
　現在、平野区では自助・共助の強化に向け、５地域別に防
災専属職員を配置しています。
　それにより、地域特性を把握し、きめ細かな防災出前講座
（防災訓練等含む）ができるとともに、随時、地区防災計画
（H27完成）を活用した防災訓練等の支援ができています。

　しかしながら、平成30年9月の台風24号の際は、自主避難
となったので、「水や食料を各自で用意して欲しい」と各町会
には伝えましたが、口頭での連絡であったため、誤った内容
で伝わったところもあり、今後の課題と認識しています。
　
　自主避難はその名のとおり災害が発生する恐れがある場
合に、不安を感じる方が早期の段階で自主的に避難してい
ただくもので、強制力はなく、区役所等からの公的な支援は
基本的にはありませんので、避難中の食事や着替え等の生
活必需品はご自身での準備が必要となります。

　一方、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示
は市長が避難を促す、或いは命じるもので、数量に限りはあ
りますが、市が備蓄している水や食料の支給を行います。区
民への周知が不足しているため、出水期に入る前の４、５月
頃にホームページや広報紙を活用し、周知・啓発を行いま
す。

　また、ペットについて、地震の際の避難所では、在宅避難し
ていると、余震による二次被害にあう危険性もあるため、大
阪市では基本的にペットの同行避難を認めています。しか
し、アレルギーの問題もあり、ペット同伴のエリアとペット同伴
不可のエリアを分けて対応しています。
　一方、地震の場合は体育館やその他のスペースも使えま
すが、台風など水害を伴う場合は、上階避難が基本となるの
で、スペースも狭く、ペット同伴エリアを別途設けることが難し
く、まだルール化が出来ていません。今後、施設管理者等と
調整を行うとともに、地域で開催する訓練やワークショップに
おいて、ルール化を検討します。

　今後も多くの住民に共助意識を向上してもらうため、防災
訓練の呼びかけ方法などを地域と共に検討していきます。ま
た、避難経路確認や安否確認、技術向上等については、避
難所開設訓練やワークショップ、出前講座の開催などで取り
組んでいきます。

①②

【災害発生時の初期対応　～　避難時について】
・災害時、一番大事なのは自助である。その次は共助であ
る。公助は一番遅くなる。
・実際、共助で助かっている人が非常に多い。その共助を生
かすための技術力を自分で身に付けておかないといけない。
そのための訓練が重要である。
・地震の場合、避難中に建物の倒壊や落下物によるけが等
をする危険がある。日ごろから、それらを踏まえた避難誘導
路を把握することが必要である。
・地域のリーダーが避難時の危険性を理解していて、避難者
を誘導するということを常に意識しておかないとだめだと思
う。
・台風24号で避難した際、避難所で水と食料が出ると聞いて
手ぶらで行ったが、自主避難ということで何も支給されなかっ
た。そもそも、自主避難とそうでない避難の違いが分からな
い。
・小学校の避難所に居たが、ペットを連れてきた人がおり、別
対応が必要となった。ペットを飼っていると避難し難くなるの
か。
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外部評価意見への対応方針

対応方針
分
類

　在宅避難の場合でも、避難所に行けば物資の配布は受け
られます。また、大阪市のホームページや市民防災マニュア
ルで、台風の時は強風に備えてベランダの物干し竿を下ろし
たり植木鉢を家の中に入れることをお願いしていますが、出
水期に入る前の４、５月頃にホームページや広報紙を活用
し、周知・啓発を行います。

　また、市営住宅の避難場所の件は、担当局へ市営住宅の
上層階への集会所の設置について相談しましたが、日常の
管理等の課題もあり、現時点では困難と考えています。
　地震と違い、水害の場合は、避難する時間があるケースが
多いため、自分の家の周囲や避難所がどの程度水没する
か、事前にハザードマップで調べておいて、避難する際の参
考にしていただきたいと考えております。

①②

④
1

番
号

委員のご意見等

【在宅避難について】
・自宅に３日分の水は備蓄しているが、それが無くなったらど
うしたら良いのか。在宅避難の場合、支援物資の提供は受
けられるのか。
・地震の際、市営住宅のエレベーターが停止し、多くの高齢
者が、階段は降りられても上がるのが辛いとの理由から自宅
に留まった。
・台風21号の停電は想定外だったが、水の備蓄があったの
で、自宅で待機していた。断水に備えて風呂に水を貯めるな
ど個人レベルでできる対策は各自でとる必要があると思っ
た。
・自宅周辺では、瓦や塀が飛んで来たりしていたので、避難
所に移動することが怖いと感じた。
・水害時は市営住宅の上層階の空き家を避難場所として開
放して欲しい。
・団地では、１、２階の住人に、３階以上の方に受け入れても
らうための申請書を書いてもらっている。３階以上の約36世
帯から同意を得ている。

【様式4】

年
月
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　現在、平野区では防災担当者を各地域に配置し、地区防
災計画（H27完成）を活用した防災訓練等の「防災の取組」を
支援しています。
　また、本計画のブラッシュアップに対する支援も随時行って
います。
　今後は安否確認や避難経路の確認など、内容の充実につ
いても、地域で開催する訓練やワークショップにおいて提案し
ていきます。

　一方、AEDなどは消防が学校の先生やPTAを対象に訓練
を行っています。
　また、トリアージについては、区役所に医療職は居るもの
の、専門家でないので難しいと考えていますが、災害時に外
部からDMAT等の支援が入った場合に備え、区役所で機材
を用意しておく必要はあると考えています。
　現在、平野区三師会（医師会、歯科医師会、薬剤師会）と
区役所で災害時医療救護活動について、検討を重ねてお
り、今後、いただいたご意見は、大阪市立大学（都市防災教
育研究センター）との協定も活用しながら、区の防災の取組
に反映していきます。

①②

①②

　大阪市内には土砂災害警戒区域はないため、平成30年9
月の台風では大阪市及び区からはメールは送信していませ
んが、平野区と接する周辺の市の一部地域に土砂災害警戒
区域があるため、それらの市が発したメールが届く場合があ
ります。

　大雨の場合、地元から要望があればすぐに避難所を開設
しますので、必要と思ったら遠慮せずに地域・区役所にご連
絡いただきたいと考えています。

　また、区のホームページの「やさしい日本語」のコンテンツ
でイラストやひらがなを使って、日本語に堪能でない人でもわ
かるような防災関係の資料は掲載しているものの、まだ一部
しか掲載できていないため、今後は多文化共生について、市
民局の区役所部会ワーキングチームで検討していきます。

　学校を休校にするかの判断については、災害時の対応マ
ニュアルはあるものの、最終的には学校長の判断によりま
す。区役所のホームページに関しては、軽量版に掲載する情
報を改善します。

　今後も校長会等と連携し、学校園と一層の連携を図りなが
ら適切な情報発信が出来るよう努めます。

①②

　　地震発生時の初期対応については、住民同士の共助が
非常に重要となります。
　町会・自治会への加入を促進し、地域のつながりを強化す
ることで、安否確認にもつながると考えています。
　しかしながら、最近は町会や自治会に入っていない人も増
えているので、横のつながりも難しくなってきています。
　そこで、現在、平野区では、区役所として町会・自治会への
加入促進チラシを転入者に配付するほか、区役所ホーム
ページや広報紙等に掲載するなどの取組を行っています。

　また、個人情報については、DV等の問題もあり、慎重に取
り扱わざるを得ないと考えています。東日本大震災の時に、
特定疾患の患者さんに対するボランティア団体に、当該県の
危機管理監の判断で、個人情報を提供した事例もあり、その
後、災害対策基本法も改正されました。

　一方、障がい者については、普段利用している事業者のヘ
ルパーさんが積極的にサポートしてくれたところもあったと
伺っていますが、事業者によって対応に差があると考えてい
ます。行政だけでは対応が難しいので、家族や知人、地域と
の連携をお願いしたいと考えています。

　なお、介護保険の適用については、自主避難の場合は難し
いと思われますが、災害救助法の適用時は取扱いが変わる
と考えています。熊本地震の時は、後から厚生労働省からの
各種事務連絡などにより、被災者に対し介護保険サービスに
ついて、柔軟な制度運用が認められたと聞いています。

　障がい者等の避難生活が長期化する場合などは、福祉施
設と協力し、福祉避難所を設けて、配慮の必要な人の受入
れに努めます。

　現状では、区役所だけでは限界があることから、地域や区
社協、医療機関等との連携を検討するとともに、地域住民同
士の共助ができるよう、顔の見える関係づくりを構築していき
たいと考えています。

【情報発信について】
・携帯に近隣の市の土砂災害警戒のメールが来たが、大阪
市からはそのようなメールが来なかった。
・小学校では家庭向けに一斉メールが来たが、中学校には
そういうシステムがない。個人情報の問題もあり、緊急時の
連絡網もない。学校のホームページも接続しにくくなり情報が
取れなくて困った。
・外国人向けのハザードマップ等がない。災害時はどこの学
校の避難所でも利用できると思っており、校区や地域ごとに
分かれていると思っていない。
・６月の地震の際は市からの情報発信が少なく中学校が休
校か通常どおり開校か分からず混乱したが、市の方で対応し
ていただいたようで、今回の台風では、中学校から早期に連
絡があって助かった。
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【防災訓練について】
・３月に地域で２回目の防災訓練を実施したが、前回よりも若
干参加者が増えた。
・防災リーダーを主体とした再訓練、再教育を実施した。
・防災リーダー総勢80名の内、アドバンスコースを終了した者
20名が指導者となって、他の防災リーダーを教育した。漫然
と訓練を行うのではなく、目的意識をもって行うべき。
・避難生活におけるエコノミー症候群対策について、今後勉
強していく必要性があるのではないか。
・訓練のメニューとして安否確認が重要。集合住宅などは特
に必要ではないか。
・トリアージの機材を区役所で取り扱うことはできないのか。
・防災担当の委員は、トリアージのやり方とか、心肺蘇生法と
かの訓練をしておいた方が良い。区役所で行ってもらえない
か。大学の先生を呼んで講義を聴くだけでも良い。

【災害発生時の初期対応　～　地域の対応等について】
・大雨の時のように深夜に避難指示等が出た場合、ヘル
パーさんも居ないのでエレベーターが停止していたら、上層
階に避難できない。その際は民生委員の力を借りないと安否
確認に応えることも出来ない。
・災害時でも個人情報保護が優先されて行方不明者や死者
の氏名が公表されない場合がある。個人情報も大事だが災
害時は氏名を報道しても良いのではないか。
・台風２１号の時、区内各地で大きな被害があったが、地域
毎に防災リーダーの対応に差があったと相談を受けた。台風
２４号の時は避難所に居たが、自主避難なので水や食料の
支給はなかったが、そのことでクレームが出た。今回、私が
居た避難所は健常者ばかりであったが、もし障がいのある人
が避難してきた場合、どのように対応したらよいか不安に感
じた。
・介護保険の適用を受けている人から、避難時にタクシーを
利用した場合、その費用は介護保険から支給してもらえるの
かと相談を受けた。
・障がいがあり車イスで生活している。４階建ての市営住宅
の１階に住んでおり、今回の台風でも大和川が氾濫しないか
不安で、ＴＶのデータ放送で大和側の水位を観察していた
が、その辺の情報をもっと区役所から提供して欲しかった。
・車イスや酸素吸入器を使っている人、あるいは発達障がい
の人など一般の避難所では対応しがたい人は、どう対応して
もらえるのか？障がい者等にもっと配慮して欲しい。
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6

【自転車マナーについて】
・地域ではスーパーの前でティッシュ配布等の防犯啓発を
行っている。また、自転車前かごにひったくり防止カバーの取
付けも行っており、犯罪件数の減少に寄与している。
・JR加美駅の周辺は違法駐輪が多い。北部サービスセン
ターの北側に計画道路の予定であった土地があるが、未利
用のままではもったいないので、無償で提供してほしい。
・警察や消防の緊急自動車が空いているときに、パトライトを
点けて巡回してほしい。ライトを見ただけでスピードを落とす。

　現在、各地域において、人の集まるスーパー等で防犯キャ
ンペーンを実施していただいています。今後も引き続き、地
域と連携した啓発を行っていきます。また、ひったくり防止カ
バーについて、区役所では平成25年からの直近5年間で累
計41,800枚の取付をしており、これからも多くの人に普及させ
ていきます。
　一方、未利用地の無償提供については、土地の所管局に
問い合わせたところ、周辺の駐輪場経営もあり困難とのこと
です。
　また、緊急自動車のパトライトを点けての巡回について、警
察署では緊急出動以外でのパトカーの定期巡回を一部で取
り組んでいます。
　なお、消防署からは、「昨年、救急隊の1日あたり出場件数
が過去最高を記録する中で、救急車や消防車での巡回は、
緊急対応に支障をきたす恐れもあり困難である」との回答が
ありました。
　今後も、いただいたご意見を参考に自転車マナーの向上に
取り組んでまいります。

①②

④

　昨年までは還付金詐欺が多く発生していましたが、今年
は、大阪特有の義理人情をうまく利用したオレオレ詐欺が多
発し、平野区でも11月末現在で17件の発生、約2,630万円の
被害がありました。
　区役所としても、被害の広がりを防ぐため、地域（平野区地
域安全パトロール隊）・警察と協働した取組を提案し、商業施
設等で20回以上交通安全・防犯啓発キャンペーンを実施して
きました。重点啓発としては、ティッシュ、うちわに啓発文を記
載し、口頭でも注意喚起をしてきました。
　また、区役所独自の取組として、百歳体操・食事サービス・
ふれあい喫茶（15回）において、CAT隊の寸劇によるオレオレ
詐欺の事例を取り上げて注意喚起するとともに、防止対策と
して区役所が考案した、手形ポップ（受話器を上げると手形
が起き上がり注意喚起になる）を配布し電話に装着するよう
お願いしています。
　毎週木曜日には10時より区役所玄関前で、防犯に関する
啓発活動も実施しています。
　さらに、区広報板（120か所）には特殊詐欺防止の啓発ポス
ターを掲載しています。

　なお、災害時等に区役所からの依頼で業者が区民の自宅
に行くことはありませんが、万が一、怪しいと思われた場合は
区役所に確認の電話入れることを啓発していきます。

　今後は、特殊詐欺の対策を強化するため、引き続き警察と
連携しながらこれまでの取組を一層推進するとともに、いた
だいたご意見をもとに新たに下記の取組を行います。

・「防犯標語」「防犯川柳」や合言葉を使った特殊詐欺防止策
について、ホームページや広報ひらのへの掲載等も含めて、
企画を検討し、31年度から順次実施
・防犯に関する各種イベントの際に、警察署が発信する「安ま
ちメール」への登録を勧奨
・電話機の着信音メッセージについては他府県での留守番電
話対応例などを参考に取組を推進

①②
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【特殊詐欺　～　対策について】
・合言葉を使った特殊詐欺防止を、平野区でも進めるべき。
・「防犯標語」「防犯川柳」を募集して、お年寄りの目や耳に入
りやすいものを地元の会館などに貼り出すのはどうか。区民
まつりで優秀な作品を表彰してはどうか。メールで受け付け
たり、区役所で書いてもらうのもいい。
・優秀作品を録音して商店会で流してもらうのはどうか。ま
た、掲示板もあるので合言葉や標語、川柳の掲載や、広報
ひらのへの掲載もできるのでは。
・見守り隊などに配信するFAXで特殊詐欺の発生についても
お知らせを配信してはどうか。
・区役所や区政委員、民生委員、町会長などから、メールで
新しい手口を教えてあげればいいのではないか。
・お年寄りにはメールが難しいので、お孫さんに配信すれば、
2世代・3世代のコミュニケーションにつながるのではないか。
ハードづくりは大切だと思う。
・電話機の着信音に「詐欺に注意しましょう」などのメッセージ
をテープで流せるように電話機メーカーにお願いしてほしい。
携帯電話は音声の取り込みができるので、敬老の日にでも
設定サービスをしてあげたらどうか。
・商店会では、上部団体から注意喚起のメール・FAXが来た
り、会議の時にお知らせがある。情報共有が非常に大切で
はないか。
・出戸のスーパーの前で、防犯のティッシュを配る際に、配布
するティッシュに特殊詐欺の手口の実例を掲載すれば、効果
があると思う。
・災害時等に区役所からの依頼で業者が来るような場合、身
分証明や名札など、「お墨付き」のようなものを発行して、持
たせてほしい。
・自転車のように、啓発のシールを作って区民まつりなどの
人が集まる場面で配ってあげたらいいのでは。
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【特殊詐欺　～　詐取事案について】
・自販機のコイン投入口にフィルムを袋状にして入れお金が
入らないように細工して、お金を投入して見せて故障だと申し
出る。業者を呼ぶと言っても、時間がないとその場での返金
を求める。業者が急行して開錠するもお金は入っておらず、
詐欺と判明する。
・郵便局員の制服を着てキャッシュカードの搾取事案が実際
にあった。普段からあやしい訪問があったら町会長に相談す
るよう言ってたのに引っかかってしまった。制服や話術など
巧妙になっている。

　これまで平野区では、警察署や区内22連合地域安全パト
ロール隊と協働した防犯活動等を行ってきました。
　この取組の成果として、平成25年以降は市内ワースト１を
返上しており、犯罪発生件数は減少を続けています。
　また、こどもから大人まで幅広い層を対象としたCAT隊によ
る日々の出前講座・防犯パトロールなどの安全防犯活動に
より、防犯・交通安全活動の地域協働が進んでいます。
　引き続き、地域と協働した防犯活動を行うとともに、今後
は、いただいたご意見をもとに、地域や警察署、企業等との
連携を一層強化し、下記取組を推進することで、区民の関心
を高めながら、区内の犯罪発生件数の減少をめざすなど、区
民の安全を確保していきます。

･ひったくり防止カバー取付や多発犯罪注意喚起を行う防犯
啓発キャンペーン及びパトロールの実施（随時）
・区民対象の防犯・交通安全出前講座の開催（随時）
・地域・民間団体・行政が事業連携を行う安全なまちづくり推
進協議会及び全国地域安全運動の実施（8，10月）
・不法投棄などの区民要望を調査し、緊急的な対応を実施
（随時）
・防犯サポーター（警察官OB）を区役所に配置し、地域の防
犯活動に総合的な支援を実施（随時）
・地域、警察署と連携し、犯罪の発生確率の高い場所へ防犯
カメラを設置（随時）
　なお、加美北小学校付近の横断歩道の白線の件について
は、平野警察署交通規制係に対応を依頼しました。

①②9

【防犯対策について】
・電動自転車が危険なので、マナーアップの講習会などを実
施してほしい。また、反射シールの貼り付けやLEDライトの配
布など受講しやすい工夫が必要。
・関電やNTTの電柱に、地域への貢献として街路防犯灯の設
置をお願いできないか。企業のイメージアップにもつながり、
お互いにいい関係になると思う。
・JRの衣摺加美北駅が3月に開業し、人の流れが大きく変
わった。あまり人が通らなかった道を多くの人が通ることとな
り、防犯の必要性を感じる。防犯カメラの設置は有効で、各
家庭で設置できるような補助があればと思う。
・加美北小学校の付近では横断歩道の白線が消えてしまっ
ていて、夜や雨の日は停止線が分からず危険。警察へ相談
したい。

H30.4
H30.7
H30.10

H30.4
H30.7
H30.10

H30.4
H30.7
H30.10

H30.4
H30.7
H30.10

－3－
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【自転車盗防止の対策・啓発】
・自転車盗が街頭における主な犯罪の約半数を占めるという
ことが知られていないので、件数を見える化することが必要。
また、自転車盗はれっきとした犯罪であり、不法投棄の看板
のように、罰則（禁固○年など）を掲示して犯罪であることを
意識させるとよい。
・どこで自転車が多く盗られてるかを調べて、そこに掲示ない
しアナウンスするのが有効ではないか。
・かぎをかけていない自転車が多い。
スーパーなどにある駐輪機にも自転車のかぎをかけないも
のが多く、駐輪するだけでかぎがかかっていると勘違いして
いる。場合によっては100円で持っていかれてしまうことを
知ってほしい。
・自分で自転車を買っていないので大切にしない。乗っていっ
ても盗んでいるという意識がなく「一晩借りていく」という気持
ちではないか。次の日の朝にはまた乗ってきて放置してい
る。
・まずは、自転車利用者が自分の自転車に鍵をかけることを
啓発する必要がある。
それにはポスターなどの、従来の視覚に訴えるものだけでは
なく、アナウンスを流して耳からも啓発する。
・駅前の啓発でティッシュ配りをするときにも、件数が入って
いればいいと思う。
・コンビニではかぎをかけずに目を離す人が多い。
思えば自分でもそういった行動をとることがあり、ターミナル
でも同様の自転車を見かけることがある。
かぎをかけるという意識の醸成が大切と思う。

　これまで平野区では、区内主要駅における放置自転車問
題や街頭犯罪に対する様々な事業を実施してきました。
　しかしながら、依然として街頭における主な犯罪の約半数を
自転車窃盗が占めています。
　これらを減少させるため、自転車窃盗の温床となる放置自
転車の減少や区民の自転車に対する意識向上が喫緊の課
題となっています。

そこで平野区では、
①市民や企業等と行政が協働した自転車対策連絡会の実
施及び自転車マナーアップキャンペーンの実施。（平成23年
～）
②放置自転車防止啓発指導員の配置（平成23年～）
③自転車後輪用シリンダー錠の取付（平成22年～平成27
年：7,960台取付、平成28年度は3,000台取付）
などの総合的な放置自転車・自転車窃盗防止対策事業を実
施してきました。

　さらに、平成30年11月30日、区役所と平野警察署は、平野
区における安全なまちづくりを推進するため、「平野区安全な
まちづくりに関する協定」を締結しました。

　今後は警察や企業等との連携を一層強化し、自転車が多く
盗られている場所を可能な限り把握し、「件数の見える化」や
「罰則」をポスターや啓発ティッシュに盛り込みながら、犯罪
であることの意識を重点的に啓発していきます。
　また、音声によるアナウンスについても早急に検討を行い、
より効果的な啓発をしてまいります。

①②
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【顔が見えるようなつながりづくり】
・みんなの顔が見えるようなつながりづくりや、若い人たちを
巻き込んでいくことが必要であり、住んでいる地域に愛着を
持ってもらえるような世代間交流は大事と感じる。
・つながる単位は、団地・班・町会・連合とそれぞれ違うので、
防災をテーマに、訓練などから始めるつながりづくりというの
は大事と思う。
・地域によって課題が違うので、小さい単位で課題を出し合う
ことが大事。
・課題を出すときは、地域役員、民生委員、包括、福祉の関
係の人などが集まって、話し合いの場づくりをしないといけな
い。自分の地域はどういう課題があるのかと話し合って、地
域の人たちの声を吸い上げていかないといけない。
・課題に対してどう対応していくかが一番大事であり、まずモ
デル実施し、成功した例をいかに広げるか。
・区社協が行った、生活実態のアンケート調査の結果につい
て、どう活用していくのか、平野区としては大事と思う。
・月１回の清掃活動は、掃除が出来なくとも顔合わせを目的
としている。来られない方には、役員などが訪問し安否確認
もしている。旅行などで不在にするときは、近所に連絡するよ
うな声の掛け合いを周知するなどし、救急対応が減るような
工夫をしている。
・高齢者向けに月１回手作り朝食会を町会により無料奉仕で
実施し、少しずつ増加しており、地域に実施が広まれば良い
と思う。
・若い親世代は、役員を忌避するため、こども会を一本化し、
役員を統合し、負担軽減を謳った勧誘の効果もあり、現在こ
ども会の会員が100人ほどになった。

　平野区では、平成29年７月に平野区地域福祉計画（第２
期）を策定し、「すべての人と人とがつながり、支えあうまちづ
くり」を理念とし、地域福祉を推進する主人公を「地域住民の
みんな」であると考え、支える人(担い手)も支えられる人(受け
手)もお互いを支えあえる平野区をめざしています。

　そのために、区役所をはじめ、区社協等の関係機関と連携
し、地域における福祉活動の推進に向けて取組を進めていま
す。

　また、少子高齢化が進行し、今後さらに福祉課題が増加・
複合化することが予想される中で、区内各地域の福祉活動
の担い手の方々に参加していただき、関係機関、行政も一緒
に、地域の福祉を考える場である「ラウンドテーブル」を開催
しました。（7月2日）

　加えて、誰もが暮らしやすくつながり支えあう平野区の実現
に向けて、発達障がいなどにより、地域で少なからず何かし
らの生きづらさを感じている人たちの気持ちへの理解を広め
ていくために、講演会「くらしやすい明日の平野区をめざして」
を実施しました。（12月2日）

　今後は、地域活動等の生の状況を見聞きさせていただき、
各地域の特徴を踏まえたつながり支えあえるための情報を
紡ぎ合わせ、課題などを整理します。
その課題については、次回のラウンドテーブルにおいてご意
見をいただき、また、区政会議へもその情報を提供したうえ
でご意見をいただていきます。
　顔が見えるようなつながりづくりなどの、地域における福祉
課題の解決に向けた方向性については、委員等からのご意
見も踏まえながら、区役所と区社協等とが連携を密にし、組
織横断的な体制で検討していきます。

①②
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【地域の高齢化に対する考え方など】
・当地域の高齢化率が約50％と高く、地域福祉活動コーディ
ネーターの活動が非常に重要となっている。地域でも民生委
員や包括と連携して活動しているがもう１人増やしてほしいと
思っている。
・地域福祉活動コーディネーターや民生委員、包括支援セン
ターが協力し緊急対応などを行っているが、人材を増やす工
夫が必要。
・高齢者になった時に、お世話になるかも知れないと思い、元
気な時にできることはする。今の風潮「他力本願」の気質は
変えないといけない。
・団地の多い似た状況の地域同士が集まって話し合うことも
必要と思う。
・行政と地域住民がもう少し情報交換した方が良い。
・公営住宅の入居の収入制限が要因で、若い世帯が公営住
宅から転出し、高齢化が進む要因となり、担い手不足の一因
となっている。

H30.4
H30.7
H30.10

H30.4
H30.7
H30.10

H30.4
H30.7
H30.10

－4－
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【担い手の確保】
・年々、活動する人が厳しくなることから、地域のボランティア
を増やしていかなければならない。
・行事を手伝ってもらう担い手（ボランティア）が参加し続ける
ような状態にするためには、小さい単位で、楽しく、手伝って
喜んでもらえる行事が必要である。
・先生とＰＴＡと地域が、持ちつ持たれつで、学校にも応援し
てあげ、また学校からは地域を応援するという、互いに支え
あうという関係が理想的である。
・若い人たちをいかに巻き込んでくるかというのはすごく大
事。料理教室のようなシルバー世代の男性が集える場も必
要だが、誰が核になって、リーダーになってやってくれるかが
重要。
・小学生が「高齢者にこんなことを教えてもらった。自分たち
もこの地域にいるのだから、協力していかないといけない」と
いうように、思い出づくりをどんどんしてあげて、大きくなって
きたら、みんな意識するのではないか。
まずは、小学生とPTAなど小さな単位での取組を校区別にし
ていき、全体的に広げていくといったように、一遍に大きなも
のをするのは無理ではないか。
・定年年齢の引き上げで、さらに担い手不足が予想され、地
域活動の先行きが不安。
・若い親世代が出て来られるような「餅つき大会」などの企画
により、活動を知ってもらい、こどもを通じた親への意識付
け・周知に工夫していた結果、若い親世代がイベントに出展
する成果があり、世代交代をめざして継続していきたい。

　いきいき脳活（認知症予防推進事業）において、「平野区い
きいき脳活サポートマニュアル」の情報発信やこれを活用し
た認知症予防の取組、認知症サポーターなどの担い手の養
成について、多職種・関係機関などと連携し取り組んでいま
す。

　また、いきいき百歳体操の実施場所やサポーター養成講
座、交流会の開催などの情報発信により、担い手の活動の
支援等を行っています。

　キッズひらちゃん子育て応援団への登録団体や個人ボラン
ティア募集により、子育ての担い手の確保に取り組んでいま
す。

　情報誌「子育てのＷＡ！情報」による子育て支援活動等の
情報発信や、平野区役所フェイスブック「子育て情報ページ」
や区ホームページによる子育て支援活動やボランティア養成
講座などの情報発信により、担い手の発掘につながるよう取
り組んでいます。

　担い手の確保については、委員等からのご意見も踏まえな
がら、区役所と区社協等とが連携を密にし、組織横断的な体
制で検討していきます。

①②

H30.4
H30.7
H30.10

　近年、台風や地震などの災害が続いており、地域住民の
「防災」への関心がより一層高まる中で、自助・共助の重要
性の認識が深まっています。
　一方、住民同士のつながりや地域への関心の希薄化、認
知症高齢者の徘徊による行方不明などが深刻な問題となっ
てきています。
　このような中で、町会・自治会組織については、防災の関
係や地域力を上げての見守りなど、大切な使命・役割がある
と考えています。
　安心で快適な住みよいまちをつくるため、平野区では「地域
を自ら守りながら、行政と連携して進めていく」という趣旨の
町会・自治会の加入促進チラシを作成しました。
　今後はこれらのチラシを転入者に配付するほか、区役所
ホームページや広報紙等に積極的に掲載するなど、定期的
に町会・自治会加入の促進に取り組みます。

①②
H30.4
H30.7
H30.10
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【町会の加入】
・町会加入率が減少している。マンション建築前に地域へ承
諾を得る段階で、町会加入を相談するなど、取組の必要があ
る。
・町会加入をめざして、災害時の対応をテーマにしたチラシな
どを作成し、積極的に取り組んでほしい。
・旧村落社会の風習や考え方について、転入者側に抵抗感
がある。同じレベルで対等に取り組んでいければ良いと思う。
・住民は、地域活動協議会や連合町会について、よく理解し
ていないため、区役所からも説明が必要と思う。
・こどもを巻き込むような工夫が必要である。ＰＴＡから学校へ
交渉し、講堂等を借りてイベントを実施したため、親も引率不
要で安心できる。学校から児童へチラシ配布し、町会やこど
も会に未加入でも、他の町会でも参加ＯＫという周知により参
加者が増加。町会加入へつながる結果となった。
・毎年、中学２～３年生と一緒に実施する避難所開設訓練は
良い取組だと思う。

15

【読書運動　～　本に親しむ、興味を持つ方法等について】
・身近に本がある環境づくりが大事で、それがこどもの読書
や学力に結び付く。また、環境整備だけでなく、こどもが本に
接するため、どうアプローチ・誘導するかも大事である。
・学校図書館では、本の見やすさについて、置き方など非常
に工夫されている。こどもたちが学校図書館へ行くよう、学校
ではどのような指導をされているのか？
・予算はかかるが、こどもたちが、大阪出身の絵本作家と交
流を持つことは、本に興味を持つ機会となる。
・発達障がいのある人などが読みやすいよう構成された本（Ｌ
Ｌブック等）について、学校や図書館ではどの程度保有され
ているのか？
・低学年のこどもが集中して見聞きできるよう、アマチュアや
プロの朗読劇団に名作を紹介してもらう機会（本に興味を持
つきっかけ）を作り、どんな分野でもいいが、こういう作品もあ
るということをこどもたちに伝授していくことも大事である。
・常磐会学園大学の学生ボランティアによる読み聞かせな
ど、多方面な取組を進めていただきたい。
・こどもたちには本を借りたらボロボロにして返すことがない
よう、ものを大切にする気持ちを教えることも大事なことであ
る。

　現在、区役所では「読書ノート」及び「えほんふれあいノー
ト」を小中学生と3・4・5歳児へ配布しており、庁舎内では「ひ
らちゃん図書」の自由貸出を行うなど、引き続き、「ひらのく読
書運動」の推進に向けた取組を行っていきたい。また、その
中で本を丁寧に取り扱うことの大切さについても啓発してま
いります。

　各学校では、学校図書館の開館日を増やしたり、ボラン
ティアによる読み聞かせや開館の校内放送、読書ノートやポ
イント（スタンプ）カードの活用、予約システム、好きな本の紹
介、読書月間の設置など、様々な取組を通じて、読書習慣の
定着に努めています。

　絵本作家や朗読劇団等について、ご存知の方がいれば是
非ご紹介をお願いします。予算等の調整が可能であれば、ゲ
ストティーチャーとして検討します。

　学校では、やさしく読める本として、大型絵本（各校10冊程
度、一部50冊程度もあり）や点字本を保有している。平野図
書館ではLLブックを18冊保有しています。

　当区と常磐会学園とは協定を締結し、子育て支援など様々
な分野で協働の取組を進めており、引き続き学生のご協力を
お願いします。

①②
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【読書運動　～　読書ノートについて】
・幼児用の「えほんふれあいノート」について、詳しく書き込め
ると逆に重荷になるので、今くらいの記載量がよい。
・「読書ノート」は、図書室にこどもたちを通わせる仕掛けとし
て、工夫され取り組まれている。
・「読書ノート」について、好きな本のアンケートをとるなど、こ
どもの状況を先生方と共有しフィードバックすることは大事な
ことである。
・幼児用の「えほんふれあいノート」のように、小学校就学前
のこどもが文字に親しむ機会づくりにも力を入れていく必要
がある。

H30.4
H30.7
H30.10

　読書習慣の定着に向け、「読書ノート」及び「えほんふれあ
いノート」の配布は継続すべきと考えており、今後も引き続き
予算確保に努めていきます。

　「読書ノート」及び「えほんふれあいノート」は、いずれも学
校・幼稚園や図書館など様々な意見を聞き作成したが、改善
できる点は引き続き検討していきます。なお、到達カード裏面
がアンケートになっており、集約結果を学校とも共有していま
す。 ①②

H30.4
H30.7
H30.10

－5－
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【不登校対策について】
・不登校には様々なパターンがあり、こどものタイプに応じた
対応が大事である。例えば、障がいがある、授業についてい
けない、教員と合わない、情緒不安定、自我が無い　等。

・不登校がどのタイミングで始まるのか、何が原因か、何を改
善すべきか。こどもたち一人ひとり事情が異なり、個々に応じ
た対応が必要である。・不登校のこどもたちを集めた場とし
て、適応指導教室というのがあるが、学校と違う雰囲気、環
境を用意してあげることも大事である。

・こどもと親のコミュニケーション不足に対して、例えば、こど
も食堂のように地域でこどもを助ける取組（受け皿を幅広く設
けること）が大事である。

・学校現場では、こどもと向き合える時間が確保できるよう、
教員の負担軽減を考えることも大事である。・学校だけで対
応するのは困難な場合があり、第３者（専門家）として、例え
ば臨床心理士や民生委員、医療関係者などネットワークの
中で、家庭の課題等を総合的に考えることが大事である。

・こどもサポートネットについてモデル区はできたが、どれだ
け実績を残すかということが非常に大事である。推進員等は
8名だが、平野区はやはり学校数が非常に多いので、要員的
になかなか追いつかない可能性があるのではと思う。

・学校をフランチャイズにしながら、こどもを理解できる専門
家を送ったり、心の拠り所となる場（適応指導教室等）をつ
くったりするなど、多機能なネットワークが必要である。

・板書や忘れ物など、（プロの）訓練・療育をしてもらわないと
たどり着けない、発達障がいを持っているこどもなどの環境
を整えていくことについてもサポートをお願いしたい。

・高等学校では、小中学校に比べうつによる不登校が増えて
くる。例えば、私学の進学校では、一度つまずいたことで一
生それを背負って生活しなければならなくなってしまうケース
が大きな問題となっている。

・まずは、不登校のこどもをつくらない学校教育が必要であ
る。一方で、なってしまった時（長期化した時）に、復帰に向け
てどうサポート（元の学校に戻る、戻らない、適応指導教室な
ど）するか、子どもの進路をどう保障してあげるかが非常に
大事になってくる。

・学校においては、こどもたちの居場所を用意してあげること
が大切だが、それに加えて、地域の理解（子どもに対する見
方）やサポートも必要である。

・例えば、起立性調節障害というのがある。症状として、血圧
が下がってしんどくなる、朝起きられない、思うように体が動
かない、季節によって体調に影響が出るもので、中高生であ
らわれるようになる。

・そういう病状・知識について、先生、保護者、こどもたちに
もっと理解してもらい、声掛けや接し方を学んでもらうことで、
子どもの自尊感情を下げてしまうケースを減らすことができる
と思う。そのつらさは本人にしか分からないもので、例えば、
子どもの登校が遅かった場合でも、「遅い」と怒るのではな
く、「よく来たね」と先生からは声掛けしてもらいたい。

・高等学校では、中学時代の復習や就労支援もカリキュラム
に入っている通信制や単位制や、先生が家庭教師として来
てくれるタイプなど、昔と違って、様々なパターンが出来てお
り、子どもたちにとっても選択しやすい状況になってきている
と思う。

・ひらの青春生活応援事業など、区役所の取組をより多くの
若い人に知っていただき、利用してもらうには、フェイスブック
やツイッター、ラインをフルに活用すれば良いと思う。

・ひらの青春生活応援事業は、すごく良い取組を実施されて
いる。保護者からの相談も多いと思うが、悩んでいる保護者
の方をはじめ、より多くの方に、こうした取組みを区役所が実
施していることを知ってもらいたい。

　こどもの生きる力育成支援事業では、学校と連携しながら
不登校相談員による家庭訪問や面談等を通じて、個々の原
因や課題を把握し、登校へ繋げていくこととしています。

　こども相談センターでは、不登校・いじめ等の課題を抱える
児童やその保護者等を対象に来所教育相談・出張教育相
談・電話教育相談を実施しており、また、市内各所に通所場
所を開設し、不登校状態にある小中学生に対し、再登校を含
む社会的自立に向けた支援（不登校児童通所事業）を実施し
ています。

　身近な大人（卒業生や地域で頑張っておられる方等）に仕
事の意義や楽しさ等を語ってもらうことで、こどもたちの未来
への展望や働くことへの意欲向上など、生きる力を育成する
ことを目的に、ゲストティーチャー制度の新設を検討します。

　みんな食堂ネットワーク拠点事業では、こども食堂をはじめ
としたこどもの居場所活動団体のネットワークを構築するとと
もに、その開設・運営等の相談支援を行っています。

　こどもの変化を学校でキャッチして、情報を区役所と共有
し、その家庭に必要な保健福祉の支援を届けるしくみとして、
こどもサポートネット事業をモデル実施しています。本事業で
は、モデル区と関係局によるワーキングチームにおいて、課
題の抽出や共有、解決策の検討等を定期的に行っていると
ころです。
　現時点で、こどもサポートネットの推進員等の人員が増え
るという話は聞いておらず、当面は推進員６名とＳＳＷ２名の
８名体制で対応することとなります。

　発達障がいサポート事業では、小中学校の在籍者でＡＤＨ
Ｄ等の発達障がいにより行動面に課題がある児童・生徒に対
して、学校生活上の行動面におけるサポートを行っていま
す。
　また、発達障がいなど生きづらさを感じる人たちに対する理
解を深めてもらうため、12/2に区民等を対象に当事者の方に
よる講演「くらしやすい明日の平野区をめざして」を開催しま
した。今後も、発達障がいなど生きづらさを感じる人たちの理
解促進に向けて、学習会を開催するなど努めてまいります。

　当区では、区内府立高等学校長と区長との意見交換会を
実施し、各学校における現状・課題を把握するとともに、それ
を踏まえた区役所の取組などについて意見交換を行ってい
ます。高等学校への支援については、今後も引き続き努めて
まいります。

　ひらの青春生活応援事業は、ひとりひとりに合わせた個別
ソーシャルワークを丁寧に行うものであり、年間約20名程度
の新規件数、継続ケースと合わせると年間約30名の支援を
行っています。事業としては、3年目を迎え、これまでの支援
総数が約50名にのぼり、年に1度活動報告として「ひらの青
春ローカリティ」を開催しています。
　ひらの青春生活応援事業の相談経路は、平成30年度は教
育機関からが約4割、福祉機関からが約3割、その他が約3
割となっており、その他の経路には保護者からの相談や他
の不登校支援事業からの紹介、民生委員からの相談が含ま
れています。

　平野区役所ではフェイスブックとツイッターを実施しており、
子育てや地域での取組などさまざまな行政情報やイベント情
報を掲載していますが、引き続き、積極的に活用し、広く区民
の皆様に情報発信をしてまいります。

①②
H30.4
H30.7
H30.10
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　平野区では、「次世代につなぐ魅力あるまちづくり」を施策
の方向性としており、愛着を持って住み続けられる魅力ある
まちづくりを進るため、区内に多数集積する未利用地の有効
活用を図るまちづくりに取り組んでおります。

　まちづくり企画小グループは、中長期的な視点で、ハード面
でのまちづくりについて、ご意見をいただきますので、短期間
で実現できるものではございませんが、区役所といたしまして
は、引き続き、まちづくり企画小グループ等において、様々な
地域の未利用地について、随時委員の皆様と意見交換させ
ていただくとともに、関係各局とも連携しながら、魅力あるま
ちづくりに努めて参ります。

　いただいたご意見等につきましては、今後の未利用地を活
用したまちづくりの参考にさせていただき、引き続き、「次世
代につなぐ魅力あるまちづくり」に努めてまいります。

①
②
③

【各地域のイメージ】
・平野西にはこどもが多い。
・平野は、杭全神社をはじめ、古いまちなみが魅力であり、ア
ピールできる。
・瓜破北は交通機関や商業施設があり、便利である。
・加美地域は工場が多い。
・長原駅前は車の往来が多くて危険である。

【長原駅前用地の活用について】
・決定した事業が計画の段階から意見を聴く場や運営が始
まってからも意見を聴いたりする場をもつ仕組みができれば
良いと思う。
・高齢者、障がい者の実際の声を聴いて、その声を含めた商
業施設であればよいと思う。
・もっと区役所が関わりながら、丁寧な計画のたて方をしてい
けば、施設の反対運動は起きないように思う。
・小グループで出た意見を大枠で書くとこういった形になると
思う。具体的に参入してくれる事業者さんが決まった時に
我々が議論したような細かい内容を提供できる機会があれ
ばありがたい。
・わずかな時間で、わずかな人数の意見を聴いて区民の意
見が反映されていますと言われれば納得できないので、もっ
とニーズをつかんでほしい。

【平野区のイメージ】
・瓜破地域の課題としては、府営住宅跡、阪和貨物線跡の維
持管理、瓜破出張所の閉鎖。
・長吉地域では、高齢者や障がい者が一度にわたり切れな
い大きい道路（敷津長吉線）があり、地域が分断されているよ
うに思う。
・瓜破幼稚園の閉園跡を瓜破保育所や子育てプラザ等に使
用すればよいと思う。

H30.4
H30.7
H30.10
H30.11

H30.4
H30.7
H30.10
H30.11

　
　まちづくり企画グループの委員の皆様には、長吉ウェルカ

ムタウン計画
※1
に基づく長原駅前用地活用のマーケット・サ

ウンディング※2の結果について、ご意見を頂きました。
　今後、頂いたご意見を参考に、その活用方策について検討
して参ります。

※1【長吉ウェルカムタウン計画】
　長吉地域東部は、約50％が公有地で構成されており、区内
の約３割（戸数）の市営住宅が建ち並び、平野区の中でも人
口減少率、高齢化率が共に高い地域となっています。
　また、少子化により小学校の統廃合が行われ、高齢化の
著しい進展によりコミュニティが沈滞化するなど、今後も少
子・高齢化や人口減少が続くことが予想されています。
　一方で、市営住宅の建替えに伴い創出された余剰地や廃
校となった小学校跡地等の未利用地が多数存在しており、な
かでも長原駅前や八尾空港西側跡地（国有地）等の大規模
な未利用地を活用した新たなまちづくりが期待されている地
域であります。

　そこで、「平野区将来ビジョン」による、愛着を持って住み続
けられる魅力あるまちづくりの実現に向け、多数集積する公
有地の有効活用を図る中長期的な視点でのまちづくり計画と
して、長吉地域東部における「長吉ウェルカムタウン計画（Ｈ
30.1）」を策定しました。
　本計画を策定するにあたっては、平野区役所を中心に関係
６局（都市計画局、こども青少年局、都市整備局、建設局、
教育委員会事務局、契約管財局）と、オブザーバーとして外
部有識者が参画したプロジェクトチームにおいて、まちづくり
の検討を行ってきました。
　
　この計画では、次世代へつなぐ未来志向の観点から、地域
の魅力向上、再活性化を図ることを目的に、平野区が今後め
ざすまちの姿を示すとともに、公有地の活用を中心とした土
地利用の方向性と、持続可能なまちづくりのための取組につ
いてとりまとめました。

19

【長原駅前用地の活用（大学）】
・大学が拠点となり、まちづくりや福祉、子育てに関わり成功
している事例があると聞く。
・大学ができることは、地域に何か良い影響を与えると思う。
・高齢化が進んでいるので若い世代が来て住んでもらえる大
学が良い。
・大学生が高齢者や地域をサポートできる仕組みができれば
良いと思う。
・一時的にでも若い世代が住めば、何人かでも根付く可能性
があるのではないか。
・大学の周りは若い世代が活動するので新しい店もでき、活
気が生まれると思う。
・学生がボランティアに参加してもらえれば地域も助かる。
・学生が来るとさわがしくなる可能性がある。

【長原駅前用地の活用（商業）】
・地域は地域に根付く人を求めていると思うが、それは多世
代共生エリアで取り組み、駅前はにぎわいで良いと思う。
・一時的に賑やかな商業施設ができても定着できるかが重
要である。
・高齢者、障がい者にやさしく、こどもたちが楽しめる遊べるイ
ベントがある、どこにでもないような商業施設が良い。
・商業施設は車の渋滞問題もある。
・単に商業施設を建てても高齢化が進んでいる地域が活性
化するかは疑問である。
・平野区には、結婚式場やパーティ会場、旅館やホテルがな
い。
・高齢者や障がい者の生活に密着して普段から使われる機
能があれば、引っ越しをする要因にはなるのではないか。
・高齢者や障がい者が気軽に利用できる特殊浴が可能な入
浴施設があれば良い。
・どこにでもあるような商業施設はいらない。地域に必要な機
能等を分析し、ここにしかない施設にしてほしい。

【長原駅前用地の活用（住宅）】
・単に高層マンションを建てても何年後かには、同じように高
齢者ばかりのまちになるという問題が生じると思う。

18

【平野区のイメージ】
・高齢化が進んでおり、空き家や空き店舗が多い。
・大きな病院が少ない。
・障がい者のための病院がない。
・地元の人たちのつながりが強い。
・防災に対する避難機能が足りていない。

【その他、長原駅前用地の活用に対する希望】
・高齢者がさらに増えていくことも考慮しないといけない。
・避難場所の機能があれば良い。
・事業者と地域が連携できるように、意見交換会等ができる
ような仕組みがあれば良い。
・事業者には提案時の約束を必ず守って欲しい。
・高齢者、障がい者等の支援センターに課題や意見を聴き、
その内容に沿った施設が良く、どこにでもあるような施設は
いらない。この地域だからこの施設というように、この話し合
いから決まる施設は魅力的である。

長吉ウェルカムタウン計画 土地利用の方向性

－7－
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※２【長原駅前用地活用マーケット・サウンディング】
　平成30年３月には、本計画の顔となる「駅前にぎわいエリ
ア」に位置している長原駅前用地について、マーケット・サウ
ンディングにより、用地活用の市場性や活用アイデアを把握
してまいりました。
　マーケット・サウンディングでは、商業施設を核とした提案
が７者、大学の提案が２者、病院の提案が１者ありました。

20

【今後の進め方や希望】
・新しい人が住むことを考えたうえで未利用地の活用や売却
を考えることが大切ではないか。
・障がい者ニーズの視点でまちづくりの議論をしたい。
・障がい者がアクセスしやすいまちづくりが重要である。
・発達障がい、精神障がい者が働けるまちづくりをすることが
重要である。
・生活空間に避難場所があることが重要である。
・本町通り商店街を昔のようににぎわいを取り戻す。
・長吉地域に総合的な病院が来てほしい。
・加美地域の未利用地を活用して交差点からまっすぐの道路
にしてほしい。
・貨物線跡に老人専門の病院や施設、障がい者の施設が来
てほしい。

　

　まちづくり企画小グループのこれからの進め方について、
引き続き委員の皆様のご意見をいただくとともに、関係各局
とも連携し、次世代につなぐ魅力あるまちづくりに努めて参り
ます。
　また、今後、地域の皆様や地域包括支援センターから意見
を聴取し、多くの方のニーズを把握するとともに、都市計画道
路加美平野線の区域廃止に伴い、帯状に複数の未利用地
が残っている加美地域において、まちづくりに資する未利用
地の有効活用について検討することを予定しております。

　

【その他、小グループの運営について】
・平野区は広いので手が足りないように思う。それぞれのエリ
アの包括に意見を聴いてみてはどうか。
・細やかな話し合いのために会議回数を増やしてはどうか。
・身体障がい者が利用しやすいマップを作成したいという意
見がある。
・平面的な地図を見ても分からないことはあるので、瓜破も長
原駅前もまち歩きをしてはどうか。ただし、まち歩きをするに
は、目的が大切だと思う。

H30.4
H30.7
H30.10
H30.11
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【長原駅前用地の活用について】
・大学は進出意向があるうちに決めてしまわないと撤退され
る可能性がある。
・事業者が決まってから設計内容に対して、地域の意見を反
映する機会を設けてほしい。
・地域の意見を聴くのに町会等の説明の場に区政会議のメ
ンバーが行くのでも良い。
・誰にでも優しいまちづくりになるよう、決まった事業者にいろ
んな人の意見を聴いてほしい。その中のソフトのところを一生
懸命言いたいし、伝えたい。
・実際にそれぞれの地域に住んでいる人に何が必要か聴い
た方が良いと思う。
・大学が入ることによって、ずっと若い人が集まることが良
い。長原東地域は若い子の力を注入する必要がある。
・学生を市営住宅に入れて、地域の活動に参加する仕組み
づくりができれば良い。
・商店が新たに一つ増えても買物をする人数等が変わらない
のでお客さんの取り合いになる。
・商業施設が来ると商店街は潰れてしまう。
・戸建住宅を建てると最初は若い世代が入って良いが、市営
住宅と同じで将来高齢化の問題が起こる。
・高齢者は地下鉄の駅までが遠くていけない。
・地域の人が何を求めるか意見を聴く場も重要。
・提案を審査する判断基準を知りたい。
・長原駅前用地に何が建てば良いか自分には分からない
が、具体的に建つものに対して、どういうものが欲しいかは
意見が言える。欲しいものを提案した時にそれでも応募する
事業者があって選ぶ方が分かりやすい。
・区政会議のメンバーだけでなく、地域の人の声も聴いてみ
たい。

【小規模未利用地の活用方法について】
・貸し農園は高齢者の希望はあると思う。
・マンションのベランダでキュウリやナスを作る人もいる。
・保育園とかでも食育の一環として取り組まれていると思う。
・障がい者福祉の活動の一環で畑作業をするところもある。
・農園とかだけになるとトイレや日影がない。シャワーまで施
設があると障がい者にとってはありがたい。

H30.4
H30.7
H30.10
H30.11

H30.1021

【運営方針の打ち出し方について】
運営方針の主な戦略や、区長のお話からも、地域力の向上
という形で、あくまでも「地域」なのだなと。この中に、区役所
が何をするかという視点も盛り込んではどうか。現役世代の
人の中には、行政サービスをあまり享受できていないと感じ
ている人もいる。共働きの方などが行政サービスを体感でき
るような基本的な考え方や方針を明確に打ち出せれば、住
みやすいまちと感じる人も増えるのではないか。

　平野区では、「将来ビジョン」をはじめ「こどもたちの『生きる
力』育成プロジェクト＋10（プラステン）」や「地域福祉計画」を
策定するなど、さまざまな世代に対する施策を展開していま
す。
　今後とも、どの世代にも行政サービスを享受していると感じ
ていただけるよう施策を展開するとともに、地域や区役所の
取組事例等を積極的に情報発信し、顔の見える関係を構築
することで、住民同士がふれあい、支えあう、暮らしやすいま
ちをめざしていきたいと考えています。 ①②

長原駅前用地

未利用地

加美

小学校

加美

中学校

加美地域
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外部評価意見への対応方針

対応方針
分
類

番
号

委員のご意見等

【様式4】

年
月

①②

H30.10

H30.1023

22

※分類
　　①当年度（30年度）において対応　　②31年度運営方針に反映または31年度に対応予定
　　③31年度では対応できないが、今後引き続き検討　　④対応困難または対応不可
　　⑤その他

【町会の加入促進について】
町会未加入の問題は、ずっと課題になっているが、区役所は
大々的に加入促進のアピールをしていないように思うので、
もっとアピールをしてほしい。

　近年、台風や地震などの災害が続いており、地域住民の
「防災」への関心がより一層高まる中で、自助・共助の重要
性の認識が深まっています。
　一方、住民同士のつながりや地域への関心の希薄化、認
知症高齢者の徘徊による行方不明などが深刻な問題となっ
てきています。
　このような中で、町会・自治会組織については、防災の関
係や地域力を上げての見守りなど、大切な使命・役割がある
と考えています。
　安心で快適な住みよいまちをつくるため、平野区では「地域
を自ら守りながら、行政と連携して進めていく」という趣旨の
町会・自治会の加入促進チラシを作成しました。
　今後はこれらのチラシを転入者に配付するほか、区役所
ホームページや広報紙等に積極的に掲載するなど、定期的
に町会・自治会加入の促進に取り組みます。

①②

【多世代交流と自助・共助について】
区長の言う「多世代交流」は、本当に地域に伝わっているの
か疑問である。地域によっては、こどもは少ない、高齢者が
多い、火の消えたようなまちになっているところもある。「多世
代交流」をもう少し優しく説明をすれば、交流が進むのではな
いかとは思っている。
また、災害の際、役所の対応が遅いのではという声が出てい
たが、自助・共助が、主である。まずは地域で対応することが
重要。公助というのは、最後について来るものという認識を
皆が持たなければいけないと思う。「お役所が対応が遅い」で
はなく、逆に役所の対応を待っていたら、死者が多く出るとい
う意識を持って、まず地域で守るということを、皆でもう一度
考えないといけない。

　平野区は、「防災・防犯」「子育て・子育ち」「保健・福祉」「地
域活性化」等の課題について、地域の方々と行政が互いに
力を結集し、創意工夫と不断の努力を重ねて、住みよい豊か
なまちを築いてきました。
　しかし、核家族化や少子高齢化の進展に伴い、地域住民
のつながりがますます希薄化する社会が広がる一方で、区
民の方々の暮らしやすさを高めるための出発点においては、
住民同士がふれあい、支えあうということが重要と考えていま
す。
　この理念が、災害時には互いの命を守り、高齢者やこども
の日々の見守りなどにつながり、地域課題を乗り越えるため
の知恵であると思います。
　区民が、世代や障がいのあるなし、国籍などによらず、さま
ざまな場面で互いに認め合い、助け合い、そして区民それぞ
れの知識と経験が活かされる社会を築いていくことが大切で
あり、個人が地域社会の一員としての役割を果たすことが必
要です。
　このようなことから、高齢者やこどもたち、その親世代など
が、世代の枠を越えて交流しながら、喜びや楽しさ、安心を
分かち合える関係を築く「多世代交流」が、地域課題の解消
へと結ぶ鍵の一つとなります。
　そこで、「多世代交流－であい　ふれあい　ささえあい－」を
平野区政の重要なキーワードとして掲げ、皆さまと意識の共
有を図りながらさまざまな施策を推進しています。
　現在、地域と区役所が協働して防災のマニュアル作成に着
手するなど、今後とも、自助・共助の大切さを周知しながら、
地域や区役所の取組事例等を積極的に発信し、顔の見える
関係を構築することで、住民同士がふれあい、支えあう、暮ら
しやすいまちをめざしていきたいと考えています。
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