平成 26 年度 第２回 平野区行政連絡調整会議
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題

(1) 各事業所（署）における平成 26 年度事業進捗状況等について
(2) その他
５

議事要旨

(1) 「平野区行政連絡調整会議等の進め方について」について事務局から説明
(2) 「平野区内の犯罪・交通事故発生状況等について」「平野区・車上・部品ねらい認知発生マ
ップ」「防犯カメラは『地域の眼』です」について、平野警察署 栁谷 署長から報告
・犯罪発生状況について、前年に比べ増加している。自転車盗が増えていることが原因である。
８月に入り、少し頭打ちになっている印象であるが、引き続き、街頭犯罪の防止に努めたい。
中央区の発生件数 1,330 件に比べ、当区は 1,230 件である。
・交通事故については、42.8％くらいが自転車の事故である。減少傾向にはあるが、自転車事故
と高齢者の事故を中心に対策を努めたい。
・秋の全国交通安全運動への支援・協力をお願いする。
【区長】
・件数の減少の原因は何か。
【署長】
・大阪府下全体の傾向だが、取締りの重点地域を変更したり、安全教室を増やしたりしたこと
が効果が現れたのではないかと思う。
【区長】
・今後とも自転車に関する事故についても色々と相談させていただきたい。
(3) 「災害状況」
「土曜ドラマボーダーライン」について、平野消防署 太尾 署長から報告
・火災発生状況は、昨年同様の推移である。火災件数は、昨年に比べ３件減少している。焼損面
積は、313 平米の減少である。６月 10 日までは、焼損面積なしの状態であったが、長吉長原の
市営住宅にて死者負傷者各１名の火災が発生した。７月に長吉長原の一般住宅、瓜破東の住宅
にて火災が発生した。８月９日には、加美北の市営住宅にて火災が発生した。以上が、焼損面
積を計上した火災の概要である。
・放火件数も昨年に比べ、やや低い状況である。救急件数は減少で推移している。熱中症は、搬
送件数では平成 26 年 8 月末時点で 720 人（全市）に比べ、51 人（当区）である。昨年同月は、
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当区は 97 人搬送していたので、減少している。内数でいうと 32 人が軽症である。大阪市消防
局では、９月の 11 から 17 日に高齢者防火推進週間を全市的に実施している。11 日には加美北
で、12 日には平野南で防火訪問を行う予定である。９月７〜13 日を救急利用週間としており、
９月６日に救命講習を実施する予定である。要望があれば、連絡してほしい。
・ポスター掲出の協力を願う。10 月４日からＮＨＫでのドラマの撮影場所の提供、阿倍野消防署
が舞台となっているなど、消防局が全面的な協力を行った。
(4) 「平成 26 年度

中間整備工事日程表」について、環境局平野工場 植村 場長から報告

・工程が変更となった。具体的には、１号炉と２号炉の工程が交代した。プラントの中の機械を
整備するが、半年に一度、中間整備があり、定期整備をするための炉の中の整備を行う。オー
バーホールでは長期間となる。
・８月 24 日にオープンデー（見学会）を行った。ポスター掲出への協力に感謝する。合計 117
人来場した。来年３月 22 日にもオープンデーを予定している。広報の協力を依頼する。なお、
年度内では７、８、３月にオープンデーを行っている。
【区長】
・工事による区民への影響はあるのか。
【工場長】
・区民への影響はない。
(5) 「高齢者・こども・障がい者など部会
会

平成 26 年度の部会テーマについて」
「防災・防犯部

平成 26 年度の部会テーマについて」
「地域・協働部会

平成 26 年度の部会テーマについ

て」「食と町〜平野いただきます！〜」について、政策推進課長から報告
・区政会議は、区域内の基礎自治に関する施策について、立案段階から区民の意見をいただき、
成果等の評価についても意見をいただくもの。４６名の全体会と、３部会が開催されている。
部会での意見を全体会で反映することとしている。今年度の検討したいテーマについて議論し、
各部会のテーマを確定した。高齢者・こども・障がい者など部会は、「①高齢者の地域におけ
る見守りについて、②発達障がいへの理解促進について、③平野区のこどもたちが、外で元気
に遊べる環境づくりについて」というテーマが選定された。委員や区職員を対象とした発達障
がいについての勉強会を２回実施した。「こどもたちを元気にする会議」で２回、議論を重ね
ている。防災・防犯部会では、概ね小学校区を単位とした地域別防災計画の策定に向けて取り
組んでいる。
地域・協働部会では、若い世代、マンション住民に対する地域活動への理解促進等に取り組ん
でいる。
・
「食と町〜平野いただきます！〜」は、平野観光イベントとして実施する。８月 24 日のまちぐ
るみ博物館とのコラボをはじめ、クラフトパークと交通局のコラボイベントも実施する。９月
13 日には、川辺八幡神社秋祭りが実施される。バルは、９月末まで実施予定である。併せて、
ウオークラリーも実施予定である。
(6) 「おおさか東線ＪＲ長瀬・新加美間新駅設置について」「加美駅バリアフリー（エレベータ
ー設置）工事について」について、平野区役所 佐々木 企画調整担当課長から報告
・ＩＲ長瀬駅と新加美駅間に新駅ができるが、駅の広場は東大阪市側にできる予定である。
・加美駅にバリアフリー工事（エレベーターや多機能旅客トイレの設置）がなされる予定である。
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【区長】
・市民交流センターひらのからの心配の声もあり、大阪市としても懸念していた案件で、国に
申し立てていたが、ようやく結実した形である。
(7) 「平成 26 年度平野区役所災害対応状況（報告）」について、平野区役所

鈴木

まちづくり

協働課長から報告
・６月 26 日、災害対策警戒本部を設置した。短時間で解除された。
・８月９日、10 日、台風 11 号により災害対策本部を設置した。松原市と大阪市とで河川水位の
上限に差があるものの、平野区の飛び地の対応のため、水位が上昇する可能性があったことか
ら４号動員とした。
・現在、堺市とは大和川の河川水位を共通のものとしたが、松原市はまだであり、今後検討して
いくこととなる。
(8) 「９月 平野図書館の行事」
「平野区の調べ方」
「大阪市立図書館利用のごあんない」につい
て、平野図書館 米川 館長から報告
・交通安全などのための紙芝居を行っている。
・平野区の情報についても、平野区ホームページの掲載など行っている。
(9) 「平成 26 年食中毒発生状況」について、健康局

河野

南東部生活衛生監視事務所長から

報告
・平成 26 年は、175 名の食中毒患者数であり、若干減少傾向にある。ほとんどの原因がカンピロ
バクターである。食品でいうと、鳥を食べたことによる。鳥の生食の７〜９割にカンピロバク
ターが含まれているおそれがあり、食べることを控える方が望ましいだろう。
【まちづくり協働課長】
・鳥だけは生でもいいとなった理由はあるのか。
【事務所長】
・九州地方に昔からの食文化で鳥の生食があるようで、規制することが難しいと聞き及んでい
る。
(10) 「出張１日体験教室」「平成 26 年８月 23 日（土）・24 日（日）地下鉄平野駅構内でのイベ
ント」
「９/７（日）は、八尾南駅から『八尾河内音頭まつり』へ」について、交通局 納 副
管区駅長から報告
・クラフトパークと連携することとなり、第１回が実現した。２回目は天王寺駅、３回目を東梅
田駅で実施予定である。
・８月 23 日には、地下鉄平野駅内でライブをした。天王寺駅で以前勤務していた際に、作った
曲であるが、それをこどもたちと歌った。併せて、写真撮影用のボードを設置した。８月 24
日には、のりもの博物館を実施した。
・八尾河内音頭まつりについて、八尾南駅から 30 分毎に無料送迎バスが往復する予定。地下鉄
の利用促進を図るようにする。
・うぉーくらりーの参加者にはスタンプ数に応じてプレゼントを用意している。
・地下鉄ライブのメンバーと、和洋折衷のレゲエコンサートをした方と「ひらのの歌」のグルー
プ、９月１２日金曜日にライブをする予定である。
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【区長】
・地域の方と交通局の協力でバルが実現した。クラフトパークとの新たな連携が行政連絡調整
会議を通じてつながったことがうれしい。今後ともよろしくお願いしたい。
(11) 「クラフトパークフェスタ」について、クラフトパーク 河田 課長から報告
・クラフトパーク主催のイベントで最大級のものである。日本一大きなとんぼだまづくりにチャ
レンジする。また、制作作品を制作者が説明する企画展も行う。アートマーケットを玄関前広
場に出展予定である。川辺、長吉小学校の生涯学習の発表会も同時に開催する予定である。大
阪市で唯一の総合工芸施設であることから、広報を含め、取り組んでいるところであるが、こ
のイベントは受講生が自ら情報発信する取組でもある。
・教育振興公社としてライフイベント事業を受託し、平野区のマスコットキャラクターひらちゃ
んをモチーフにした染色工房の技法を用いたトートバックを作成した。
(12) 「区民意見情報共有シート」について、建設局

丸田

副所長から報告

・植樹枡内の除草清掃、道路上の不法投棄の処理に関する要望について、所管である環境局東南
環境事業センターを案内した。また、道路の舗装要望について対処を行い、全体的な修繕につ
いては予算上の問題をふまえ、１〜２年お待ちいただくことを了解いただいた。その他、民地
内に不法投棄されたごみに係る要望については、道路管理上の問題のある部分について対応し
た。根本的な解決には、土地所有者に改善を求めないといけない事象である。
６

会議資料
(1) 平成 26 年度 第２回 平野区行政連絡調整会議

議案書

(2) 平野区行政連絡調整会議等の進め方について
(3) 平野区内の犯罪・交通事故発生状況等について、平野区・車上・部品ねらい認知発生マップ、
防犯カメラは「地域の眼」です（平野警察署）
(4) 災害状況、土曜ドラマボーダーライン（平野消防署）
(5) 平成 26 年度 中間整備工事日程表（環境局平野工場）
(6) 高齢者・こども・障がい者など部会 平成 26 年度の部会テーマについて、防災・防犯部会
平成 26 年度の部会テーマについて、地域・協働部会

平成 26 年度の部会テーマについて、食

と町〜平野いただきます！〜
(7) おおさか東線ＪＲ長瀬・新加美間新駅設置について、加美駅バリアフリー（エレベーター設
置）工事について
(8) 平成 26 年度平野区役所災害対応状況（報告）
(9) ９月 平野図書館の行事、平野区の調べ方、大阪市立図書館利用のごあんない（平野図書館）
(10) 平成 26 年食中毒発生状況（健康局）
(11) 出張１日体験教室、平成 26 年８月 23 日（土）
・24 日（日）地下鉄平野駅構内でのイベント、
９/７（日）は、八尾南駅から「八尾河内音頭まつり」へ（交通局）
(12) クラフトパークフェスタ（クラフトパーク）
(13) 区民意見情報共有シート（平野工営所）
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