａ３横長の資料５と６。こちらのほうも前回の会議でいただいた御意

見のうち、日程の関係上、会議資料として当日対応方針をお示しできなかったものを、

本日お示ししているものでございます。 

 それぞれ、本日の会議の参考資料としてお使いいただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議題の１つ目についてでございますけど、この部会に初めて御出席いた

だいている委員も多くいらっしゃいますので、２０１８年度運営方針について部会で

関連している経営課題１、安全・安心なまちづくりの具体的取組ごとの内容につきま

して、事務局よりかいつまんで紹介させていただきまして、各取組の事業内容につい

ての御理解を深めていただきたいと考えております。 

 また、その後委員の皆様も御意見・御質問も伺ってまいりたいと考えております。  

 それでは、まず、めざすべき成果及び戦略１－１、防災対策の取組内容につきまし

て、市民協働課より説明させていただきます。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 ただいま御紹介いただきました、市民協働課の相談調整担当課長代理の松田といい

ます。どうぞよろしくお願いします。本日、新井市民協働課長のほうが所用で欠席と

なっておりますので、私のほうから説明させていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 お手元の資料の様式３、防災を御参照していただきたいと思います。それの一番最

初の１ページ目ですが、めざすべき将来像は一番上段にある、災害時に自助・共助を

軸とした「減災」の取り組みにより地域防災力が向上し、全区民が被害を最小限にと

どめることができる状態を将来像としています。現状ですが、時間の関係でここでは
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説明を割愛させていただきますが、その中段ぐらいにグラフがあると思います。この

グラフについて説明いたしますと、「淀川区地域防災計画」等の区役所の取り組みを

知っている区民の割合ということで、知っているというのが５７％、知らないという

のが４３％でございます。それから、災害に対する備えを行っている区民の割合とい

うことで、４０歳未満の方が４３％、４０歳以上の方が５８％ということになってお

ります。 

 それでは、その次ページを御参照していただきたいと思います。中ごろに、１－１

－１、区民の防災意識の向上の取組内容です。これを参照していただきたいと思いま

す。まず、１点目に家庭での備蓄や、大阪市防災アプリ、災害時の情報収集の重要性

を周知するということで、お手元に配付しております資料をご覧いただきたいと思い

ます。お手元に配付しております、この水色のペーパーを見ていただけたらなと思い

ます。そのペーパーのこのチェックリストがあるほうを見ていただきたいと思います。

いざというときに備えてということで、非常時持ち出しということであります。基本

品目３２点、大人２人分の目安ということで、チェックリストを掲載しております。

また、家庭で備えておくものということで、一番下にチェックリストがありますが、

これは非常備蓄品ということで救援物資が届くまで１週間程度自足するつもりで備え

ていただきたいという内容のものでございます。 

 それから、大阪市の防災アプリ、裏面のほう見ていただきたいと思います。こちら

のほうは、大阪市危機管理室がつくっておるアプリケーションでございまして、情報

収集の支援をしたり、災害時の避難を支援したり、避難計画の作成を支援したり、い

ざというときの防災の笛にもなるというような優れもののアプリケーションでござい

ます。来るべく災害に備えて、大阪市防災アプリをダウンロードして、いつ発生する

かわからない災害に備えていただきたいという資料でございます。  

 続きまして、その下のほうへ移ってまいりますけど、平成３０年度の計画になって

おります、子育て中の親とその子を対象としたイベントの実施ですが、大体２０歳ぐ
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らいから４０歳ぐらいの子育て中の世代をターゲットにした、家族みんなで楽しみな

がら参加できる防災イベントの開催を来年度に考えております。また、防災講座の開

催４０回でありますとか、電子媒体ということでツィッター、フェイスブックによる

周知を１００回程度考えているところです。このツィッターではどの様な状況になる

かという資料がお手元のほうにありますので、御参照してみてください。地域防災計

画訓練の周知でありますとか、防災出前講座の広告、火災の注意喚起といったような

内容のツィッターを発信しているところでございます。 

 それから、区民の集まる場所、乳幼児健診でありますとかＰＴＡの会合、区民まつ

り等における周知が９０回となっておりますが、最初にお見せしましたこの資料を配

付し、説明をしているという状況でございます。 

 次に、１－１－２の地域防災力の向上の取り組みに移ってまいります。一つ目に、

一時避難所や災害避難所を使用した地域防災訓練の支援を１８地域で行っていますが、

こちらのほうもお手元に資料配付をさせていただいております。現在１８地域で行わ

れている訓練の実施状況を取りまとめております。特に、一番右側の訓練内容のとこ

ろを見ていただきますとわかりますように、防災訓練と避難所開設訓練２つに分かれ

ておりますが、これからはできれば避難所開設訓練のほうにシフトしていただきたい

と思っているところでございます。 

 本編にまた戻りますが、新大阪周辺の帰宅困難者対策です。特に資料を用意してお

りませんが、大地震などの大規模災害時には鉄道や道路が被害を受け、公共交通機関

の停止、道路の通行止めが生じ、通勤・通学及び出先から自宅への帰宅が困難となる

人が多数発生します。そこで民間事業者、鉄道事業者、地域住民、区役所が一体とな

った帰宅困難者の支援体制の構築に向けて、平成２９年７月２７日に帰宅困難者対策

協議会を設立し、新大阪駅周辺地域防災計画の策定を現在進めているところでござい

ます。 

 それから、防災の最後になります。１－１－３、淀川区災害対策本部機能の充実で
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ございますが、淀川区役所事業継続計画（防災業務）委員会の開催２回ということで、

記載をさせていただいております。これも資料を用意しております。これも案でござ

いますけど、「淀川区役所事業継続計画（防災業務）各班の業務内容」という内容で

つけさせていただいております。これを１枚めくっていただきますと、目次がありま

すが、勤務時間内に大きな災害が発生した場合の災害業務対応でありますとか、３番

の勤務時間外に発生した場合の災害業務対応ということで、淀川区役所では７つの班

ができます。庶務班、救助班、調査班というような形で７つの班が組織され、この７

つの班の行動マニュアルを策定していくところでございます。 

 また、本編に戻っていただきまして、２つ目です。淀川区役所事業継続計画と防災

業務、各班の業務内容に基づく各班の研修ということで、先ほど説明しましたように、

淀川区役所においては、災害時には７つの班ができますので、その行動マニュアルの

研修を行う予定としております。 

 続きまして、淀川区災害対策本部における非常用通信設備の整備ということで、簡

易無線機用のアンテナの整備でありますとか、簡易無線機２０台、ＩＰ無線機２台と

いう内訳になっております。これも、お手元のほうに資料がありますので説明させて

いただきますと、ちょうどこの説明書きの一番下から２行目でございますけど、大阪

市の危機管理室が配備しているＭＣＡ無線機の使用が困難という記載がありますが、

大阪市全域でＭＣＡ無線機というのが１，３００台配置されております。ただ、大阪

市が保有する回線が３１回線しかないということで、災害が発生しますとその回線が

すぐにパンクしてしまうという状況になっています。それを補完する意味で簡易無線

機の導入を考えているところでございます。簡易無線機といいますのは、コンクリー

トの建物からコンクリートの建物に通信する場合は支障を来す可能性がありますので、

淀川区役所の屋上にアンテナを建てて、１８地域と通信したいと考えているところで

ございます。 

 最後になりますけど、「淀川区災害対策本部実働訓練」の実施を予定しております
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が、この訓練の結果に基づきまして、淀川区の事業継続計画（防災業務）の加筆修正

を行った後、新たな計画としていきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○泉議長 

 ありがとうございました。まず、議題（１）安全・安心なまちづくりの取り組みに

ついての防災対策について、松田様より御説明いただきました。 

 では、質疑・応答及び意見交換に移らせていただきます。先ほどの説明のあった取

組内容を踏まえまして、御質問や御意見をいただければと思いますので、皆さん活発

な御意見よろしくお願いいたします。 

 この流れでいきますと、まず防災対策についての説明をいただいた後 質疑応答、

次が防犯対策について、３つ目が地域福祉の推進についてというような流れで進めて

まいりたいと思います。 

 まず、防災対策についての説明について、御意見・御質問等ございますでしょうか。  

○福岡委員 

 各地域の避難所を知っている区民のパーセント、これはどのぐらいいてるかいうの

は、何か把握されてますでしょうか。避難所を知っている。ここは役所が活動をして

るかどうかというアンケートを出されているんですけど、その避難所を知ってるかど

うか。といいますのは、なぜそれをお尋ねするかといいますと、防災訓練に参加され

る方が割に少ないんです。その方たちは防災訓練があるかないかを知ってるとかどう

とか、知らない方もおられるんかもわからないんだけど、いざ起こったときにはそこ

行けばいいんじゃないかというような気持ちを持ってる方もかなりおられるんではな

いのかなというふうな気もするんです。避難所を知らないということであれば、知ら

ないという人が多ければこれは対策を打てないと、私の今の考え方が間違ってると思

いますので、もっと広報をしなければいけないと思うんですけど、そういうことで、

その辺のデータが欲しいなというふうに思うんですけど、どんなもんでしょうか。  
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○松田市民協働課相談調整課長代理 

 一応、ホームページのほうには避難所の地図ですけど、それは入れておりますが、

知っている割合というのは。 

○市民協働課防災担当職員 

 避難所の知っている割合ですが、現在、第２回の区民アンケートを実施しておりま

して、そこで一時避難場所、災害時避難所、津波避難ビルを知っている割合をはかろ

うかというところで、今ちょうど調査をやっているところでございます。その結果は

恐らく、３月ぐらいまでには出ようかと思います。よろしくお願いします。 

○福岡委員 

 わかりました。その辺のデータが欲しいなというふうに思うんですよ。それが、い

かに我々が今までやっていた活動がうまくいってないか、或は、役所からの広報がう

まくいってないかということがわかりますので。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 そうですね。わかりました。 

○米山委員 

 要援護者については、大分まとめてきていらっしゃるみたいですけど、いざ災害が

起きたときに援護者、援助体制ですね、それがなかなか難しい。昼間、若い人がお仕

事に行ってるときなんか、なかなか人手が足らないんです。あそこの家の方は動けな

いからということは大体つかんでおっても、誰がどうやって援護するのかというのが

なかなか決まりかねている状態ですね。もう１点、この間テレビでやっていたんです

けど、大きな災害、阪神大震災とか東北の地震のとき、その災害時点で何千人、何万

人とかではかられるですけど、そのあと５年ぐらいまでは関連死が結構出るんです。

それは結局、体が健常でない方が気兼ねして車の中で過ごしたり、体調を崩されるこ

とが結構あるみたいなんです。どこかの地域では、福祉避難所を検討、設置したかな、

そういう方が安心して集まっていただける福祉避難所というのをつくっているところ
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もあるみたいなんです。そういう意味でいえば、淀川区内でしたら病院とかもしてあ

げてもらったら一番ありがたいんですけど。皆さんが集まるところじゃなくて、そう

いう検討も必要かなと思っています。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 今、おっしゃっていただいた、まさしくそのとおりでありまして、福祉避難所につ

きましてもいろいろと検討を加えて、今後検討していかなければならないと考えてお

ります。基本的には要援護者の方は災害が発生しますと、避難所のほうに来ていただ

いて、福祉避難所を開設できるという状況がわかれば、その時点で順次移動していた

だくということになっていくと思います。ただ、全体数がなかなか確保できるかどう

かといったところが問題ですので、その辺も含めて今後検討していかなければならな

いと思っております。 

○米山委員 

 ちなみに、避難所も津波が来た場合は、淀川区はほとんど小学校なんか水浸しです

ね。だから、そういうときには高台、高槻市とか箕面市のほうに避難所設置をお願い

しておいたほうがいいかなと思ったりするんですけどね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 福祉避難所につきましては、もし区内で足らない、市内でも足らないという話にな

りますと、まだ検討中でございますが、市外のほうへということも一つの選択肢とし

て考えているところでございます。 

○米山委員 

 大阪市内ほとんど水浸しになりますから。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 そうですね。 

○福岡委員 

 今、見守り支援体制のお話がありましたけど、私、事前質問をしたときに、各地域



14 

がどこまで進んでいるかということで、３つの要素だったか、私の質問に対して多分

答えていただいたと思うんですけど、３段階までいったら一応それが地域が達成でき

たというふうに書いていただいとったんですけど、私はそれでは足らないと。今おっ

しゃったように、誰がそこに、いざ起こったときに、確認に行くか、あるいは救助に

行くかということが一番大切なわけなんです。結局、今その名簿を持っているのは役

所になってるのか、それとも社会福祉協議会かどっちかと地域ごと契約してまして、

名簿を持ってるわけなんです。私もこれ抱えてるわけなんですけど、個人情報の関係

で広がってないんです。実はこれではまずいわけなんです。いざいうときに、私が全

部行けるかいうたら行けない。それで、この個人情報といえば命に関係がある場合は、

個人情報を漏らすというのはおかしいですけど、発表しても大丈夫だと、オーケーだ

ということ、これは個人情報のあれではなってるわけなんです。ですので、いざ、災

害が起こったときに名簿を持っておる者がリーダーシップを発揮して、あなたはここ

に行ってくださいというような体制をつくらなければいけないんじゃないかと。いや、

そういうことじゃなしに、もうみんなに知らせてこの人にあなたはここに行ってくだ

さいと、前もって個人情報をその人らに広めるということですよね、ということをす

るのであれば、そういう必要はないんですけど、もし、本当の今の個人情報を守って

やるんであれば、そういうことをやらなければいけないかな。ということは、各地域

にリーダーシップが物すごく重要になってくるというふうに私は思うんです。これは

何も要支援の問題だけじゃなしに、災害の運営においても一応は各地域で役割を決め

ているんです。だけど、その人らがそこへ来れるか来れないかわからないし、防災リ

ーダーの役、私らの地域では半分は勤めにいってるわけなんです。足らないわけです。

そこで、そこにいてる人でそれを賄うような体制をつくらないといけないというふう

に私は思う。そやから、避難所開設の委員長はかなりのリーダーシップを発揮する方。

する方というのは発揮していただかなければいけないという体制をつくっていかない

といけないなというふうに私は思うんです。それを、今の要支援の問題と避難所開設
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の問題と、すごくリーダーシップが重要になってくるんじゃないかなというふうに思

うんです。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 今のお話で、少し避難所の話をひとつ説明したいのですが、お手元にあります横長

の資料があろうかと思います。これを参照していただきたいと思います。  

 今、福岡委員がおっしゃったように、避難所の開設が必要である避難所開設訓練が

必要であるといったところの記載をしていますが、平成７年にありました阪神・淡路

大震災のときに、その避難所運営は、初期のときに大混乱し、統制・狭さ・寒さとい

う問題がありました。避難者は早い者勝ち、避難所以外にも避難をする。その次に真

ん中ですが、高齢者や障がい者に対する配慮がなかった。また、女性に対する配慮も

なかった。それと食料や物資、ライフラインの情報が不足していた。災害が落ちつい

てきてから、主に学校の教職員の方が運営に入っていき、初めて避難住民が組織化し

て運営等されていった経過がございます。そういうことで、先ほど私が説明しました

ように、災害が起こる前に組織化とルールづくりをということで、今、防災訓練を一

生懸命実施されておられますが、防災訓練が一段落しますと避難所開設訓練というよ

うな形にシフトしていただきたいと思っているところです。当然、そこのトップの方

は強いリーダーシップを発揮していただかなければならないということは言うまでも

ないわけですので、そういう訓練をしないとなかなか災害に対応できないという話に

なります。災害時には要援護者の方の名簿も避難所に持ってきていただいて、こうい

う方が要支援者でいるという話をしていただかないと、避難所で要支援の方々のどの

方をどこへ転送していくのかという計画も立てられないという状況になります。でき

ればそういう形で避難所運営をしていただきたいと思っています。 

 そういう意味では、避難所開設訓練というのが非常に重要になってくると思ってい

ます。 

○福岡委員 
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 結局、人がいかにそこに多くいてるかということなんです。動ける人が。そこで、

私は中学生を頼りたいと思うんです。小学校は各地域でやっておられるところ多いん

ですが、私のところもやっております。これはやりやすいからです。ところが、中学

生は地域として出てきてくださいよと言ったって、出てこないんです、実は。それで、

地域としても中学生、できるだけ出てきてくださいという努力はしなければいけない

ですけど、役所のほうからも中学に、地域の防災訓練があれば防災訓練に参加しなさ

いよということを、言うたら連絡していただくというんですか、地域のほうはもちろ

んやりますけど、役所のほうからも支援していただけたらなというふうに思うんです

けど。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 今、現在、地域防災リーダーという話の中で、地域の防災の主体を担う若い人材の

育成ということで、中学生のジュニア防災リーダーの育成というのをやっております。 

○福岡委員 

 書いてくれていますよね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 また、高校生、中学生というお話がありましたけど、高校については学校ごとのマ

ニュアルを定めて、教職員と生徒が救護活動や学校庁舎の警戒実施などを。 

○福岡委員 

 高校生になりますと、遠い学校に行っている可能性もあるんです。夜でしたら別で

すけど、中学生は言えばある意味で近いんです。私は西中島ですから十三から遠いで

すけど、歩いたら１５分ぐらいかかっちゃいますけど、まだ地域に戻れると思うんで

す。高校になると遠い学校に行っていますので、それじゃあ中学生がすごく力になる

と思うんです。また、東北の震災のときも中学生が物すごく活躍しましたようですか

ら。だから、役所のほうからも一つ参加してくれよと、しなさいよということを言っ

ていただけたらなというふうに思います。 
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○松田市民協働課相談調整課長代理 

 そういう働きかけは可能な限りするとして、地域の方々にも中学生の参加というこ

とに対して、いろいろ御意見を持っておられる方もいらっしゃると思うので、その

方々の意見も聞きながら検討していきたいと思います。 

○光在委員 

 中学生の防災隊は１８連合には、いってないんですか。うちは加島なんですけど、

美津島中学校に防災隊があります。地域の防災訓練にも参加しますし、センター局の

あれと神崎川流域の防災訓練にも参加しております。 

○福岡委員 

 結局、私のところは十三中学で、校下には小学校が５校あります。そこで一つの難

しい問題があるんです。普通、大体小学校２校ぐらいで。それですと、割にやりやす

いと思うんだけど、私とこは十三地域ですので、５校に分かれちゃいますのでその辺

のところはやりにくいところがあるんです。 

○光在委員 

 済みません、全部あるんやと思っていました。 

○福岡委員 

 実はないんですよ。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 私が説明できなかったところがありますが、中学生にも参画していただくという話、

訓練はいいんですけど、実際そういう災害が起きたときに、その中学生が負傷したり

という話になっていくと、なかなか前に進まない。もろ手を挙げてやろかという話に

はならないという実態がございます。 

○福岡委員 

 それは確かに言う方もおられると思います。あると思います。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 
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 今、福岡委員のお話がありましたので１回そういう話を出しながら。 

○福岡委員 

 一遍、その辺のところも検討してみていただきたいです。たしかにそういう、子供

がけがしたらどないすんねんという問題は確かにありますから。 

○泉議長 

 ちょっといいですか。三国の例でいうと、去年授業の一環で中学と合同で防災訓練

して、その中には消火活動についても中学生が隊を組んで、防災リーダーは同じよう

に消火活動をするし、中学生もするというような。よく言う、学校・家庭・地域の連

携というのが普段からしていたら、学校との関係性ができて協力していただけるとい

う、授業でしていただけるんで、ほんまに強制的にするのと、今年は小学校と一緒に

共同でしたんですけど、学校側からそういう訓練について、三国中学でしてください

とか、小学校でしてくださいという、学校なり校長の思い入れもうまいこと使って、

地域と連携してるということなので、それぞれの地域も普段からこの時だけ学校に協

力というのはなかなかないんで、普段から関係性を持っとけば、割とスムーズに活動

できるとおっしゃったように、中学生は普段、日常いてますので。まず初動要員とし

たら中学生というのは多分力になると思います。おっしゃるとおりだと思います。 

○福岡委員 

 十三中学も十三中学では、やっているんです。ちゃんと、十三中学の中ではやって

ます。ほかの小学校のことはよく知りません。私のところの小学校だけかもわかりま

せん、今言うてることは、ひょっとすれば、西中島はその辺のところで連携できてい

ないかもわかりませんけど。十三校下でもほかの小学校の方はやっておられるかもわ

かりません。 

○光在委員 

 難しいですよね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 
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 全体的に救助要員が少なくなるというのは、明らかに見えていますから、そういう

中学生を動員するという話がどうなのかというのは、わからないこともあります。 

○福岡委員 

 中学生がけがしたらどないすんねんいう問題は確かにあると思います。安易には言

えないかもわかりませんね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 災害時の担い手になれば一番いいなと思っています。 

○泉議長 

 時間もまいりましたので、次のテーマに移らせていただきます。  

 次のテーマ、事務局より、めざすべき成果及び戦略１－２、防犯対策について説明

お願いいたします。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 それでは続きまして、資料３、防犯を見ていただきたいと思います。 

 安全・安心なまちづくり防犯対策ということで、めざすべき将来像は安全で安心し

て住み続けたいまちをめざすため、街頭犯罪の１０万人当たりの発生件数を淀川３区

（西淀川区・淀川区・東淀川区）の平均、２０１６年の７３８件をめざすということ

でございます。 

 次に、現状でございますが、淀川区の街頭犯罪等の集計を記載した資料を用意して

いますので、そちらのほうを御参照ください。この発生件数、３つの表がありますけ

ど、一番上の上段の発生件数ですけど、これは実数でございます。淀川３区平均に対

応させるためには、淀川区の人口が１７万２，０００人でございますので、１０万当

たりに換算しますと、１．７２で割り返したものが目標数値に対応する数値になりま

す。ややこしいですが。そういう見方をしていただきたいと思います。 

 次のページでございますが、１－２－１中ほどになります。区民の防犯意識の促進

の取組内容でございますが、ＳＮＳということでソーシャルネットワーキングサービ
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ス、ツィッター、フェイスブック、インスタグラム、ＬＩＮＥ等のことを指しており

ます。それにより区内の犯罪発生情報を速やかに周知するとともに、安まちメールの

登録依頼を行うということでございます。これは２００回以上。安まちメールといい

ますのは、手元の資料を見ていただきたいと思います。安まちメールといいますのは、

ひったくりや子どもに対する声かけ、不審者情報などの犯罪発生情報や街頭防犯キャ

ンペーン等の情報を警察署からリアルタイムでお知らせする情報提供メールサービス

になっています。地域の選択や配信時間の選択もできまして、自身の生活スタイルに

あった設定が可能になっています。平成２９年１２月現在で、淀川区の登録者数は８，

８３８人で、これは大阪市内の所轄警察署管内では１位となっています。  

 次の２つ目にいきますが、小学校の入学式などで保護者に対して、安まちメール登

録促進活動を１８地域で展開しております。それから、各種防犯活動において安まち

メール登録促進チラシの配布を６０回以上やっているということですが、このチラシ

が先ほどの資料の下半分、このチラシを配布させていただいています。現在、登録者

数１万人突破を目標にして頑張っているところでございます。 

 続きまして、次ページを参照していただきまして、１－２－２、地域の防犯活動の

普及でございますが、取組内容は、地域や企業が行う防犯活動をホームページで広報

を１２回行っています。地域安全運動の期間中における地域防犯活動２０回ですが、

春と秋に１０回ずつ警察、区役所、地域、防犯協会等でひったくり防止カバー等の取

りつけを行っております。それから、特殊詐欺防止活動でございますけど、こちらも

資料を御用意しており、特殊詐欺被害認知状況という一覧表がございます。これにつ

いては、所轄警察からそういう被害が発生したときに、私どものほうにファクスで送

られてきます。それを整理して、地活協会議、連合会長会議の中で説明をさせていた

だいて、各地域のほうへ持って帰っていただき、広報していただいている状況になっ

ています。 

 続きまして、自転車盗難防止活動は、区内８カ所でございますが、淀川区内の企業、
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チームコミュニティ・アイ約２３社の協力を得まして、駅前でキャンペーンを展開し

ているところでございます。 

 最後になりますが、１－２－３犯罪抑止に配慮したまちづくりの促進ですが、その

取組内容は、地域の「子ども見守り隊」と連携するなど、子どもの安全に配慮した見

守り活動を約１２０回。子ども向け防犯教室の実施を１０回。大人向け防犯講座の開

催を１０回。子ども・女性以外の犯罪抑止のための青色防犯パトロールの実施を２３

５回、夜間が２２回。子どもや女性被害抑止のための市民局防犯カメラの設置を行う

ということで２２台、これも資料を用意させていただいています。この資料を見てい

ただきますと、子ども向け防犯教室といいますのは、小学校や幼稚園で不審者対応訓

練などの出前講座を行っております。大人向け防犯講座というのは、地域の会議や食

事サービス等で特殊詐欺など出前講座を行っています。青色防犯パトロールは、毎日

午前と午後２回でございますけど、区内全域を電気自動車で巡回し、ひったくりや特

殊詐欺等の注意喚起のアナウンスを行いながら巡回をしているという状況でございま

す。第２・第４金曜日には、これは夜間でございますけど、同じように巡回を実施し

ております。青色防犯パトロールは人目につきやすく、犯人を寄せつけない機動力を

生かした広範囲な警戒ができる、地域の防犯意識が向上されるなど、極めて効果的な

防犯活動となっています。 

 最後に、防犯カメラの設置状況について説明をさせていただきます。平成２６年度

に３区防犯ということで、防犯カメラ４０台設置しております。平成２８年度では、

公設置ということで３０台と公園の中に２４台を設置しておりまして、あわせて９４

台。２９年度につきましては、各地域に何台ぐらい設置ができるかといったところは

まだ、今現在警察と協議中でございますので、間もなくその地域もわかってくると思

います。また、わかってくれば皆様のほうに御紹介したいと思います。３０年度の予

定としまして、子ども見守り通学路等に対して２２台を設置する予定としています。

３１年度３月末ぐらいには、合計１３９台の公で設置している防犯カメラが稼働する
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ということになります。 

 そういうことで、簡単な説明で申し訳ありませんが、以上よろしくお願いいたしま

す。 

○泉議長 

 防犯対策について、事務局松田様より御説明いただきました。 

 では、先ほどと同じように、意見交換に移らせていただきます。御意見等あります

でしょうか。 

○山岡委員 

 済みません、遅れてきて申し訳ないですけど、１個防犯カメラの件なんですが、私、

西三国のほうでやらせていただいているんですが、西三国のほうでも事故が公園内で

あったときに、その上に２台の防犯カメラはついてたんですけど、地域にとっては何

の意味も結局なかったというのが結論で、あの防犯カメラをどのような形で利用して

いったらええのかなというのが、地域には何かあるんですか。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 防犯カメラを設置する場所につきましては、基本的に所轄警察署と協議をしながら

決めていってるわけなんですが、所轄のほうは犯罪が起きたときになるべく逃走経路

に設置をしていきたいというお話がありますので、我々各地域からもいろいろこの辺

につけてほしいというお話は聞いておりますが、そういう情報については所轄警察と

情報共有しながら、設置場所を決めている状況でございます。 

○山岡委員 

 データ的には安まちメールと連携して何か不審者が映ってるからとかという使い方

ではないということなんですね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 そうですね。どちらかというと、警察のほうがこういう事件があったので、その部

分の画像を見せてほしいという話で、我々のほうに問い合わせに来られています。 
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○山岡委員 

 大体犯罪が起こった時点ですね、使ってはるのは。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 どちらかといえばそうですね。 

○山岡委員 

 危機的に余り意味ない。死亡事故があったんです。 

○福岡委員 

 地域の人は見られないんじゃないですか。 

○山岡委員 

 ですね、結局。何であそこで人が死んではったかというのも、地域がまるっきりわ

からんまま。 

○福岡委員 

 地域でつけても見られなくて、警察のほうで見ていますね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 基本的には警察が見るという形です。 

○泉議長 

 なるほど。わかりました。 

○米山委員 

ある地域で変質者が出るとか、あるいは中学生が自転車を乗ってきてあそこに置

いて、歩いて来たような格好をするということで、防犯カメラを設置したら変質者も

出なくなったということで、どういう形でつけられたか、死角に当たる部分が防犯カ

メラで監視しているんです。それができてから、がらっと減ったということを聞いて

います。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 防犯カメラがあるだけでかなり抑止効果というのがありますので、昔設置した防犯
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カメラもそのまま残しておいていただいて、そういう輩が見たときに、防犯カメラが

あるからやばいというような感じで取りますので、犯罪も抑止されているんじゃない

かと思います。 

○米山委員 

 マンションなんかの玄関につける防犯カメラも、表の通りが見えるように設置した

ら安くなるとかあるらしいです。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 そうなんですか。 

○福岡委員 

 駐車場ですわ。 

○米山委員 

 駐車場ですかね。 

○福岡委員 

 何分の一か見られるようにしたら助成が出るとか。役所のほうでやっていただいて

いるんじゃないかな。役所じゃなかったですか。警察ですか。駐車場に何ぼかを、も

ちろん駐車場にもつけたら何ぼか、道路のほうに向けたら、警察のほうでしたか。 

○市民協働課防災担当係長 

 先ほどお話があった防犯カメラですが、淀川区内の駐車場を限定としまして、駐車

場内と公道を写す防犯カメラを設置していただいたら補助をするという取り組みを行

っていました。２７年度に１回ございました。実際、募集をかけたんですけど、１９

台ほどの申し込みしかないということになりましたので、当初は３０台予定としてお

りましたが、１９台という結果でした。年度的にはその年度単独で事業としてさせて

いただいたという経過がございます。以上です。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 今の話は２７年度ですね。区のほうで補助という形で運用させていただいた防犯カ
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メラが、２３年から２７年度までで約１０２台設置をしているところでございます。  

○久保委員 

 今、防犯カメラでいろいろお話ありますけど、私の考え方は防犯カメラもいいと思

います。それよりも結構効果があったなと思うのは、皆さんも御存じのように防犯ち

ょうちん。うちの地区は防犯ちょうちんを結構掲げていまして、防犯ちょうちんの明

かりで結構犯人に対しての抑止力が高いんです。防犯ちょうちんも自治会で普段購入

するんですけど、１張、今、７，０００円ほどかかります。防犯ちょうちんが。それ

をもっと増やしたいんですけど、なかなか予算上の問題あるので、年に１つぐらい増

やしていこうというような感じで徐々に増やしていますけど、私の思うのは防犯ちょ

うちんの効果が非常に大きいと。それと、もう一つ、町内会において、自治会で防犯

灯をつけておられるとこも結構多いです。最近増えてきました。私どものほうでは、

従来でしたら蛍光灯というのは、古いやつですよ、古い蛍光灯ね、それを皆ＬＥＤに

取りかえましたら、明るさが倍以上になるんです。それと、年間の関電に支払う電気

料が安く済みまして、ＬＥＤの場合はともかく設備するのにお金かかりますけど、１

０年ほど球が切れることまずないと思います。そういうのも徐々に増やしながらして

います。 

 もう一つ、今から五、六年前に皆さんも御存知と思いますが、門灯大作戦いうて、

各玄関の門灯をつけなさいというようなことで運動があったと思います。我々の地区

は現在でもまだ続けています。その当時の門灯大作戦のチラシもほとんどないですけ

ど、コピーしながらそれを各おうちのほうに適当にチラシをポストに放り込んでいく

んです。つけてください、協力してください、口ではなかなか難しいです。それを１

年、２年、３年、４年かけながらしつこく入れていくんです。おかげさまで、玄関で

門灯を結構つけていただいていると。それが結構、町内会のまちの明るさ、物すごく

明るくなりました。そういうような効果もありますし、確かに防犯カメラも大事やと

思います。だけど、事件が起こる前に、起こさんように犯人を寄せつけんように、
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我々防御するということ大事やと思いますので、まず防犯ちょうちん、それと町内会

の防犯の街灯、それがＬＥＤに交換することによって非常に効果が出てると。それと、

さっきいいましたように、門灯。これもまだ門灯今現在やってます。古いチラシもコ

ピーしながらやっていますので、そういうような効果があるということをお話しした

いと思います。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 ありがとうございます。おっしゃられるとおりでございまして、そういう明るくす

るということに対して犯罪抑止につながっていく話になりますので、是非ともまた続

けてやっていただきたいと思います。 

○福岡委員 

 今の街灯の話なんですけど、以前、私ども西中島で、どこが暗いかいうところを探

せいうことでやったんです。ここだいうところを工営所にいうたら工営所がつけてく

ださったんですけど、そういうのは今はもうなくなったんでしょうか。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 今現在もあります。ただ、平成２７年度で大阪市道の場合はとりあえず基本照度を

満足できるような形で整備は終わったことになっています。特に、今現在の暗い場所

があるようでしたら、工営所のほうに言っていただきますと、照度を見て、非常に暗

いということであれば、追加の照明灯については設置は可能だと思います。 

○福岡委員 

 まだ続いているんですね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 続いています。 

○福岡委員 

 それ運動をやりましたので、西中島は暗いとこが多分ないはずなんです。それずっ

とやりましたので。 
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○松田市民協働課相談調整課長代理 

 基本的に電柱が大体３０メーターぐらいの間隔でありますので、それに照明灯が、

ほぼついていっているという状況になっていますので、基本照度は、平均照度いいま

すけど、それは満足されていると報告は受けております。特に暗い場所があれば対応

可能だと思ってます。 

○久保委員 

 その当時のチラシがこれなんです。（チラシを掲示）御存知だと思いますけど、相

変わらず私のほうで継続しとんですよ。だから、継続は力なりいいますけど、もうこ

れ五、六年続いていますけど、これをポストへ放り込むんです。これを見られても、

結構つけてくれないところあるんです。口でいうたらだめです。難しいです。これを

しつこく入れていくことによって、結構そういう効果が出ているいうことがありまし

たので、御報告しておこうと思いまして。 

○光在委員 

 いいと思います。街灯がなくて暗いな、家がずらっと並んでて、門灯をつけていた

だいたら明るいのになと思うときあります。 

○福岡委員 

 思い出しました。それやりました、確かに。 

○光在委員 

 とんでもなく飛び出てる電柱ありますでしょ。移動とかそんなんはできるんですか。  

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 想像でいいますけど、電柱が飛び出てるといったところは、その下に、水道とかガ

スとか埋設管があって、どうしてもそこでしか建てられない状況にあるのかなといっ

たところです。本当いうと、道路の一番端へ持っていくんですけど、そこにそういう

埋設管があると建てられないので、横にずらして設置をしているということが考えら

れます。実際見て、調べたわけじゃないのでわからないですが。 



28 

○光在委員 

 昔からあるんですけど、本当とんでもなくこう出てるんです。どうにかならないの

かなとか思ったりします。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 関西電力ですか、ＮＴＴのほうなんでしょうか。 

○光在委員 

 関西電力でしょうね、あの電柱。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 地域の方が一度関西電力に対してそういう要望を上げるというのは一つの手として

あるかと思います。 

○光在委員 

 わかりました。 

○福岡委員 

 個人的に、例えば自分とこの家の前に邪魔なると、ここへ移動させてくださいとい

うたら、お金出したらやってくれるんです。 

○光在委員 

 そうなんですか。 

○福岡委員 

 関西電力、お金出したらやってくれる。そんなに高い金額じゃなかったと思うんで

す。 

○光在委員 

 とんでもなく真ん中にぽつんとあったり、今まで空き家が。 

○福岡委員 

 そういう場合は、お金出してまでやることはないでしょう。個人的な話の場合です

けど。 
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○光在委員 

 空き地になってコイン駐車場ができて、今までなかったのに急に道のほうに電柱が

できていたり、そういうのも見ますので、こんなんどうしたらいいのかなと思ってた

んです。 

○久保委員 

 私も経験ありますけど、全て関西電力へ届け出さないといけません。まず許可をも

らわなだめです。勝手に取りつけるわけにはいかない。 

○光在委員 

 取り外せませんけどね。 

○久保委員 

 結構厳しいです、関西電力。 

○光在委員 

 わかりました。 

○泉議長 

 ほか、御意見ありませんでしょうか。 

 ちなみに、先ほどＬＥＤの切りかえ、私のとこの町会もしているので、去年ＬＥＤ

にかえたんですけど６万円かかったんです。蛍光灯からかえるのに設置が。６万円か

かって、それがおっしゃったように１０年もって電気代も安くなれば効果があるんで

すけど、今後その１０年もったらいいんですけど。確かにそれだけの初期経費といい

ますか、要りますけど。 

○久保委員 

 私どもは従来の蛍光灯、ともかく１年で何回か切れるんです。球切れたら電気屋さ

んに電話して、取りつけ料を含めて２，０００円、３，０００円取られるわけです。

それで困るないうことでＬＥＤを。それが大体費用的に２万ぐらいで取りつけできた

んです。２万円ぐらいで。こういう大きいのんじゃないです、これぐらいです。従来
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の蛍光灯のところにＬＥＤの蛍光灯をつけた。大体２万ちょっとかかります。それが、

例えば１０灯、２０灯あったら大変なお金になりますので、２年計画、３年計画して

増やしていったと、切りかえていったということもやってきました。 

○泉議長 

 ほか、ありませんでしょうか。 

 先ほどおっしゃった、明るいまちの照度、明るさというのを保っていれば犯罪の抑

止につながる、確かにそういう検証しているようなこともあったと聞いています。た

だ、地域によったら明る過ぎるということで、光公害の苦情もあるのも確かやったん

です。そやから、それは地域の理解というか、いるかもしれません。そういうこと、

確かに過去にもありました。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 それは非常によくあるんです。この辺に照明灯を増設してほしいという話になると、

そこへ点灯してしまうと２階の部屋が非常に明るくなるといったところで、新たにつ

けるのいいんだけど、明る過ぎて困るという話も昔、今も多分あると思います。よく

ある話です。 

○久保委員 

 僕らのところ、結構喜んでいただいて、余計なことかもわかりませんけど、そうい

う人に喜んでいただいて、町会へ寄附しますというて寄附してくれはった人もおられ

るんです。喜ばれて。明るくなったということが。結構高齢者が多いですので、お年

寄りが。夜いろいろ不安みたいです。それを明るくすることによって。だけど、事前

に住民の方には説明してお話しして了解とって帰ってきますけど。 

○福岡委員 

 ただ、ＪＲのアンダーパスありますよね。あの２カ所の所轄がどこだったかな。  

○久保委員 

 その件で、今日お願いしたいことがあります。今おっしゃったように、アンダーパ
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ス。よろしいですか。 

 去年の１２月４日に全体会議の事前質問で、その他いう項目で私なりに意見を述べ

させていただいたんです。その意見の内容が、今おっしゃいますように、宮原操車場

のところのアンダーパス、地下道ですね、そこが暗いと。確かに暗いです。私、先週

の土曜日、あそこは御存知のように、北行きと南行きありますね。北行き一方通行、

南。北行きのほうの蛍光灯が切れている箇所が５カ所あるんです。その１カ所、この

長い蛍光灯が２本ついてるんです。それが１カ所でして、それが５カ所。今度、南向

き、いうことは宮原から西中島、木川に入ってくる、そこも同じように５カ所蛍光灯、

今、切れてます。できたら、私本当に一つお願いなんですけど、せめて予算の関係と

かいって建設局がおっしゃっておられるようなことを聞いたんですけど、お金もない

んでしょうけど、そこの蛍光灯の球が切れた分だけでも、せめて新しい球に取っかえ

てほしいというのが、今日私のお願いで。 

○福岡委員 

 工営所の管轄ではないんですね。「照明、ここ切れてますよ。」と「街灯のあ

れ。」と言いますと、「ありがとうございます。」いうて、礼まで言われてかえてく

れます、即に。だけど、あそこはなかなか動かない。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 私が聞いていたのは、南行きのほうで片側に歩道があって、自転車が猛スピードで

通過するという話のときに、照明灯が暗いのでその照明灯を明るくできないかという

話については聞いたことがあります。明るくする方向で動くというところまでは聞い

ていたんですが、その後どうなったかいうのは聞いてないんです。 

○久保委員 

 それで連絡、私聞いた分では、アンダーパスの道路の所轄は建設局だと。  

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 建設局です。 
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○久保委員 

 建設局らしいです。そこに物申さんとやってくれないということは聞いておるんで

すけど、ただ前にも言ったんですけど、歩道ですけど自転車は通るは、車椅子は通る

は、幼稚園・保育園の子どもたくさん乗った乳母車は通るは、ほんで狭いんですよ。

それを広げてもらうようには我々希望したんですけど、それは難しいと。というのは、

上が宮原操車場で新幹線も通っていますわね。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 新幹線も通っていますからね。 

○久保委員 

 なかなか構造が複雑なもので、拡張云々は難しいんだということを聞きましたので、

せめて今切れてる蛍光灯、それを新しい球に交換してもらうよう、働いていただけな

いかなと思います。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 一度、問い合わせはしてみますけど、聞いていた話は照明灯の照度が暗いから、Ｌ

ＥＤにかえて明るくするという話までは聞いていました。その時期がいつかというの

は全然まだ確認できていないですけど、そういう話があったように思います。一度確

認だけさせていただきます。 

○久保委員 

 一つお願いします。 

 ちょうど明るさの問題が出ましたもので、地域の声が入ってきますもんで、何とか

お願いしたいなということでお話させてもらったんです。 

○米山委員 

 街灯が切れた場合は番号を打ってあるんですね。それを建設局に言ったら何とかや

ってくれますわ。さっきのアンダーパスのとこも番号打ってないのかな。建設局やっ

たら番号打ってないのかな。 
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○松田市民協働課相談調整課長代理 

 アンダーパスのとこは蛍光灯があるだけなんで。 

○米山委員 

 番号は打ってないんですか。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 打ってないです。 

○久保委員 

 同じ建設局ですもんね。汚れてきたないです。蛍光灯の外側のカバーも。  

○福岡委員 

 ということは、蛍光灯の器具もかえようとしてるんでしょうか。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 

 そこまではよくわからないですね。 

○久保委員 

 そんな兆候はないです。私の見た範囲では。 

○福岡委員 

 普通なら、球かえるぐらいは喜んで、礼言うてくれるんですよ。ありがとうござい

ますいうて、連絡したら。 

○泉議長 

 普通、大体その日のうちに豊中やったらするんですけどね。豊中やったら切れてた

ら、その日のうちに対応するんです、まずは。 

○福岡委員 

 あれも同じです。工営所もやってくれます。 

○久保委員 

 私の知ってる範囲でも、半年はかえてないんちゃいますか。 

○松田市民協働課相談調整課長代理 
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 いずれにしても、調べてみます。次回にそういう報告ができればいいかなと思いま

す。 

○泉議長 

 済みません。時間が参りましたので、次のテーマに移らせていただきます。 

 では、事務局よりめざすべき成果及び戦略１－３、地域福祉の推進について御説明

のほうよろしくお願いいたします。 

○嶌岡保健福祉課長 

 保健福祉課長の嶌岡でございます。よろしくお願いいたします。座らせていただき

ます。 

 では、私のほうから地域福祉の推進ということで、資料３の７ページ、経営課題１

めざすべき将来像とか、統計的なところありますので、このあたりはまた御一読くだ

さい。その裏面のところ、真ん中の左あたりの具体的取組１－３－１、取組内容につ

いて少し御説明をさせていただきます。 

 まず、ここにありますように１番の淀川区における地域福祉推進の指針となる新た

な地域福祉推進ビジョンを策定し、各関係機関や地域へ周知できるようにするという

ところなんですが、このピンクのチラシをごらんください。淀川区地域福祉推進ビジ

ョンとあるものです。これは一応概要版ということで、１枚物にしているものです。

この地域福祉推進ビジョンと申しますのは、平成２５年１１月に地域の皆様や各種団

体の皆様とともに、メンバーにもなっていただきながら区の社協と一緒につくったも

のです。先ほど、久保委員からすごく懐かしい話が、門灯大作戦の話が出たんですが、

この策定の前に地域福祉のアクションプラン推進委員会というのがございまして、多

分そこで取り組んでいた内容だと思います。このビジョンを策定するときも、そこの

アクションプラン推進委員会のメンバーさんにもたくさん入っていただいて、淀川区

の指針となるものをつくろうやないかということで策定したものです。当時、大阪市

も市政改革プランを策定した時期でありまして、新しい住民自治を進めるにあたって
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淀川区としても何か欲しいなといういきさつがあったことを覚えております。策定か

ら４年以上が経過いたしまして、この間、御存知のとおり世の中の状況も随分と変わ

ってまいりました。高齢者や障がい者、それから児童の虐待もますます増えて深刻化

しておりますし、新たな社会的な課題、子どもの貧困だったり、孤独死なども本当に

日常的に話題になるようなことになってまいりました。新たな制度や施策も次々と打

ち出されておりますし、時代にあったものとするために私たちも新たなビジョンが欲

しいなということで、次年度に向けて改定する予定で準備を進めております。  

 また、取組内容の２番に戻りまして、次は「要援護者の見守りネットワーク強化事

業」を推進するというところでございます。皆さんもよく御存知かもしれませんが、

このチラシが見守り相談室と書いている、このチラシになりますのでご覧ください。

御存知のとおり、この事業は区社協に委託しております。ここにありますように、見

守り相談室を設置いたしまして、１８地域に調査員を配置いたしまして事業を実施し

ております。この見守り相談室の裏面をごらんください。この事業には３つの機能が

ございまして、まずここにあります機能１です、これは要援護者名簿を活用して、要

援護者と支援者をつなぐ体制を確立していくというものでございます。３０年度の目

標といたしまして１６地域でそういった体制ができればいいなということで、進めて

まいっております。 

 それから２番目の機能といたしまして、見守り支援ネットワーカーによる相談体制

を充実させるというところになります。このネットワーカーといいますのは、見守り

相談室の中にいるワーカーのことでございます。来年度の目標といたしまして、目標

相談実人数を２８０人と定めております。 

 それから、機能の３つ目といたしまして、認知症高齢者の見守りネットワーク事業

を推進するとなっておりますが、これは見守りメールへの登録。徘回されている認知

症高齢者の支援をこの見守りメールに登録することで、早期発見につなげようという

ことで、警察等とも連携して取り組みを進めているところでございます。この詳しい
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説明は、もう１枚のオレンジと赤っぽいチラシがあるんですが、なかなか上手に広報

とか周知ができてなくて、こういったチラシを別刷りいたしまして、幅広く皆さんに

知っていただいて、多くの登録者の募集を進めているところでございます。これも、

ここの取組内容にありますように、「よどマガ！」とか「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」、そ

れから「区社協だより」とか、あらゆる手段を使いまして周知していきたいと考えて

いるところでございます。 

 最後に「要援護者の見守りネットワーク強化事業」活動報告会の開催となっており

ますが、これは今までやってなかった取り組みなんですが、各地域では独自の取り組

みをなさっていて、かなり成果を上げている地域もございますので、そういった事例

を報告し合う場所を設定いたしまして、淀川区全体のスキルアップに努めたいと考え

ているところでございます。初年度ですので、年に１回開催できればいいなというこ

とで、今、区社協とも相談しているところでございます。 

取組内容についての説明は、私からは以上でございます。 

○泉議長 

 ありがとうございます。地域福祉の推進について嶌岡様より御説明いただきました。  

 また、先ほど同様、今の御説明について御意見・御質問等ありましたら、よろしく

お願いいたします。 

○米山委員 

 認知症は本人さんが、わしはまだしっかりしているから、絶対医者の診察を受けん

と、うちとこのお父さんなんですけど、奥さんも困ってらっしゃるけど、包括支援セ

ンターのほうに相談して、包括支援センターがお声がけしたら、何しに来たん、帰れ、

いうて、なかなか御家族が困ってらっしゃるけど、そういう方向に、診察とか行けな

いケースが結構あるみたいなんです。だから、認知症がどんどん進行していったら、

家を留守にできない。ある方なんかは奥さんは割と若いんですけど、本人さんも別に

認知症という意識はないんですけど、御主人を目が離されんて。その方は包括支援セ
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ンターのほうに相談して、結局施設に入れていただいてほっとされていました。御家

族の方が一番苦労されると思います。独居の方も認知症だと困るんですけど。独居は

独居で結構大変だと思います。 

○嶌岡保健福祉課長 

 今おっしゃられましたように、御本人さんが認知症という自覚はもちろんございま

せんし、家族の方が大変お困りになっているというケースもたくさん見聞きしていま

す。地域の包括支援センターが一番高齢者の身近な窓口ではあるんですけど、大阪市

のほうでは認知症の初期に集中して関わる支援事業を今各区に１カ所ずつそういった

支援センターを置いておりまして、淀川区であれば東部の包括支援センターの中にご

ざいます。 

○米山委員 

 オレンジチームね。あそこも相談したんですわ。相談したんだけど、受け付けてく

れんかったから、本人が。結局３カ月みて改善せんかったら、もうしょうがないって

言われたんですよ。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうですか。オレンジチームは粘り強く訪問して何とか糸口をつかもうと努力する

んですが、そのあたり包括と連携しながらまた進めていきたいと思いますので、是非

御一報をいただければと思います。 

○福岡委員 

 ここにあります、地域福祉計画、各地域の、１－３の上のところに各地域の特性を

踏まえた地域福祉計画の作成に向けた支援を行うという項目があるんですけど、この

地域福祉計画をつくられた地域というのはあるんでしょうか。これ、多分社会福祉協

議会が先導してやっておられるやつやと思うんだけど、２年ほど前から言われてるん

だけど、つくったところあるんでしょうか。 

○嶌岡保健福祉課長 
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 三津屋と野中でリーフレット作成にまで確か至ったと。発展計画ということで。発

展計画といいつつ、なじみやすいように事業紹介が主なものになっているんですけど、

つくっておられて。あと２地域で着手する予定で、本来ならそれは区社協の大事な役

割なんです。毎年少しずつでも増やしていきたいということで努力はしてるんですが、

昨今地域の方もいろいろな事業もあり、ワークショップを開きながら進めていかない

といけませんので、時間がかかってるんですが、最終的には１８地域をめざしてやっ

ていきたいというふうな思いは区社協、持っておりますので。 

○福岡委員 

 ということは、進んでいることは進んでいるんですね。 

○嶌岡保健福祉課長 

 そうなんです。そういった動きとも私たちも連動していきたいなというふうに思っ

ております。 

○泉議長 

 ほかありませんでしょうか。 

 済みません、私ごとで民生委員もしてる関係で、見守りのメールがよく入ってくる

んですけど、割と広域に入ってくる。大阪市内だけでなくて。 

○福岡委員 

 京都からも入ってませんでしたか。 

○泉議長 

 確かに。メールが入って、写真が添付ファイルについてて解除したら解除のメール

もくるんですけど、多いです。 

○福岡委員 

 毎日入ってきます。毎日、一、二件入ってきます。 

○泉議長 

 近隣やったらまだ何とかわかるんですけど、余り遠くて。 
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○福岡委員 

 当初、メールかファクスということだったんです。ファクスやられるところが大変

やったらしいです。ファクスがどんどん。毎日２件ぐらい入ってくるんです。大変や

ったいう話聞いてます。今は多分ファクスはやめておられると思います、全部。そや

からそれだけ利用されているということです。ただ、登録されている方は少ないかも

しれません、写真が入ってない方が。多分、登録されている方は写真が入るようにな

っていると思いますけど、写真が入ってない方は登録されてない方と思います。大抵

の方は見つかってますね。私見つけたことないですけど。 

○泉議長 

 御意見ありませんでしょうか。 

 御意見もないようですので、次のテーマに移らせていただきます。 

 続きまして、議題（２）淀川区将来ビジョンについて、事務局より御説明のほうお

願いいたします。 

○西政策企画課長 

 改めまして、政策企画課長の西でございます。 

 資料の７をご覧いただけますでしょうか。Ａ４の縦長の１枚物でございます。 

 表題、淀川区将来ビジョン２０２２－みんなの笑顔をつなげるまち―（素案）とあ

るものでございます。こちらのほうにつきまして、先般パブリックコメントを実施さ

せていただきました。そこにありますように、意見の募集期間といたしましては１１

月２０日から１２月２２日の間。意見の募集方法といたしましては郵送、ファクス、

Ｅメール、持参この４通りということになっております。この素案はインターネット、

あるいは区役所の窓口での冊子の閲覧という形で行わさせていただきました。意見の

提出の状況でございますが、持参という形で１件、大阪府内在住３０代の方からいた

だいております。当淀川区の考え方といたしましては、裏面のほうご覧いただけます

でしょうか。いただいた意見と、意見に対する区役所の考え方を掲載させていただい
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ております。向かって左側のほうがいただいた意見でございます。そこの上の部分に

書いてあるのでご覧になっていただけたらわかりますけど、サブタイトルが「みんな

の意見をつなげるまち」となっておりますけど、「つなげるまち」ではなくて、「み

んなの笑顔がつながるまち」のほうがいいのではないかと。行政が笑顔をつなげるの

ではなくて、自然と住民の皆さん方の笑顔がつながるような、そのようなまちづくり

をめざすべきではないかというような御意見を頂戴しておるところでございます。区

役所の考え方といたしまして、向かって右側のところに書かせていただいております

けど、まさしく御指摘のとおりだと考えております。淀川区といたしましても、行政

が笑顔をつなげるのではなく、自然と住民の皆様方の笑顔がつながるようなまちづく

りをめざしたいというふうに考えております。表題のほうのサブタイトルですけど、

淀川区将来ビジョン２０２２こちらのほうのサブタイトル、「みんなの笑顔がつなが

るまち」に変更させていただきたいというふうに考えております。なお、この変更し

た案につきましては、現在区政会議などでいただいた御意見を受けて、内容調整を行

っております。また、別途当方のホームページなどで「淀川区将来ビジョン２０２２

－みんなの笑顔がつながるまち－」の案、現在は素案という形でございますけど、案

という形で公表をさせていただきたいというふうに考えております。また、この３月

に開催を予定しております区政会議で、改めて委員の皆様方から将来ビジョンにつき

ましても御意見を頂戴いたしまして、今年度中には、この淀川区の将来ビジョン２０

２２を確定してまいりたいというふうに考えておるところでございます。何とぞよろ

しくお願いいたします。私からの説明は以上でございます。 

○泉議長 

 ありがとうございます。 

 議題（２）の淀川区将来ビジョンについて、西課長様より御説明いただきました。  

 何か事務局からの説明について御意見ありますでしょうか。１件パブリックコメン

トで意見はあって、その意見が反映された形で考え方というのが示されております。
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ありませんでしょうか。私からいうの何ですが、確かパブリックコメントは余りこう

いう意見というか、集まらないというのがほかの市でもあるんですけど、淀川区もパ

ブリックコメントして１桁というのは多々あるんでしょうか。 

○西政策企画課長 

 パブリックコメントそのものを区役所がやるということ自体が珍しいことですが、

１桁をどう考えるかなんですけど、寂しいといったら寂しいのかもしれません。大阪

市全体でもいろんなパブリックコメントを私どものほうで見ることがあるんですけど、

たくさん意見が寄せられるという事例は余りないのかもしれないですが、本件に関し

てはこのとおり１件だけということでございます。 

○福岡委員 

 この方、偉いですね。びっくりしますわ。すばらしいです。そのとおりです。  

 この辺と離れるかもわからないですけど、企業さん、今我々地域においての地域活

動協議会なんかでの活動で、地域の中で企業さんも確かにまちセンの方のアドバイス

とか何かで、入ってきていただいているところは多少あるんですけど、企業さんがど

ういうことを地域活動に求められているか。地域においてどういうことを求めておら

れるか、これは多分アンケートみたいなものがもしとれるんであれば、何を望んでお

られるか、地域活動に関して、企業さんが。私らの地域では企業さん抜きではやりに

くいんです。ですので、企業さんがどういうことを望んでおられるのかというのを知

りたいなと。町会の活動なんかで、一応町会に入っていただいている企業さんもあり

ますが、結局、この１２月の末で私のところに町会やめさせてください、何のメリッ

トもありませんので、と言われて、結局はそれを受け入れざるを得ないということな

んです。確かに町会費をもらってやっているんだけど、その企業さんに対して何かお

返しができてるかいうたら、できてないように私は思っているんです。ですので、ど

ういうことが企業が望んでおられるのかな。そんなもん地域活動なんか要りませんよ

とか。そのやめられるところにも、企業の社会貢献だから一つお願いしますわという
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形で言っても、その企業さん、企業さんによって考え方が違いますからあれなんです

けど、何かその辺のところの、何をどんなことを望んでおられるのかわかればなとい

うふうな気はするんですけどね。そういうことにも向けての活動をしていけたらとい

うふうに思うんです。今、企業さんが入ってきていただいているのも、個別に入って

るだけであって、企業さんも組織みたいなものがあって、その組織の中の代表として

出てきていただいて、地域活動協議会に理事として入ってきてもらうという形になれ

ば本当に理想的なんですけど。今、個別に入ってきているから、企業さんとしての代

表の意見であるかいうたら何にもないんです。ただ単に参加してるだけ、参画じゃな

しに参加しているだけという形になってるのが現状なんです。ですので、企業さんが

地域活動協議会に入り込んでこれるような何か方策、理事として中に入って参画して

もらう、その中で計画を立てていってもらうというようなことができれば一番いいな

と。それには、本当いうたら企業さんが今言いましたように、組織をもって一つの組

合みたいな、そういうもんをつくっておられるところもあるんですけど、そういうこ

とができたところの代表として入ってきていただいたら、この地域活動協議会という

のが非常にうまくいくんじゃないかなとは思うんですけど。難しい話なんですよ。理

想だと思うんですけど。 

○西政策企画課長 

 御意見ありがとうございます。今日、あいにく市民協働課長が欠席しておりますの

で、確かに地域活動協議会のほうへ企業さんがどういう形で参画するか、それはかね

てより課題としていろいろ先ほどもおっしゃいましたように、まちセン等々を使って

いろんなことをやってきたかと思いますけど、企業さんが何を望んではるのかいう部

分は、ひょっとしたら我々の観点どこまであったのかなと思います。 

○福岡委員 

 それぞれ違うんだと思うんですけど。わかれば簡単な話なんですけど。  

○西政策企画課長 
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 今日は担当がいないんで。 

○福岡委員 

 無理な話を言うているんだと思いますけど。 

○西政策企画課長 

 いただいた意見を担当に伝えさせていただきます。 

○福岡委員 

 企業抜きで、私らの地域ではやれなくなってきてるんでしょうか。やれないから、

全体として地域を盛り上げていくためには一緒にやってやらなければいけない。要す

るに、今の防災で自助・共助・公助、これ防災において物すごく広まったと思うんで

す。阪神大震災で公助を頼りにしてたらあかんよというのが広まって、自助・公助・

共助、自助と共助をやらなあかんよということが広く広がったと思うんです。この考

え方は何も防災だけの問題じゃないと思うんです。全てのこれからの福祉関係のこと

でも何でもそうなんですけど、このおせっかいの宣言ですか。これまさに共助の考え

方なんです。自助と共助だけでええいうたら、役所は何もせえへんかという形になる

から。そやけど、これが今ちょうど防災のことで広まっていますので、本当にいい機

会で、共生ということがこれから重要になってくると思うんですけど、その共生に今

の防災のこの自助・共助・公助を広めていくというのが大切やないかなというふうに

思うんです。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございました。御意見、また担当から伝えます。私の個人的な経験、昔

本庁におったときに、企業連携いうのを大阪市全体でそういう部署におったこともあ

ります。ただ、企業さん、その社会貢献ちゅうのはそれぞれ掲げてはるんですけど、

なかなか社会貢献という、うたい文句だけでは行政でやることについてきていただく

のは難しい部分もあったり。個人的な実感ですけど、かつて思ったこともあります。

ただ一方で、企業さんも何かしたいと思っているはずではあるんです。どううまいこ
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と引き出すのかということをいろいろまた考えていかなあかんのかなと。昔、私が経

験したことで感じたこともありますので、また本日いただいた意見を参考にさせてい

ただきたいと思います。 

○福岡委員 

 企業さんの組織みたいなんができていたら一番いいんですけど。私のところの地域

では、商店街いうのが、商店組合いうんですか、そういうのんがないがために、何事

もうまくいかないんです。地域の自転車対策にしても、クリーンアップでもうまくい

かないんです。住民だけでは。そういう人らの協力が必要になってくるんです。  

○山岡委員 

 それ、確かに地域活動やってて大きな問題やとは思うんですけど、地域の中で今日

の議題の中でも、それを地域に帰って地域活動協議会がするのか社会福祉協議会がす

るのか民生さんがするのか、誰がまとめる、委員である我々がまた新しい何かをつく

らなければいけないのか。企業さんに関してでしたら、私西三国なんですけど、西三

国の中で町会というのがあったり、町会の中で企業の扱い方が違う。まずそこから連

長さんのほうでどういうふうにまとめていくというのをまとめていかないとできない

のかとか大きな問題が確かにたくさんあると思うんですけど。地域活動協議会という

のをつくられたときに、企業さんとの連携を。確かに何らか指針がいただければ地域

としても動きやすいところはあると思うんですけど。 

○福岡委員 

 中心は地域活動協議会だと思うんです。地域活動協議会が中心になってやらないと

いけないと思うんですけど。その地域活動協議会でいろいろと創意形成をしていく上

において、住民も創意、それから企業のほうもという形でなればうまくいくんですけ

ど、なかなか企業さんのほうがまとまりいうんか、固まりがつくれないですから。な

かなか難しいです。 

○光在委員 
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 加島の場合は、企業は割と地域活動協議会とか地域連合振興町会が企業にお願いと

かいろいろいきますね。広報活動もしていましたけど、割と何百人の従業員、大きい

企業といったら語弊ありますけど、そういうところの企業は割と市からの緑化運動と

かそんなんにもすっと沿って、周りの敷地外の町会の清掃をされるとか、そういうの

を割としてます。地域の行事でいったら協力してくれます。ただ、いろいろな工場と

か商店とか、そういうところのほうがかえって難しいかなと思います。うちの場合は、

たまたま少ないですから。 

○福岡委員 

 大きな企業さんやったらそれ１社つかまえたらいいんですよね。ところが、商店み

たいなところがまとまりをつくるのが、本当は商店組合があれば一番ベターなんだけ

ど、私ところはありませんので。 

○光在委員 

 どんなふうにまとめたらいいのかなとか思います。 

 工場（こうば）とか、そんなんが難しいかなと思います。 

○福岡委員 

 その辺のところをうまくまとめたらいいんですけど、難しい話かもわかりませんね。  

○光在委員 

 割と大きいところのほうが、地域の清掃作業に参加したりとか、そんなんで広報紙

に取り上げたりとかね。 

○福岡委員 

 やっぱりそういうところは、社会貢献とかいうことで考えておられると思うんです

けど、そういうことを全く考えてないところもありますので。 

○光在委員 

 工場（こうば）とか商店とか小さいとこのほうが難しいかなという気もします。  

○泉議長 
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 本日、予定していました議題、安全・安心なまちづくりの取り組みについてで、防

災対策、防犯対策、地域福祉の推進についてと、また、（２）の淀川区将来ビジョン

についても議題、全て終了いたしました。 

 本日の議題以上でございます。 

 それでは、進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。 

○西政策企画課長 

 泉議長、本日議長に就任いただきまして、議事進行もいただきましてどうもありが

とうございました。なお、本日時間の関係で発言などができなかった御意見などあり

ましたら、お手元に御意見票を置いておりますので、そちらのほうを御活用いただけ

ればと思います。今月２６日までに事務局のほうに御提出いただきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 また、全体会議の開催を３月２０日で現在予定しております。年度末の非常にお忙

しいところかと思いますが、御臨席賜りますようお願いいたします。 

 それでは、時間も参っておりますので、このあたりで第２回淀川区区政会議安全・

安心なまちづくり部会を終了してまいります。 

 本日は長時間にわたりまして、ありがとうございます。 

 

―了― 

 

 

 

 


