
令和元年度 平野区 区政会議（７月）全体会 会議録 

 

１ 開催日時 

  令和元年７月３日（水） １９時０２分～２０時４９分 

 

２ 開催場所 

  平野区役所 ２階 集団検診室 

 

３ 出席者 

 （区政会議委員）２１名 

泉田委員、岡﨑委員、岡本委員、奥委員、小澤委員、小山委員、嶋田委員、新委員、

新玉委員、瀧田委員、辻村委員、豊田委員、中川委員、西尾委員、福井委員、藤永委

員、増田委員、松浦委員、南委員、保田委員、吉永委員 

 （大阪市会議員）４名 

田中議員、永田議員、新田議員、吉見議員 

 （平野区役所職員）１７名 

稲嶺区長、市村副区長、小山安全安心まちづくり課長、寺脇まちづくり推進担当課長、

稲見企画調整担当課長、満島安全安心まちづくり課長代理、奥田まちづくり推進担当

課長代理、鶴田企画調整担当課長代理、吉野政策推進課長、上原こども教育担当課長

兼子育て支援担当課長、長谷川政策推進課長代理、柴田保険年金課長、宍倉保健福祉

課長、北口保健福祉課長代理、小林地域担当課長代理、田村保健副主幹兼保健福祉課

担当係長、並河総務課長 

 

４ 会議内容 

○司会（武田政策推進課担当係長） 
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 皆さん、こんばんは。それでは、ただいまより令和元年度平野区区政会議７月を開

催いたします。 

 本日は、お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。私は、司会

を務めさせていただく、平野区役所政策推進課の武田でございます。よろしくお願い

申しあげます。 

 それでは、開会にあたりまして、区長の稲嶺よりご挨拶を申しあげます。 

○稲嶺区長 

 皆様、こんばんは。ただいまご紹介いただきました平野区長の稲嶺でございます。

本日は大変お足元のお悪い中、また九州のほうでは大雨が降っているということで、

数十万人の方々が避難をしているという状況もございます。 

 そういった中でございますけれども、区政会議ということで、皆様方の貴重なご意

見伺いたいと思っております。ちょうど２年の任期がこの９月で終わるという形にな

りますけれども、そういう意味では、今日皆様方のご意見聞けるのが実質的に最後か

なと思っておりますので、また、後ほど忌憚のないご意見、また、３０年度の目標に

対する評価もいただくという形になりますので、これは各担当のほうから個別にも説

明させていただきますし、私のほうから総括的にお話をさせていただきとうございま

す。これからも、引き続き平野の区政のためにいろんな形でご意見頂戴できたらなと

思っておりますのでよろしくお願いします。 

 それと、令和元年といいますか、今年度初めに区役所の組織改正をいたしまして、

一つは安全安心まちづくり課というのをつくりました。やはり、たび重なる自然災害

が多い中で、こういう危機管理の部署、専門的につくっていかなければならないとい

う思いから安全安心まちづくりの課をつくらせていただきました。 

 そしてもう一つ、これはこどもたち、こどもの教育担当というのはこれまであった

んですけれども、そこにさらにこどもの福祉という観点。今、各小中学校では不登校

の問題であるとか、あるいは貧困の問題でなかなか馴染めないこどもたち、課題を抱
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えたこどもたちがたくさんおります。そういった中で、平野区はこどもサポートネッ

ト事業という、これ大阪市が新しく取り組んだ事業、３０年度から取り組んでいるん

ですが、そのモデル区にもなっておりまして、その人数的には一番多い、人口も多い

ですし、こどもの数も多いということから、しっかりとした体制をつくって進めてま

いっております。そういったことから組織上もこども教育というところと、福祉とい

うところを一体的にやろうということで、そういった組織体、組織改革もさせていた

だいております。いろいろ課題もありますけれども、区としても組織をつくりながら、

そして皆様方のご意見も聞きながら、しっかりと平野区政を進めてまいりたいと思っ

ておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。ありがとうございま

した。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 ご出席の委員の皆様と区関係者の紹介は、恐縮ではございますがお時間の都合によ

り、お配りしている名簿とご着用の名札をそれぞれご覧いただくことで紹介とさせて

いただきます。 

 続きまして、本日ご出席いただいている市会議員の方々を紹介いたします。 

 田中ひろき議員でございます。 

○田中ひろき議員 

 よろしくお願いいたします。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 永田典子議員でございます。 

○永田典子議員 

 こんばんは、よろしくお願いいたします。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 新田孝議員でございます。 

○新田孝議員 
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 こんばんは。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 吉見みさこ議員でございます。 

○吉見みさこ議員 

 よろしくお願いいたします。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 杉村議員におかれましては、所用のためご欠席でございます。 

 また、永井議員におかれましては、遅れてのご出席となる予定です。 

 次に、お手元の資料を確認させていただきます。 

 事前にお送りさせていただいた資料が令和元年度平野区区政会議７月全体会の次第

でございます。続きまして、資料番号１番「「平成３０年度平野区運営方針の振り返

り等」に対する区政会議委員の皆様のご意見」でございます。それに付随する資料と

しまして「記入方法」でございます。続きまして、資料２－１「平成３０年度平野区

運営方針の振り返り（抜粋版）」でございます。こちらは裏面が資料の２－２となっ

ております。続きまして、資料番号３「平成３０年度平野区区政会議に関するアンケ

ート（集計結果）」でございます。続きまして、資料番号４－１から４－６「区政会

議におけるご意見への対応状況」でございます。続きまして、資料番号５番「区政会

議に関するアンケート」でございます。また、それに付随する資料としまして別紙１

「平野区で取り組んでいる区政会議運営上の工夫事例」、別紙２、平野区区政会議を

紹介しますという「広報ひらの記事」でございます。 

 続きまして、本日お配りさせていただいている資料が、「平野区区政会議委員及び

関係者名簿」、裏表でＡ３のものでございます。続きまして、「ご来場の皆様へのア

ンケート」でございます。こちらにつきましては、昨年もお願いしました教科書展示

会のアンケートになります。会議終了後お時間のある方のみで結構ですので、こちら

の廊下を出て東側の突き当たりにあります展示会をご覧いただき、アンケートをご提
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出いただけるとありがたく存じます。続きまして、「平野区区政会議委員の推薦及び

公募にかかる今後の予定について」でございます。最後に、「平野区読書運動のクリ

アファイル」です。この中に感謝の意を込めましたメッセージカードを挟んでおりま

すので、お受け取りいただければ幸いです。資料は以上になります。不足、落丁ござ

いませんでしょうか。 

 それでは、本日の進め方についてご説明させていただきます。 

 本日は、先日郵送でご案内させていただきましたとおり、全体会のみの開催となっ

ております。 

 本日の全体会の議題は「平成３０年度平野区運営方針の振り返りについて」でござ

います。この振り返りでは、事前にお送りした資料１及び資料２－１、２－２を使用

します。評価をいただいた後、この３０年度の振り返りについて自由に意見交換をし

ていただきます。なお、今回、全体会でいただいたご意見や区役所の回答については、

次回以降の区政会議及び区役所ホームページ等でご報告させていただく予定としてお

りますので、ご了承ください。この評価と意見交換の後、今年１月にご記入いただき

ました３０年度のアンケート結果並びに、１月・４月にいただいたご意見への対応状

況を区役所からご説明させていただきます。その後、次第のその他にもありますが、

今年度の区政会議のアンケートを実施させていただきます。 

 それでは、続きまして、傍聴者などのご報告です。本日の傍聴につきましては１名

でございます。報道機関の取材についてはございません。 

 最初に「会議の成立」及び「会議の公開」について、ご確認をお願いいたします。

現在の出席委員数は１９名です。 

 ここから、奥議長に議事進行をお願いいたします。 

○奥議長 

 奥でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 平野区区政会議は委員定数の過半数の出席をもって、会議が有効となるところでご
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ざいます。本日、委員２８名中１９名のご参加をいただいておりますので、本会議は

有効であることをご報告いたします。 

 なお、この会議は録音され、後日、会議録とご意見送付票を含めた資料が公開され

ます。 

 また、大変限られたお時間の中、多数の委員の皆様にご出席いただいておりますの

で、会議の円滑な進行にご協力いただきますようよろしくお願いします。 

 それでは、早速ですが議題に入らせていただきます。 

 本日の議題は「平成３０年度平野区運営方針振り返りについて」でございます。平

野区役所の昨年１年間の取組について、委員の皆様が評価をしていただく大変重要な

ものでございます。この評価の仕方について、吉野政策推進課長からご説明をお願い

します。 

○吉野政策推進課長 

 今年の４月から平野区役所にまいりました政策推進課長の吉野でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 早速ですが私のほうから議題１の進め方につきましてご説明申しあげたいと思いま

す。ここでは昨年度１年間の平野区として重点的に取り組んできた項目の取組実績と、

目標の達成状況に対する委員の皆様方からの評価をお願いいたします。昨年度に行い

ました評価の方法と同じようにご記入いただく評価シートはこちらの資料１です。そ

の後ご説明させていただきます、昨年１年間の取組実績と目的の達成状況、そして区

として行いました自己評価の総括は、こちらの資料２になります。こちらは、既にホ

ームページで公表しているものの抜粋版でございますが、この資料２の表面でありま

す資料２－１、裏面の２－２の内容を聞いていただきました上で、項目ごとに説明が

終わりましたら順次、先ほどの資料１の各評価欄に丸をつけていただきたいと思いま

す。 

 では、資料１の中段です。こちらの平成３０年度の区運営の基本的な考え方という
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ところをご覧いただきたいと思います。こちらにつきまして、昨年度の区政会議でい

ただいたご意見を踏まえまして、１番目、安全で安心して暮らせるまちをめざし、災

害や犯罪から自分たちの身を自分たちで守ることができる環境づくりを進めていく。

２、全ての人と人とがつながり合い、安心して暮らしていくことができるよう、地域

における見守りや相談体制などを一層充実させていく。３、平野区の明るい未来のた

め、多くの区民や地域によってこどもたちが元気に育ち、地域の取組を通じて住民同

士が互いに顔が見える関係づくりが推進される支援を強化していくという大きな方針

を掲げまして、資料下段、左側記載の３つの経営課題。上から言いますと、１番が、

地域に応じた安全・安心のまちづくり、２番目が、健やかでいきいきと暮らせるまち

づくり、３番目が、こどもと地域を元気にするまちづくりに取り組んでまいりました。 

 次に、資料２－１をご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、今、申

しあげました左側の経営課題１から３につきまして、その隣にあります、めざす状態

の実現に向けまして、具体的には、その横の１－１から３－８の１３項目に取り組ん

でまいりました。各項目につきまして、今からそれぞれ担当のほうから取組の実績と

目的の達成状況などの説明を行いたいと思いますので、その内容が、今、めざす状態

の実現に有効であったかどうか。資料の１、評価の１の、こちらです。ここの黄色の

枠内の、思う、やや思う、あまり思わない、思わないの、いずれか１つに丸をお願い

したいと思います。具体的取組の３－８までの丸つけのほうが一通り終わりましたら、

その横のブルーの部分がありますけれども、重点の項目ということで、令和２年度の

運営方針の策定に向けた参考とさせていただきたいと思いますので、平野区役所が重

点的に取り組むべき項目について最大３つまで丸をつけていただきたいと思います。

評価１のほうは具体的な取組ごとでございますけども、その隣の評価２というのがあ

るんですけれども、こちらについては経営課題ごとの成果に対する評価というのがあ

ります。こちらにつきましては区長から説明を行いますので、その内容は総合的に見

て、区の目標の実現に有効であったかどうか、評価の１と同様、４つの選択肢から丸
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つけをお願いしたいと思います。 

 最後に、資料２－１の裏面ですね。資料２の内容に基づきまして、区長のほうから

昨年度における平野区の取組全体のほうを総括いたしますので、その内容に対する総

合評価ということで、評価３の平成３０年度の平野区の取組は区の目標の実現に有効

であったかどうか、４つの選択肢から１つ丸をつけていただきまして、合わせて丸を

入れた具体的な理由がございましたら、右側の空白の部分にご記入をお願いしたいと

思います。簡単ですけども評価方法についての説明は以上でございます。  

 引き続き、各取組ごとの報告に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。  

○満島安全安心まちづくり課長代理 

 皆さん、こんばんは。平野区役所の安全安心まちづくり課の満島でございます。私

のほうから経営課題１の地域に応じた安全・安心のまちづくり、資料２－１の一番最

初の項目について、防災と防犯の方面でご報告をさせていただきます。 

 まず、１行目です。１－１地域防災力向上に向けた支援の具体的取組につきまして、

取組の実績としましては、全２２地域全ての地域において地域の支援、取組を進める

ということにしております。具体的には家具転倒防止対策講座、それから小中学校が

行います土曜日授業への参加、それから地域での防災訓練、この防災訓練の中には、

もちろん避難所開設の訓練なども含みまして、地域での展開を支援をしていくという

ことで取組を行っております。その他には、地域での防災用品の購入についても区役

所のほうで支援を行っております。また、区役所の職員に対しましては、全職員の防

災訓練を６月９日に実施をいたしまして、もと自衛隊の平野区の防災アドバイザーを

講師にお迎えをしまして、行政としての取組といった立場で、防災を取り組むかとい

うことについての講話をいただきました。業績の指標につきましては、講習会等の参

加者アンケートで「地域別防災計画の防災の手引き」について知っている区民の割合

について６０％以上をめざすということで、結果としては６１％ということで、わず

かですが目標を上回っております。 
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 次に、１－２の自転車利用マナー向上に向けた取組についてでございます。取組実

績としましては、各学校園での交通安全指導、マナーアップスクールを中心に取組を

行っております。それから目玉としましてスタントマンによるマナー向上のイベント

ということで、昨年度１回行っております。その他、各地域学校園での交通安全パト

ロール、それから防犯関係のキャンペーン、また出前講座ということで、地域に根差

した防犯活動の取組を行っております。業績としましてはスタントマンによる向上イ

ベントに参加した方の意識調査ということで、意識が高まったという回答をいただく

こと、８０％以上のところ９９％、ほぼ全員の方に意識が高まったということでお答

えをいただいております。右側の中期的な取組の方向性の戦略としましては、まず、

防災のほうにつきましては、自助・共助の意識の向上をはかるという大きな目標を定

めております。その中で自助体制の確立、それから共助体制の確立ということで、地

域、あるいは学校等々で協働できる取組を進めていくということにしております。防

犯のほうにつきましては地域全体で犯罪を発生させないような環境づくり、安全をめ

ざした環境をつくっていくということで取組を進めております。業績につきまして、

防災のほうは指標として、防犯意識が高まったと感じる区民の割合、イベント、特に

家具転倒防止講座でのイベントでアンケートをとらせていただきました。目標数値と

しては意識が高まった方７０％以上というところを、結果として９８．９％、たくさ

んの方に意識の向上を持っていただいたということになっております。防犯のほうは

街頭犯罪ですね。街頭における主な発生件数を、多かった２６年比で目標を定めてお

ります。自転車の窃盗発生件数を指標に置いておりまして、目標２０％減のところを、

結果としては３５％減ということで、日々の地道な取組がこういったところで現れて

いると考えております。 

 私からは以上です。 

○小林地域担当課長代理 

 保健福祉課の小林でございます。続きまして経営課題２の、健やかでいきいきと暮
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らせるまちづくりの具体的取組２－１の、各地域の特性に応じた地域福祉支援体制の

構築の部分につきまして説明させていただきます。 

 取組実績といたしまして、地域によって抱える課題がさまざまであることから地域

ごとの課題を抽出、分析し、平成２７年度に作成いたしました地域ごとの福祉活動目

標の実現に向け、区社会福祉協議会の地域支援担当や各地域の地域福祉活動コーディ

ネーターさんが連携し、平成３０年度の実績といたしましては、５つの地域の福祉活

動を支援してまいりました。また、業績の指数でございますけれども、指標として掲

げておりました地域福祉活動に関わる方々が、各地域の実情に応じた見守りの相談の

体制が整いつつあると感じる割合を６０％以上としておりましたが、アンケート等の

結果によりまして８２．７％と指標を上回る結果となっております。 

 以上です。 

○宍倉保健福祉課長 

 続きまして保健福祉課長宍倉でございます。経営課題の２の具体的取組２－２と２

－３を私のほうでご説明させていただきます。 

 まず、２－２地域における認知症対策への支援のところでございます。今、平野区

におきましては、平成２７年度の調査によりますと人口全体の約３．６２人に１人、

約５万３，０００人が６５歳以上の高齢者となっている状況でございます。こういっ

た中を踏まえまして、認知症の有病率につきましても人口全体の１５％というのが言

われている中で、それを平野区に置きかえますと、認知症高齢者はおおよそ８，００

０人と推計されるところでございます。そういったところを踏まえまして、平野区役

所におきましては認知症予防に対して積極的に取組を進めてきているところでござい

まして、平成２７年度から準備を始めまして、平成２８年度からは区社協や地域包括

支援センター、そして区の医師会をはじめとした区内の関係者と一緒に予防プログラ

ム、いきいき脳活サポートマニュアルの作成に向けて取組を進めてきているところで

ございます。また、このサポートマニュアルを使って活動をしていただける活動グル
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ープの拡充に向けまして、区民の皆様への周知、啓発をこの間図ってきているところ

でございます。その結果を踏まえまして目標のところでございますけれども、認知症

について情報を得て、自ら認知症予防の取組に参加したいと感じた区民の割合のとこ

ろでございますが、目標７０％のところを７６．６％と達成することができていると

ころでございます。 

 続きまして２－３、発達障がいの早期発見・早期支援及び理解促進のところでござ

いますけれども、この発達障がいという障がいにつきましては、なかなか外からはわ

かりづらい障がいであるということを踏まえまして、この区政会議の中でも、その発

達障がいの理解に向けた取組を進めていくべきだというようなご意見を踏まえて、こ

の間発達障がいの理解促進に向けた取組を進めてきているところでございます。その

中で、平成２９年７月に平野区の地域福祉計画の第２期を策定いたしまして、その中

で地域で何かしら生きづらさを抱えている区民の方々を、地域の中で理解、促進を深

めていくという観点で講演会をこの間実施してきているところでございます。「暮ら

しやすい明日の平野区をめざして」という講演会を実施してきているところでござい

ます。その中で住民講演会、この講演会の中でアンケートに参加していただきまして、

発達障がいなどへの理解、深まったと感じた区民の、参加者の割合、目標としまして

８０％のところ８２．１％ということで達成してきているところでございます。全体

を踏まえまして、中期的な取組の方向性のところに書いておりますように、地域福祉

計画でめざしております福祉、地域の福祉力の向上、こういったところをさらに進め

ていくために地域福祉活動コーディネーターさんたちが中心となって、この間取り組

んできていただいている福祉の活動の担い手の方々とともに、各地域において専門支

援機関と連携を図りながら見守りや相談体制、相談ができるような体制を構築してい

くというような戦略を設けております。その中で業績のところでございますけれども、

地域や身近な人に高齢者や子育てなど福祉に関して気軽に相談できる区民の割合、こ

のアンケートにおきまして、目標８０％のところでございますけれども、８９．２％
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のポイントをいただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○寺脇まちづくり推進担当課長 

 こんばんは、まちづくり推進担当の寺脇です。私のほうから経営課題の、こどもと

地域を元気にするまちづくりの３－１、地域の自律的な活動の支援ということで、ま

ず、最初に平野区におきましては、２２地域におきまして、地域活動協議会を立ちあ

げていただき地域課題に取り組んでいただいております。区役所としましては各地域

の地域活動協議会の運営委員会に参加し、また、区役所で委託しています中間支援組

織が各地域の地域活動協議会の運営委員会に参加しながら助言と支援を行っておりま

す。また、そのような活動につきましては区の広報紙、またはホームページ等で情報

発信をしているところでございます。中期的な取組の方向性としましては、平成２５

年から地域活動協議会を立ち上げているのですけれども、その活動になかなか新たな

参加者がいないということで、新たなそういう活動への参加の促進をしたり、また、

地域活動への新たな団体に参加を促進し、また、地域は自分たちで地域のまちづくり

をやっていただくということをできるような体制を支援しております。行政につきま

しては、地域活動の重要性や役割を理解している区民の割合ということで、目標が６

０％のところが、業績のほうが８９．３％となっています。先ほど言い忘れたんです

が、取組のところで、まず１点目としまして、地域活動協議会を知っている区民が、

そういう地域活動協議会の事業に参加したという割合が、目標が５５％のところが６

２．３％になっております。また中間支援の、支援が適切であったという割合が、目

標が６０％のところが７２．１％となっております。 

 以上でございます。 

○宍倉保健福祉課長 

 続きまして３－２のこどもの居場所づくりの支援のところでございます。平野区に

おきましては、平成２９年度から３年間の中で区内におけますこどもの食堂、あるい
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は学習支援の場所、こどもの居場所づくりを実施している団体の横のつながりを支援

しますとともに区内におけます地域資源の発掘、また、新たにこれから実施しようと

される方々への支援を行うために、みんな食堂ネットワーク拠点事業を行っておりま

す。これまでこのネットワークの構築に向けて活動団体同士の連絡会でありましたり、

運営者対象の学習会の実施、また担い手のサポート役としての学生ボランティアをつ

なぐグループの結成など取り組んできているところでございます。今年度としまして

は活動グループの課題でもあります食事提供の際の安定した食材の確保、そういった

ところも言われておりまして、こういったところ賞味期限の比較的長い缶詰や乾きも

のなどの食材を提供者から活動者へつなぐような、いわゆるフードドライブの標準的

な活動例、こういったところを試行的に取組を通じて進めてまいりたいと考えており

ます。３０年度の実績といたしまして、業績のところでございますけれども、こども

の居場所を利用した者のうち、楽しかったと感じるこどもの割合５０％を目標にして

おりますけれども、これにつきましては結果９３％という評価をいただいております。 

○上原こども教育担当課長兼子育て支援担当課長 

 こども教育担当課長兼子育て支援担当課長の上原です。３－３から３－６までの４

項目について説明させていただきます。 

 まず３－３、こどもの学習意欲向上では、ひらちゃん読書ノートを中心とする読書

運動に取り組んでおります。こちらでございます。読書ノートにつきましては、平成

２９年度から全２２の小学校を対象に始めまして、昨年度には中学校、また３歳から

５歳児対象の読み聞かせノートに拡大いたしました。地方自治体が１万人を超える規

模で毎年行う読書ノートの取組としましては全国初の取組になります。平成３０年度

の小学校の表彰者は２，２０８名、昨年度の１，６３４名から約６００人増加しまし

た。全児童数で割りました表彰者数、表彰率は２４．４％ということで約４人に１人

が表彰されたことになります。本事業を開始する前に同様の取組を各校が個別に行っ

ていた学校もありましたが、そのときの表彰率が大体５％であったことを考えますと
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区全体で取り組むことで５倍の効果が生まれたと言えます。読書ノートを使った感想

を児童に尋ねたアンケートでも、５８．６％がとても楽しいと回答しており、楽しい

の３５．４％を合わせると９４％の児童が、読書ノートを肯定的に捉えています。こ

の他、家庭学習・生活習慣の手引きや、さらにそれを進化させました家庭学習ノート、

また、がんばる小学生、がんばる中学生表彰やゲストティーチャー制度などに学校と

ともに取り組んでおります。児童・生徒の読書習慣や家庭学習、生活習慣が向上した

と答えられた小中学校の割合は目標の５０％大きく上回りまして、１００％となって

おります。 

 続きまして３－４、児童虐待防止・早期発見につきましては、前向き子育て講演会

を２回開催いたしました。また、地域連携会議を目標の２２カ所で開催しております。

参加者アンケートの満足度につきましては８０％の目標に対し、１００％となってお

ります。 

 続いて３－５、子育てにおける親の孤立化の抑止と子育てしやすい環境づくりでは、

「子育て支援者保育ボランティア養成講座」や「スキルアップ講座」などを開催しま

して、子育て情報が届いていると感じる保護者の割合は６０％以上の目標に対しまし

て、９４．５％と大きく上回っております。 

 最後に３－６、平野区のこどもたちへの学力支援では、全２２の小学校に支援を配

置し、放課後の時間帯に、特に家庭に保護者がいないこどもの安全な居場所の提供と

個別の家庭学習支援を行っております。この結果「以前より学ぶことが楽しい」と感

じる児童の割合も７４．６％と、目標の７０％を上回っております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○北口保健福祉課長代理 

 平野区保健福祉課長代理の北口と申します。私のほうからは３－７の平野区の高校

生への学校生活定着支援についてご説明させていただきます。 

 平野区だけにとどまらず高校生の中退に関係する課題というものは広くご承知のと
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おりでございます。高校を中退をしてしまいますと、その高校生の将来の安定した生

活を営むことに関して、やはり危機が発生するということもありますので、中退を防

止し、卒業、はたまたその先の出口の就労に向けた支援を行っていくためにこの事業

がスタートしております。平野区では、平成２８年度からこの事業を取り組んでまい

りまして、今では国や、はたまた市までもこの課題について注目されているところで

す。この事業を通じましてその生徒さん、そのいろんな課題や心の不安を抱えておら

れますが、ご家庭の事情もございます。その方々に即した個別の支援等も続けて進め

てきているところです。その中で不登校に陥る恐れのある生徒さんを対象に支援を続

けておりますが、この３年間におきまして、この活動の内容をまとめさせていただい

たガイドブックというのもこの度つくらせていただいております。この中には高校の

卒業の支援に関するところであり、もしくは就労に関する支援のところの分野であっ

たりとか、この活動に関するところを取りまとめさせてもらったものを用意させてい

ただいております。数には限りがございますが、今日はもしご興味ある方、お読みい

ただける方がございましたら受付のほうにも用意させていただいておりますので、お

帰りの際にお申し出いただけましたらご提供させていただきますので、後ほどご案内

いただけたらと思います。この事業につきましては引き続きアンケート等を取りなが

ら高校中退防止のために取り組んでいき、前向きになった高校生の方々がだんだん増

えていっているという状況にございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○稲見企画調整担当課長 

 企画調整担当課長の稲見です。続きまして取組内容３－８、まちづくり地域ビジョ

ンの整理について説明いたします。 

 取組内容といたしましては、平成３０年度に区政会議におきまして小グループ、

「まちづくり企画グループ」というのを設置いたしまして、区の現状でありますとか、

区内の未利用地を活用したまちづくりについて資料を提示して、話題提供を行いなが
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ら意見交換を行い、まちづくり地域ビジョンの整理に向けて区民ニーズの把握に努め

てまいりました。業績のほうなんですけれども、指標としまして、区政会議において

区民ニーズの把握回数とあげておりまして、結果としましては５回分で、その区民ニ

ーズの把握をさせていただいております。 

以上でございます。 

○吉野政策推進課長 

 ただいま具体的取組１－１から３－８まで説明いたしました。それぞれの評価のほ

うは終わりましたでしょうか。終わりましたらその横にあるブルーのところ、来年度

に平野区が重点的に取り組むべき項目について最大３つまで丸をお願いしたいと思い

ます。 

 そろそろ評価２と３の説明に入らせていただきたいと思いますけど、よろしいでし

ょうか。 

 大分時間も経過してますので、評価２と評価３の説明のほうに入らせていただきた

いと思います。 

○稲嶺区長 

 それでは評価２並びに評価３につきまして、稲嶺のほうからご説明いたします。 

 ただ、評価２のところ見ていただきますとおわかりのように、既に個別の項目で評

価１で、大体評価をしていただいておりますので、それをそれぞれ経営課題の１、２、

３、それぞれ大くくりの中でまとめてトータル的に見ていただこうという形になって

おります。資料２－１をご覧いただきますとちょうど右３分の１ぐらいのところです

ね。上に戦略、下に中期的な取組の方向性ということが書いておりまして、その横に

業績、指標であったり、目標数値であったり、結果であったり、これ先ほど担当のほ

うからそれぞれ細かい説明をしていただきました。見ていただくとわかりますように、

それぞれのまず１番、地域に応じた安全安心のまちづくりというところでいきまして、

防災・防犯という取組をさせていただきました。それぞれに目標数値を７０％以上で
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あったり、２０％減という形に右端のほうに書かれておりますが、結果としては、そ

れぞれの数字はクリアしているという状況でございます。これにつきましては平野区

でさまざまな防災の取組、地域ごとに防災訓練を行ったり、家具転倒防止講座、これ

を非常に丁寧、こまめにやっていった結果がこの数字に表れているのかなと思ってい

ます。また、防犯につきましては、これもＣＡＴ隊中心に非常に地域の皆様と協力し

ながら取り組んでまいりました。また、これは平野警察署と一緒に昨年１１月３０日

に協定書を結んでおりまして、これは２４区、それぞれ取り組んでいるんですが、浪

速区についで平野区は２番目に協定書を締結させていただいて、地域それから区役所、

平野警察３者でしっかり取り組んだ内容が出てきているのかなと思っています。ひっ

たくりゼロを今、更新中だったかな。非常に少ない数になっております。 

 次に、２番目の健やかでいきいきと暮らせるまちづくりというところでございます。

これもそちらの戦略のところにも書かせていただきました。平成２９年７月に地域福

祉計画、平野版をつくっておりまして、その担い手として地域福祉活動コーディネー

ターの皆様が各地域にこまめに入って展開をしております。また、見守りとか、相談

できる体制をしっかり構築していこうということで取り組んでおりまして、そちらの

目標にも書いてますように、この８０％以上という目標のところ、８９．２％いただ

いたという形になってございます。 

 それから、最後にこどもと地域を元気にするまちづくりということで、これは８項

目にわたってかなりしっかりと取り組んだ内容ということでございます。戦略のとこ

ろにも書いてますように、まず地域活動力の向上ということで書かせていただいてい

ます。これまで地域活動に参加していなかった層へのアプローチ、そういったことも

含めまして取り組んだところでございますが、先ほどもありましたように目標数値６

０％以上のところが、８９．３％の数字をいただいています。それからこどもの生き

る力の向上というところ、これも３年前からしっかりと取り組んできた内容、そこに

書かせいただいています。特に、読書運動につきましては、数値的にも小学生を中心
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に非常に大きな数字もいただいておりまして、実績手応えを感じているところでござ

います。そこも②のところで、こどもたちの「生きる力」につながる部分の目標値が

７０％以上ということでしたけれども、これは７４．６％の数字をいただいていると

ころです。 

 それから、最後に地域魅力の向上という項目がございまして、これは小グループの

中でご議論、我々のほうからも説明をさせていただきましたし、皆様方からの意見も

頂戴しました。そこに目標数値としましては３１年度、今年度末までという期間があ

るんですけども、６回の機会を提供しましょう、設けましょうということでございま

して、既に昨年度の段階で５回を数えておりまして、今年度に入りましても４月に区

政へのご意見をいただいたところも合わせまして、既に６回を数えておりますので、

目標としては達成をしているなと。年度は３１年度いっぱいですので、今後の区政会

議にもこういったご意見を反映させる機会もあろうと思いますので、６回以上いけて

るなというところでございます。細かい部分につきましては先ほどの説明と重なりま

すので、非常に端折った説明になりましたけれどもご容赦いただきたいと思っており

ます。 

 そして最後、その裏面をめくっていただきまして、資料２－２と右肩に書かれてお

ります。これが全体の総合評価という形になってまいります。その中で、先ほど述べ

た部分も一部重なりますけれども、総括的に私の自己評価ということで書かせていた

だきました。上の段がこの１年間の取組成果と、それから下の部分が今後解決すべき

課題と今後の改善方法ということで大きく２つ箱に分けております。上の箱のところ

からまずいきます。先ほど経営課題３つに分けておりましたけれども、上のほう大き

く２つに取りまとめさせていただきました。上のほうが地域に応じた安全・安心なま

ちづくりということでございます。そこに細かく書かせていただいてますけれども、

主に、赤色で色塗りをしていたところに少し目を向けていただけましたら、これは一

番上の部分は昨年の自然災害、地震であるとか、台風であると、そういったことから
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地域の防災意識が高まるということがございました。そういうときに地域のつながり

ときずなというのがいかに大事であるかということを地域の皆様方改めて感じられた

ところでございます。そして区としましては、そういったつながりを進めていくため

に町会自治会への加入促進の一歩を記していこうということで、チラシもつくりまし

て、これは市役所、区役所１階で住民票を取られるとき、転入ですね、転入されると

きにチラシをお渡ししております。 

 それから２つ目の地域防災計画につきましては、なかなかこういった部分も立派な

ものいろいろつくっているんですけれども、余りにも分厚いということもございまし

て、これを非常わかりやすい形に直していこうということで、皆様方と協力しながら、

今、マニュアルをつくっているところでもございます。地域によっては避難所開設訓

練なんかも非常に熱心に取り組まれておりまして、年々より実践的にまたは地域を巻

き込んだ形での取組がなされていると感じております。 

 ３つ目のぽつ、それから出前講座、これ各地域に我々担当のほうが出向いていって、

出前講座をしていくという取組ですけれども、それとともに家具転倒防止講座、やは

りこれが一番実効性の高い、震災が起こったときに家具が倒れてきて亡くなられた方、

阪神淡路大震災のときでもそうでしたけれども、こういったことがわかっております

ので、平野区としましては、この転倒防止講座を熱心に取り組んでいるところでござ

います。それと今年度の特徴的な取組として、自衛隊との連携と書かせていただいて

おりますけれども、これは元自衛隊におられた方に平野区の防災アドバイザーという

ことを担っていただきまして、その中で防災のプロ、公助の部分でのプロの話なんで

すけれども、その中でも自助、地域の皆様にやっていただく一番の大事なことは自助

であるということを伝えていただきました。じゃあ行政は何をするんだということも

ありまして、そういった形の講演、意識つけということも今広めているところでござ

います。そこに書いてました初動期の自助の重要性、それから行政依存からの脱却、

ちょっと口幅ったい言い方になりますけれども、地域主体のマニュアルづくりという
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のを、これ区役所と地域の皆様方とで、今、大詰めに入っているところでございます。  

 それから、先ほど少し申しあげました。こういったことを実施していくためには組

織体制も必要であろうということから冒頭申しあげましたように、この４月１日に平

野区役所におきまして、安全安心まちづくり課をつくりました。そして専門的に防災

を取り組もう、そして防犯も取り組もうということで、組織強化をはかったところで

ございます。 

 それから、次に防犯の関係でいきますと、先ほど平野警察署と区役所とで協定を結

びましたというお話をいたしましたが、平野区安全なまちづくりに関する協定という

のを、昨年１１月３０日に結びまして地域と警察、区役所が一体となって防犯のまち

に取り組んでいるというところです。先ほども少し申しあげましたようにその効果が

現れてきているのではないかなというふうにも感じているところです。一方、特殊詐

欺の取組につきまして、これはオール大阪全体の取組でもありますけれども、特に高

齢者の多い平野区におきましては、こうした取組も平野警察、そして平野区役所一体

となって取り組んでいるところです。今度の７月７日に行われます社会を明るくする

運動でも、この特殊詐欺を扱ったテーマで平野警察署の担当からお話をしていただく

予定となっております。 

 その下、健やかでいきいきと暮らせるまちづくり、こどもと地域を元気にするまち

づくりというところでございますけれども、赤色で塗らせていただきました。地域福

祉計画の第２班をつくったというお話を先ほどしましたけれども、それを実際に実行

していく上で、地域の方々のご意見も聞きたいということもございまして、平野区の

地域福祉を考えるラウンドテーブル、この区政委員の皆様でも参加をいただいている

方もおられるわけですけれども、皆様方から忌憚のない意見をいただきながら、どう

いう形で進めていったらいいんだということで、今、案を取りまとめているところで

ございます。 

 それから、その下に赤字で書かせていただきました。見守りあいプロジェクト（認
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知症アプリ）、これはスマホを活用しまして、今まで認知症で行方不明になった方々、

なかなかこれ捜索することが警察に届けても難しいんですけれども、こういう新しい

ＩＣＴを活用した形で、行方不明になった人を地域の皆様方で発見していこうという

新しい取組です。これも一部モデル地区となるところから今スタートをしかけている

というところでございます。認知症の問題、先ほど少しお話がありましたようにこれ

からどんどん高齢化が進んでいきますので、認知症の方々を家族だけで支えることが

できない地域で支えていこうという取組から、一つは人海戦術もあるんですが、一つ

ＩＣＴ認知症アプリ、こういったスマホを活用して若い世代の方を巻き込みながら、

認知症の方もそうですし、こどもの見守りにも役立ちますので、こういった取組を進

めていこうというところでございます。 

 それから、その下、読書ノートにつきましては、先ほどお話をさせていただきまし

た。しっかりと手応えを感じているところでございますので、今後ともこの取組を引

き続き強力に進めたいと思っております。 

 それから最後に、こどもサポートネット事業のモデル実施と書かせていただきまし

た。これは今年の４月に組織改正をやりましたということに関連付くんですが、こど

も教育、教育の部分と、それから福祉の部分を一体的に進めていこうということで、

気になるこどもたち、ちょっと辛いよねということどもたちを、その手前のところ、

虐待までいってしまいますとこれはまた別のしっかりとした体制を取らなければいけ

ませんけれども、そこに至る前のこどもたちも含めて厳しい状況にあるこどもたちを

いち早く発見して、そして支援していこうという取組でございまして、昨年度スター

トいたしました。モデル７区のうちの一番充実しているのが平野区ということで、効

果があったと認められる数についても７区の中で一番多いという状況がございます。

あと児童虐待であるとか、ハイリスク妊娠、人口が多い、こどもたちの多い平野区で

はどうしても大きな課題ということでございますので、こういったところにもしっか

りと対応をしていきたいというところでございます。 
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 そして枠の下の２つ目の部分、解決すべき課題と今後の改善方法と書かせていただ

きました。これは多世代交流と書かせてもらってます。これは私が就任してから一貫

して申しあげている、地域力を上げるにはいろんな世代が交流することが一番効果的

なのではないかということで、これを書かせていただきました。また、この区政会議

の場でも、そういった取組が必要じゃないかなというお声もいただきましたので、引

き続き、今後ともこういった形で進めたいと思っています。そのためには自治会とか、

町会ですね。この加入促進、地域力を上げるためにはやはり町会、自治会という加入

促進も要ります。その一つのやり方として防災という切り口から再度地域をつないで

いこうという取組を今進めておりまして、マニュアルをつくって地域の方に、それを

活用していただこう、そしてつながることでより安全な、安心なまちができるんじゃ

ないかと。また、それをすることによって住民同士がふれあい、支えあう、暮らしや

すいまち、先ほどの認知症もそうですし、こどもの見守りもそうですね。こういった

地域力の向上が安全・安心なまち、地域の皆様をつないでいくキーワードになる。そ

れが地域福祉計画の実現にもつながると思っております。 

 最後に、これも繰り返しになります。組織を改正しましたということでございまし

て、まず、区役所の中でも安全安心まちづくり課をつくる、それからこども教育と、

福祉を結びつけるというようなことをつくりまして進めているところでございます。

最後に夢と希望と誇りを持ち未来にきらめく「ひらのっ子」の育成、次の世代を担う

こどもたちにどうつなげていくのか、これが大きな課題、また取り組むべき目標とい

うことにもなっておりますので、これまでの取組を踏まえながら次の世代にしっかり

とバトンタッチをしてきたいと思っております。 

 総合的な取組、また今後の改善方向につきましては以上でございます。よろしくお

願い申しあげます。 

○奥議長 

 ありがとうございます。大変詳しくご説明がありましたので、きちんとした評価を
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我々はしなくてはいけないと思います。もうしていただいたと思います。  

 それでは、今、区役所から説明がありましたけれども、ただいまから「平成３０年

度平野区運営方針評価について」何かいろいろ質問があったりご意見があると思いま

すので、ここでご意見、ご質問を承っていきたいと思います。よろしくお願いします。  

 非常に時間も限られておりますので、大変申し訳ないんですけども、委員のご意見

等に対する区役所の回答については、簡易な質問等を除きまして、次回以降の区政会

議及び区役所ホームページ等でご報告させていただきますので、ご承知いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 それでは挙手の上、ご発言される方は、事務局がお届けするマイクを使って、お名

前と何々の件と言ってから、簡潔にお話ししていただきたいと思います。  

 はい、それでは藤永さんよろしくお願いします。 

○藤永委員 

 加美連合の藤永と申します。 

 質問は、地域に応じた安全・安心まちづくり、１のほうなんですけれども、主に防

災、防災は、私は区政会議の委員になってずっとこの一辺倒で防災をやってきたんで

すけども、この資料でお聞きしますけども、指標の中で地域防災計画、防災の手引き

を知っている区民の割合が、目標が６０％で、結果が６１％、ここからなんですけれ

ど質問は、先ほども区長もおっしゃっていましたけども、防災は自助ということで非

常に初動期の自助の重要性を述べられていましたけれども、この防災計画の防災手引

きの結果６１％の中で、自助を理解している人は何パーセントおられるんですか。  

 そういう数字は出ていないでしょう、多分。今の時代に去年でしたか、自衛隊の方

が専門的なことを今年ですか。講座、専門的な講座を私も受けましたけれども、初歩

過ぎるんですね。初歩的過ぎる。なぜかと言うと私はこの区政会議に出ているときに

防災一辺倒でいっていつも問題点をあげるのは、地域格差が非常に多いと。防災に対

して知識のある人と全くない人が小グループに入ってはるんです。そしたら話に乗っ
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てこれないんです。ということは自助でなくてもう共助に入っているんです今の時代

は。それをなぜ自助に戻すのか、自助の認識がある人が全体の８０％、９０％がある

んだったらいいですけども、なかったら自助をもとに戻したら、どのように自分の身

を守る策があるんですか。そういう方法が全然説明されないんです。身を守る方法、

それが欠けていると思うんです。今後こういう区政会議で防災に関して、私は今期で

終わりますけれども。どなたが防災の委員になられるかわかりませんけども、もっと

行政の力を結集して、行政の中でも専門的防災力の高い人の専門的な教育をぜひ行っ

ていただきたい、私らが質問しても、正直質問してもおわかりにならない行政の方、

役人さんいてはりますよね。それでは困るんです。私らは質問するほうですから、教

えていただくほうですから私らが教えるんではないですから。そこらをもう少し改善

やっていただければありがたいかなと思ってます。 

 以上です。 

○奥議長 

 ありがとうございました。また後で答えられるんだったら答えていただいたらいい

と思いますけど、また、文書回答になることも考てもいいと思います。 

 他にどうぞ。 

 はい、小澤さんよろしくお願いします。 

○小澤委員 

 すみません。冒頭少し遅れてきましたのでその中で説明があったらご容赦いただき

たいなと思うんですけども。 

 まず、１点なんですけども、私、平成３１年１月２８日の区政会議の中で業績の目

標の指標のパーセントは、目標の指標として少し低いのではないかともう少し積極的

にチャレンジしてほしいと言わせていただきました。今回、平成３０年の振り返りと

いうことで見てるんですけども、やはり目標のパーセントから２０％以上、結果が開

いているというところに関しては、少し指標の取り方がどうなのかなというところを
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思っております。しかしながら、例えば児童虐待防止・早期発見であったりとか、子

育てに関する親の孤立化、こどもの居場所づくり、これこどもの命に関わる部分だと

思うんです。だから大変重要な取組だと思うんですけども、もう少し指標をシビアに

捉えて、その目標と結果が少し差がないような形の取り組み方というものをしていた

だいたほうが、委員としての評価としてジャッジがしやすいのかなと。２０％以上も

ついていると、この指標の取り方が余り適切じゃなかったのかなと感じました。 

 それともう一点なんですけど、防災、藤永委員さんのほうから少しお話があったん

ですけども、今日、確か大雨警報が出てますよね。これ区政会議、私、事前にこれ開

催するんですかというお電話を差しあげたんですけども、これ区役所の判断としては

どう捉えているんですか。自助ということで、ここにお集まりのメンバー、多分各地

域のリーダーの方やと思うんです。その方を集められてこの後、例えば避難勧告に至

るとか、そういう場合というのは考えられているかなと思うので、少しそこら辺、気

になった点です。すみません。 

○奥議長 

 はい、お答えができるんであればやっていただきたいと思います。 

○稲嶺区長 

 本日のことでございますので、我々も開催をどうしようということで考えました。

一般的に小学校、学校が閉校になるのは大雨警報では学校は休校になりません。暴風

警報が出た場合ということもあります。それと雨の降る状況が一番ピークになるのが

明朝３時、４時というところでございますので、できるだけ今日の早い時間帯に議論

していただいて、大雨の降るときまでにはお帰りいただいて、万が一、家庭の戸締ま

りだとか、あるいは場合によっては地域のことということもございますので、そうい

った判断をさせていただきました。なかなか足元のお悪い中出てきていただきまして

非常に申し訳なかったんですけども、ご理解賜れましたらありがたいと思います。 

○奥議長 
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 よろしいでしょうか。目標の設定についての基準とか何かあるでしょうか。ある、

それについては皆さん何でこういう目標になるんかなというような疑問をいただいて

いると思うんですけども、それは。 

○稲嶺区長 

 目標の設定につきましては、先ほど小澤委員、前回いただきましたので、目標設定

については、一応、我々としても意識しながら設定をさせていただいているところで

す。ただ、数年にわたって目標を設定している部分とかもございますので、そこは年

間計画の数字をいじることもできません。そういったこともございまして、今後は大

体目標年次３１年度までという形になっておりますので、次回以降は少しシビアな部

分を取り込めたらなと思っております。 

○奥議長 

 はい、ありがとうございます。 

 はい、どうぞお願いします。お名前と件を。 

○瀧田委員 

 瓜破地活の瀧田でございます。 

 先月でしたか、大阪府警の吹田の巡査が刺されてけがされた。そのことについて区

役所のほうから地活のほうに、連合の町会長のほうに、南のほうへ逃げたから注意す

るようにということで各役員にもって連絡、連絡網でもって連絡したわけなんですけ

れども、それからすぐに瓜破斎場のところにスピーカーがございます。それでもって

区役所のほうから外へ出ないようにということを、放送はあったんですけども余り聞

こえないんです。地域の方から何を言っているのかということで、問い合わせ電話を

何人かいただきまして、最初にいただいておりましたので、こちらのほうに犯人が来

ているような、そういった内容でございましたので、そういう説明もしたんですけど

も、声が全く聞こえないんですね。これがもし先ほど防災の関係で雨が、これから降

ったりとかそういうときでも音がすごいので、ほとんど聞こえない。だから、その辺
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のところ考えていただけたらなと思っております。 

 以上です。 

○奥議長 

 いかがですか。関係の方。小山さん。 

○小山安全安心まちづくり課長 

 お世話になってます。安全安心まちづくり課の小山でございます。 

 吹田の事件のときには、夕方に何回か委員おっしゃるとおりスピーカーで放送を流

してます。危機管理室のほうから、一斉に各同報無線のスピーカーを使って放送した

と聞いてます。おっしゃられるとおり何カ所かの方からスピーカーの声が聞こえにく

いということで、訓練というか、毎月区役所でも定例的に放送を流しているんですが、

聞こえにくいということで、お声いただいたときには危機管理室まで話はずっと伝え

ているんですけども、なかなか方向、向きを変えることに至っていないところもあり

ますので、また、どのスピーカーかまた教えていただいて、こちらのほうでもまた向

こうに話を伝えておきますので、よろしくお願いいたします。 

○奥議長 

 そういうふうな対策をするということですね。 

○小山安全安心まちづくり課長 

 行って、業者も来てやるんですけど、なかなかいまだにうまく音が通らないところ

もあったりするんです。それで委員おっしゃったように雨のときとかでいうと外の声

が聞こえないので、もう災害情報の取り方のところで、やっぱりテレビとか、ラジオ

とか、そういったものも含めてしっかりお家の中にいらっしゃるときには、そっち側

からも情報を取ってくださいということで危機管理室も言ってますし、私たちも屋内

におるときはスピーカーの放送もそうですが、テレビとかの情報のほうが早いと思う

ので、そういうところしっかりと情報を取っていただければと思います。 

 それから、危機管理室の進め方でいきますと、今のスピーカーが割と機種が古くな
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っているので、デジタル化に変えていくということも言っています。そういった工事

が、また秋口以降、順次始まると聞いているので、ひょっとしたらそういった形で機

能が上がれば聞こえやすくなるかもわからないですけども、今そういった形で考えて

いるところです。 

○奥議長 

 瀧田さんよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 もうお一人方ぐらい、時間が非常に迫って。どうぞ。 

○新玉委員 

 項目全体的なことになるんですけども、業績とか、評価の仕方が講演会とか、イベ

ントの評価というところに偏りがあるんじゃないかなと思ってます。講演会とか、イ

ベントに参加して意識が高まるとかいうのはある程度想定されることでありますし、

既に意識の高い人がそういう情報をキャッチして参加しているという可能性もあるん

じゃないかなと思います。資料の右上の防災意識の件ですけども、防災等のイベント

で実施するアンケートということなんですけれども、防災のイベントをしてますので

ある程度防災意識が高まるというのは、イベントの内容によっては十分想定されます

し、防災に興味がある人がイベントに参加していますので、そもそも防災意識が高い

んじゃないかなと思います。ですので、一部の市民の方の意識しかはかれずに、そう

いう地域防災力、地域全体が上がったかどうかをはかるというのはなかなか難しいん

じゃないかなと思います。真の意識とか、業績をはかろうと思ったら、属性とか、年

齢とか、性別がばらばらな市民を無作為抽出してアンケートするとか、そういうこと

をしないと難しいんだと思うんですけども、そういうのを実施しているとか、予定し

ているというのはございますでしょうか。 

○奥議長 

 目標の設定と、あるいはその調査の仕方ということについて疑義があると、こうい

うように新玉さんよろしいですか。 
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○稲嶺区長 

 ご指摘の部分ですね。確かにイベント、興味のある方が多数お越しになりますので、

その意識が高まるというのは想定やと思います。ただ、なかなかアンケート、区民の

皆様方にアンケートをとるというのも機会は年に１回、あるいは２回、今年は２回取

ろうとしているんですが、その中で網羅的に全ての項目にチェックをしていただくの

は非常に難しいところがございます。ただ、大事なところは、やはりそういう無作為

抽出なりアンケートの取り方の工夫も必要かなと思っておりますので、取れるところ

はできるだけイベントに偏った形で取らなくて、もう少し区民全体に広がりがどれだ

け見出せるのかといったことも取り組んでまいりたいと思います。 

 それから防災に関わっては、先ほどもちょっとご意見いただきましたけれども、ま

ずベーシックなところを区民全体にわかっていただく必要があろうというところもあ

りまして、結局、一人一人の命を救うのは自分自身と、先般のＮＨＫでもそんなこと

を言ってましたし、今の防災の考え方の軸足がやはり自助というところにどうしても

ありますので、まず、そこからクリアして、次に共助、公助というようにステップを

上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。 

○奥議長 

 もっとたくさん意見をいただきたいんですけども、大雨のこともありますので、次

に行かせていただいてよろしいでしょうか。また、何かあったときにはご質問を区役

所のほうにやっていただいたらと思います。ここでたくさん、そろそろ予定の時間も

迫ってまいりましたので、副議長にまとめいただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○保田副議長 

 保田です。お疲れさまです。まとめるというのがすごく大変な作業だなというのを

副議長をやらせもらって痛感しているこの１期だったんですけど、その前の１期は自

立支援協議の会長ということで入らせてもらって２年、今回は公募委員で２年、４年
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区政会議の中でいろいろ学ばせていただいたりとか、むちゃくちゃな意見を出したり

とかさせていただいてたんですけども、やはり感じるのは今日の皆さんの最後の意見

もそうなんですけど、経営課題に対しての指標ですね。目標の設定の妥当性がどうだ

とか、その出てきた結果に対してどういう評価をしているかというのは皆さんきっと

興味があると思うんですけれども、なかなかそういうところについての話が聞けない

というのがフラストレーションになるのかなというようなことを自分としては感じた

りもしています。例えば目標６０％のところ、６１％、よっしゃ１％セーフみたいな、

で、何というはっきり私の言い方で言うと、だからみたいな。で、どうするんですか

次はという質問がどうしても自分の頭の中に浮かんでくるんですね。次は７０％にし

て７１％やったらセーフなのかみたいな。何を最終的なゴールにしているのかという

ところが、何か具体的なところで見えてこなくて、課題とか、意識をできる人とか、

あと行事に参加できる方というのが対象になっている、そういう経営課題というか目

標設定になっているのではないかなというのをすごく感じた４年間だったところです。

アウトリーチの難しさというのはすごくあると思うんです。課題を意識されていない

方とか、すごく生活課題があるんだけども、いや、うちは大丈夫だって言っていろん

な支援を拒否される家庭とか、多くあると思います。皆さん支援されている中で直面

することが多いと思います。そういったところの方々ほど、本当に生活困窮していた

りとかですね。いろんなことが破綻している家庭が多くいらっしゃるとは思うんです

けど、そういったところにどういう区政の取組が行き渡るのかというところがすごく

重要だなと思うんですけども、意識の高いところの意識を高めているだけの区政にな

ってしまっているとしたら、やはり生活、地域生活の中での困窮されている課題が多

い方々に、なかなか福祉が届かないのではないかなと感じるところです。自助の話も

多く出ていたと思うんですけども、自分自身で身を守れない方っていうのがいらっし

ゃるんですね。毎日、毎日、地震がきたら死ぬことを覚悟して毎日寝ているという方

もいらっしゃるんですけれども、そういった寝たきりの方に、あなたは自助で頑張り
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なさいって言うのが区政なのかって私は思うんです。そこに介入していくのが共助で

あったり、共助、公助かな。公助ですよね。区政会議の中で議論されるべき内容だと

思いますし、自助は、自助でそれぞれが捉え方は別々にあると思いますけども、そこ

をカバーできる何かを考えていくというのが区政会議のあり方なのかなと個人的には

思ったりもしています。任期を終えるということで不安視された方もいらっしゃると

思うんですけども、議論を継続させていくということの重要性というのがあると思う

ので、今後、また任期を終えて参加されない方もいらっしゃるかと思うんですけども、

今まで積み上げきた議論をぶつ切りにするんじゃなくて継続させていけるような、そ

ういった委員の選出みたいなものも区政会議を活発にしていくための必要な課題なん

じゃないかなと思いますし、専門性の高い委員の方の参加も要るんじゃないかという

ご意見もあったと思いますので、医療関係者、教育関係者、そういった方々も委員と

して参加されて、多様な議論ができればいいんじゃないのかなと感じました。 

 すごくまとめて言うから私の私見が多くなってしまって申しわけないんですけども、

まとめにかえさせていただきます。ありがとうございます。 

○奥議長 

 ありがとうございました。まだもう一役がありますので、ご協力願いたいと思いま

す。 

 それでは続きまして資料３です。資料３を見ていただきたいと思いますが、３０年

度アンケート結果並びに資料４－１から４－６区政会議におけるご意見への対応状況

について、吉野政策推進課長から一括してご説明をしていただきたい、できるだけ簡

単にお願いしたいと、こう思っております。 

○吉野政策推進課長 

 わかりました。政策推進課長の吉野でございます。区政会議に関するアンケートに

ご記入していただく前に、議長からありました資料３と、資料４の説明をさせていた

だきたいと思います。 
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 資料の３につきましては、平成３１年１月に実施しました区政会議のアンケートで

ございますが、詳細な説明につきましては時間の関係上割愛させていただきます。た

だ、１ページとか、３ページ見ていただきますとおり、意見ですね。いろいろと２９

年度時点からは高い評価をいただいておりまして、これにつきましては誠にありがと

うございます。ただ、アンケートの中でいろいろご意見、ご提案もいただいておりま

すので、これにつきましては今後よりよい会議運営にしていただくための参考にして

いきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。次に１月と４月に実施し

ました区政会議におけるご意見の対応状況につきまして、こちらにつきましては、す

みません。一括というか、各グループごとに説明させていただきますので、まず資料

４－１からご説明させていただきます。 

○小山安全安心まちづくり課長 

 改めまして安全安心まちづくり課長の小山でございます。よろしくお願いします。

防災グループのほうのご意見の状況ですけども、１月と４月でグループの会議をさせ

ていただいて、大きくは１２項目のご意見をいただいております。時間の関係もあり

ます。幾つかを説明させていただきたいと思います。 

 まず、最初の１番ですけども、平成３１年度の予算の減額ということでご意見をい

ただいております。防災に力を入れてるんだけども予算が減ることは区民の防災意識

の低下につながるのではないかというご意見をいただいております。区役所としまし

ても非常に厳しい中なんですけども、これまで以上に地域の自助・共助がいかに大切

かを呼びかけながら、水害であるとか、地震などの防災に対する取組を、喫緊の課題

として進めてきております。備蓄物質の、要は配備などのところを少し予算を落とし

たわけでございますが、今後とも地域の防災力を高めていくための取組としまして、

地域別防災の取組でありますとか、地域の訓練でありますとか、そういったことを引

き続き力を入れてまいりたいと考えております。少しこの訓練に関係しまして、裏の

ページなんですけども、９番のところで、防災訓練で意見をいただきました。例えば
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集合住宅が古くなって高齢の方が多くなってきておられますと。このため防災訓練の

実施も難しい、また、訓練するんだけども人が集まらないということでありますとか、

１２番の項目で、各地域の防災の担当者が参加する合同訓練ということで、合同の防

災訓練は実施しないのかと、人数が多いと大変かもしれないが、全町会参加の合同防

災訓練をしてほしいといったようなご意見もいただいております。先ほど藤永委員の

ほうから詳しい人と、そうでない人の格差があるとか、地域によっても格差があると

いうことをご意見をいただきましたけども、まさにその９番の質問などでいきますと、

なかなか人が集まらないというような実態があるのかなと私たちも感じておるところ

です。区役所としましては、やはりいざ災害が起こったときに、先ほど保田副議長が

おっしゃっておられましたけども、まずは自分が助かる、あるいはご自身でなかなか

うまくいかない方は周りも支援していくというのが大事かなと考えております。地域

別防災の取組でありますとか、そういったものがつくってあるんだけどもなかなかご

覧いただいてないのかなという反省もあるところです。今年度、地域の方々と少し協

力をいただきながらそういったことにたどり着くような、ごくごく簡単な手引き書と

いうか、マニュアルというか、そういうものを先ほど区長も申しあげましたけれども、

作成をしておるところです。今後そういったものをこしらえた上で、皆様方の意識の

中で、そういう地域の取組とか、ご自身での取組というものの大切さというのを改め

て普及啓発していきながら防災の取組も進めていきたいと考えておるところです。そ

の他のご意見につきましては、すみません。資料の内容を読んでいただきまして、ま

た、ご意見等ございましたら教えていただければありがたいと思います。ありがとう

ございます。 

○満島安全安心まちづくり課長代理 

 それでは満島のほうから資料４－２の防犯について説明をさせていただきます。大

きく分けて４つご意見をいただいております。自転車の窃盗の犯人分析、検挙及び窃

盗防止の啓発について、それから２つ目は放置自転車の問題について、それから３つ
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目は処分予定の自転車の利活用について、それから４つ目としては防犯対策について

ということで、大きく分けてこの４つのご意見をいただいております。 

 まず、自転車窃盗の犯人分析等々については、窃盗犯ということで、犯罪統計がな

されております。五歳階層での統計となっておりまして、男女別というのは総数のみ

で算出されておりますので、詳細については公表されていないというところになって

おります。内容についても罰金をもっと知らしめて抑止効果を狙うべきというご意見

もいただきました。駐輪場等での掲示の方法についても検討を進めていきたいと思っ

ております。 

 それから放置自転車の問題につきましては、なかなか被害届けの出ていないという

隠れた実態もございます。それが統計上ではなかなか把握できていないということで、

実はたくさんの自転車が放置をされているのではないかというようなご意見もいただ

いております。 

 次に、処分予定の自転車について端的に言いますと、地下鉄の傘とか、忘れ物の販

売というのを１つのモデルとして、そういった形で放置自転車を利活用、販売をして

活用できないかというご意見もいただきました。こちらのほうで区役所のほうで調べ

ますと大阪市として条例に基づいて、いわゆる資源として売却処分をしていますとい

うことの答えでございます。台数の規模とか、他の市町村で実際に販売をしていると

いう実例が見つかったんですけども、やはり小規模の市町村であったりとか、大阪市

の規模でなかなか大きな放置自転車を利活用するというのがなかなか難しい、そうい

ったスキームもなかなかつくれないというようなこともあります。今のところでは販

売会という形で実施するのは考えていないんですということの答えがありました。 

 それから防犯対策につきましては、前かごカバーとか、防犯灯の取組によって、非

常に毎年、毎年、街頭における犯罪の件数は減少している。ここのところずっとマイ

ナスの傾向が続いているということになっております。こういった効果の他には、背

景としては、やはり防犯カメラ、防犯灯、物的なものも非常に大切ですが、やはりご
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近所の目があるという心理的な抑止効果というのも非常に大切ではないかというよう

なご意見もいただきました。区役所としましても、地域を中心に警察と連携をして、

地域の方と一緒にこういった防犯活動、地道な活動を取り組むことで、少しでも犯罪

が減ればということで取組を進めております。 

 また犯罪、特殊詐欺の犯罪について毎回いろんなアイデアが噴出するということで、

防犯のグループの中でもひょっとしたらメンバーの皆さんが詐欺グループできるんち

ゃうかというような、いろんな事例の披露もありまして、みんなで注意喚起するよう

なご意見もいただいております。区役所としてもそういった新しい手口、今までなか

ったような手口についても十分周知をしていきながら、地域の方とつながりを持って

犯罪の抑止に取り組んでいきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○宍倉保健福祉課長 

 それでは、私のほうから３番の地域福祉の分野についてのご意見をかいつまんでお

話しさせていただきます。 

 ご意見としましては、高齢者が多く認知症の問題も多くなってきているというよう

な流れの中で、身近に祖父母がいなくて、おじいちゃんやおばあちゃんってどんな感

じなのかわからないといったこどもが多く、認知症サポーターの養成講座を通じて理

解や交流ができてよかったというようなこと、ご意見もいただいております。その中

で高齢者の担い手となるこどもたちに高齢者や認知症の方についてより身近に感じて

もらうために、キャラバンメイト連絡会の方々によるキッズサポーター養成講座、こ

の取組を積極的に支援していくこととしております。また独居の方が亡くなった場合、

万一の連絡先を聞いていないときに悩むというようなご意見をいただく中で、現在、

区社協と連携しながら見守り体制など、地域におけます福祉活動の推薦の取組を進め

てきているところでございます。２９年度に策定しました地域福祉計画の中でも謳っ

ておりますけれども、人と人とのつながりづくり、この実現こそが最も大切だと考え
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ております。認知症アプリの話も区長のほうからもありましたけれども、加えて地域

の中でのこういった支え合いの気持ち、この情勢をはかるために講演会を実施したり、

地道ではありますけれども取り組んでまいろうと考えております。 

 また、平野区では公営住宅が非常に多い中で、特に公営住宅が多い地域においては

他の地域と比べて高齢化率や独居率、これが高いと。担い手の確保をはじめとした厳

しい地域実情があるというようなところで、平野区としましては、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考えのもとで、町会や自治会での管理促進に向

けたチラシや、あるいはホームページ、広報紙といったツールを、それぞれ活用しな

がら町会・自治会への加入促進に取り組んでいるところでございます。 

 また、瓜破北地域のほうで実施されております男性の集いの取組でありますとか、

他の地域においての好事例、こういったものも積極的に情報発信していきながら、安

心で快適な住みよいまちをつくるための取組を進めてまいりたいと考えております。

一方、ＰＴＡや学校、そして地域がもっと連携していくことができればいいのではな

いかというようなご意見も多くございました。情報共有のツールとしてホームページ

やＳＮＳを活用してはどうかというようなご意見もいただいたところでございます。  

 また、他のご意見でいきますと、学校主体で実施しているイベントなど、これを地

域主体で実施する。こういったアイデアもいただいたところでございます。地域にお

ける福祉課題、さまざまな福祉課題の克服に向けまして、今、申しあげたような連携、

こういったところも含めて各地域の福祉活動の担い手の方々、あるいは関係機関、行

政も一緒になって考えて行く場、ラウンドテーブルもこの間実施してきているところ

でございます。今後、これまで出てきた課題を整理しながら具体的な方策、これを整

理しまして今年９月ごろに開催予定第３回のラウンドテーブルにおきまして、ラウン

ドテーブルや区政会議の委員の方々にも方向性もお示してご相談させていただきたい

と考えております。また、多くいただいたご意見の中では、地域における担い手とい

ったところもたくさんご意見をいただいたところでございます。この間区役所としま
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しても特に福祉分野におきましては、地域で、それぞれの分野で活動いただいている

グループでありますとか、担い手の方々、そういった方々の輪を広げていく、これを

横につないでいくように取組も進めてきているところでございます。いずれにいたし

ましても担い手の確保につきましては、委員のご意見等も踏まえながら区役所としま

しては区社協などと、関係機関と連携をしながら組織、横断的な対応、これを実施し

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

○上原こども教育担当課長兼子育て支援担当課長 

 こども教育担当課長の上原です。こどもグループにつきまして説明させていただき

ます。資料４－４をご覧ください。 

 まず、読書運動についてです。読書運動では、先にご紹介いたしました読書ノート

以外にも、無期限で本を貸し出す「ひらちゃん図書の自由貸出」を行っております。

また、読書の大切さをこどもだけではなく保護者にも伝えてほしいという学校側の要

望もございましたので、常磐会学園大学の協力も得まして広報ひらの、これ今月号で

すが、こういった形で読書運動と読書の大切さというのも紹介させていただいており

ます。また、学校協議会委員の皆様からご意見いただきまして、学校図書ボランティ

アに対しても区長表彰を今年度から行っております。一同とともに協力いただいてい

る地域の皆様に感謝する場を設けることで、読書活動についてもご協力いただきたい

と思っております。 

 平野区は区域が広く図書館へのアクセス整備についてご意見がございました。バス

の運行はさすがに費用がかなりかかって難しいのですけども、図書館が近くにない方

もご利用いただけますように、移動図書館「まちかど号」が区内１１カ所巡回してお

ります。また、長吉、瓜破地域では毎年絵本展も開催しております。さらに区役所庁

舎、正面玄関右側には市立図書館で借りました本を返却できます図書館返却ポストを

中央図書館と交渉しまして、市内２４区で唯一設置しております。また庁舎内で今行

っておりますひらちゃん図書の自由貸し出し、無期限の図書の貸し出しですが、これ
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を北部並びに南部サービスセンターとの実施を今、検討しておりまして、これからも

読書環境の充実については努めてまいる所存でございます。 

 続きまして、不登校対策につきましてご説明させていただきます。不登校対策につ

きましては平成２８年度から「こどもの生きる力育成支援事業」、または冒頭の区長

の挨拶にもございましたとおり平成３０年度から、こどもサポートネット事業をモデ

ル実施しております。学校と協力しまして、相談員による家庭訪問や面談を行いまし

て、個々の原因とか、課題を把握しまして対応を進めております。また、ひらの青春

生活応援事業では不登校に陥る恐れのある高校生に対しまして、一人一人に合わせた

支援を行っております。こうした事業を通しまして学校に復帰したケースとか、修学

旅行に参加できましたケース、また不登校を未然に防いだケースも生まれております。

また、現在は幅広いタイプの高校が生まれております。前回、福井委員から「進路選

びのヒントこんな学校もあったんだ」という、こういう本も寄贈していただきました。

教育委員会事務局からもいろいろ資料おりてくるんですけれども、その中にこれは含

まれておりませんでした。非常に中読ませていただきますと、子育て支援に関して、

これからの学校を考えるにあたって非常に有効なものだとわかりましたので、これか

らも活用させていただきたいと思っております。また学校のほうにも提供させていた

だいて、学校にも情報提供しまして、こどもに合わせたさまざまな選択肢を学校や関

係機関と連携して、支援体制の充実を努めてまいります。これからもよろしくお願い

いたします。 

○稲見企画調整担当課長 

 企画調整担当課長の稲見です。５番のまちづくり企画の説明をさせていただきます。

まちづくり企画グループでは、整理番号が２６、２７、２８と３項目にわたってあり

まして、まず２７番から簡単にですが説明させていただきます。 

 この２７番につきましては、まちづくり企画グループにおきましては幅広く意見交

換を行うということで、まちづくりのニーズの把握に努めるということにしておりま
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して、それぞれ各委員のご意見に対して、それぞれ１対１で回答、対応をする。対応

方針を出すということは、なかなか困難であるということから回答様式を工夫するべ

きだというご意見がございました。これを受けまして、当グループにおきましては多

岐にわたる委員からのご意見を整理いたしまして、対応方針をまとめて記載するとい

う形に見直して、２６番と、２８番、それぞれ記載しております。 

 次、２６番、２８番なんですけれども、整理番号２６番につきましては、ＪＲ阪和

貨物線跡地におけるまちづくりについて、それから２８番につきましては、平野地域

の未利用地活用についてということで、平野区のほうから話題提起を行いまして、そ

れぞれ委員の皆様からご意見をいただいて対応方針をまとめ書くということをしてお

りまして、最後になるんですけれども、最後に全般に関わるご意見というのを頂戴し

ておりまして、ここで紹介させていただきます。まちづくりにつきましては、マーケ

ットサウンディングをしてから、その結果をもとに意見交換したらよいでありますと

か、地域のニーズは、地域に聞いてもらいたいというご意見がございまして、これ小

グループの運営に対する意見にもつながるということでございます。これを検討しま

した結果、まちづくりに向けた意見交換というのは引き続き今後とも必要だと考えて

おりますので、小グループの運営方針、運営方法については見直しということも、検

討してまいるということなんですけれども、引き続き意見交換の場をどのような形で

あっても持ちたいと考えております。 

 以上です。 

○吉野政策推進課長 

 政策推進課長吉野でございます。最後の資料４－６の説明をさせていただきます。 

 資料４－６のほうでは、運営方針の評価につきまして量的な評価ではなく、質的な

ところ、少数の方の意見やニーズも見る必要があるのではという趣旨の意見をいただ

いたと受けとめまして、区の考え方を書かせていただいております。運営方針につき

ましては、まず、測定できる数値目標を設定いたしまして、その達成状況を見て、そ
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の施策が有効であるか、そうでないかを確認する。いわゆるＰＤＣＡを回すためのツ

ールであるという役割がございます。ただし、数字だけでは見えない部分があるのは

まさにご指摘のとおりでございまして、例えば区政会議でいただいたご意見でござい

ますとか、区民モニターからいただいたご意見など、意見やニーズの把握を多角的に

取り組み、しっかりと議論を行いまして、区の施策、事業に反映できるよう努めてま

いりたいと思います。 

 資料４－１から４－６の説明につきましては、以上でございます。 

○奥議長 

 ありがとうございました。もう時間が押しているんですけども、それでは、続きま

して、資料５、区政会議に関するアンケートについて、吉野政策推進課長からご説明

をしてアンケートに答えたいと思います。 

○吉野政策推進課長 

 吉野でございます。時間押しておりますけれども、大変申し訳ございません。私か

らは資料５、区政会議に関するアンケートの実施方法についてご説明申しあげたいと

思います。 

 このアンケートにつきましては、よりよい区政会議にしていくために大阪市全体の

取組といたしまして、今から約半年前の１月にも実施したところなんですけども、令

和元年度のアンケートにつきましては、２４区共通して、現在の委員の任期中に実施

するということと決定したため本日お願いするものでございます。 

 ここからはアンケートにご回答いただきながら質問項目について説明いたしますの

で、聞いてもらえればと思います。資料５をご覧ください。 

 まず、一番目の質問では、平野区の区政会議は、現在、区役所や委員との間で活発

な意見がなされているかの評価につきまして、ア、イ、ウ、エの中から１つ丸をお願

いします。２番目の質問では、区政会議のより活発な意見交換に向けまして、現在ど

のような課題があると思いますかということで、アからシまでの選択肢を用意してお
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りますけども、思い当たるものがございましたら複数回答可で丸をお願いいたします。

裏面の質問３では、よりよい会議にしていくためにどのような取組や工夫が必要かと

お伺いしておりますけれども、この工夫事例につきましては、別紙１ですね。平野区

で取り組んでいる区政会議運営上の工夫事例でありますとか、別紙２の広報ひらので

の紹介記事などをつけております。これをご参考にしていただければと思います。質

問４につきましては、フィードバックの状況に対する評価でありますとか、質問５は、

質問４で選択をした評価の理由、質問６は、その他の自由意見ということでご回答を

お願いいたします。ご回答のほうが終わりましたら、質問１の評価シートとともに、

そのままテーブルの上に置いていただけますと会議終了後回収いたしますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○奥議長 

 ありがとうございました。今、書いているのでちょっとだけ時間を取りたいと思い

ますので、きちんとアンケートに答えていただければありがたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。書きましたら机上のところに置いていただけばいいというこ

とですので、ご協力ください。 

 それでは最後になりましたけども、オブザーバーでご出席いただいている市会議員

の方から、本会議へ一言ご助言いただければと思います。大変恐縮ですけれども時間

の都合がございますので、代表で一言いただければありがたいと存じます。よろしく

お願いいたします。 

○永田典子議員 

 皆様、こんばんは。今日は雨の中、またお忙しいところこのようにお集まりいただ

きまして本当にありがとうございます。また改選といいますか、この中で残っていた

だく方も、また代わられる方もあるかもわかりませんけれども、本当に大変お疲れさ
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までございます。そして今、さまざまご意見ございましたけれど、やはりこの区政会

議の場の皆さんいろんなご意見いただいているのが、この平野区の知恵の集まりとい

いますか、知恵の宝箱だなと毎回、私は参加させていただいて思っております。それ

はやっぱり各地域の代表に皆様が、それぞれの立場でここでご意見を言っていただき、

また、なかなかここに声、届けられない方の声を届けていただいていることは本当に

区役所としても大変助かっていると思いますし、そのお一人、お一人の地域の方の声

をどれだけ反映させて、また、先ほどの防災も、また、こどもたちの虐待も、こども

さんたちの学力の向上も、また、高齢者の方々の生活のこれからの安心も、全てやは

りここで皆様のご意見を聞いて平野区がよくなっていく、そのことに本当に感謝申し

あげたいと思います。 

 これからも、ちょっと今日は人数少ないですけども、私、代表でご挨拶させていた

だいておりますけれども、平野の市会議員団としてもしっかり皆様の、お一人、お一

人のお声を聞かせいただきながら区役所とも一緒に、また、皆さんと一緒に地域、平

野区をよくしていくために頑張ってまいりたいと思います。どうも本日はありがとう

ございました。また、今後ともよろしくお願い申しあげます。 

○奥議長 

 ありがとうございました。それでは事務局のほうにお渡ししますので、よろしくお

願いします。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 奥議長、保田副議長、ありがとうございました。 

 委員の皆様、市会議員の皆様、長時間にわたり、ありがとうございました。 

 閉会にあたりまして、稲嶺区長よりご挨拶申しあげます。 

○稲嶺区長 

 非常に限られた時間ではありますけれども、皆様方から貴重なご意見をいただきま

した。なかなか区役所としても十分な対応ができていないところもございますけれど
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も、今日伺った内容しっかりと、真剣に我々心して今後の平野区政に生かしてまいり

たいと思います。 

 そして２年の任期、また４年の任期、今日で、一応、公の場としては終わるかなと

思っておりますけれども、この長い期間皆様方には大変お世話になりました。また区

政会議の委員を終わられましても、今後とも平野区政にいろんな形でご意見いただけ

ましたら幸いと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。長いことありがと

うございました。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 それでは、奥議長のほうから代表して一言ご挨拶をお願いしてもよろしいでしょう

か。 

○奥議長 

 もたもたしながら、あるいは皆さんに迷惑をかけながら何とか議長としての重責を

果たすことができました。これもひとえに委員の皆さんはもちろんのこと、稲嶺区長

をはじめとする職員の皆様、そして市会議員の皆様の心温まるご支援、ご協力のたま

ものだと感謝いたしております。本当にありがとうございました。厚くお礼申しあげ

ます。 

 議長として感激し心に残っているのは、委員の皆様が、平野のまちをよくしたいと

いう大変強い意欲を持って積極的に会議に挑んでいただいたことでございます。また、

それに応えて区役所の職員の皆さんが、いろいろ工夫を試み政策を講じておられたこ

とでございます。私は議長としてこのことを誇りに思っておりました。これからの会

議においても、このことが受け継がれることを切に望みたいと思います。  

 私ごとですけども、教員として２０年間余りこの平野区で勤務しておりました。で

すから、今では平野区は私にとって第二のふるさとであると誇りに思っております。

平野区は有名な名所、旧跡が点在する古いまちです。しかし時が経ち現代では、多様

な人々らが移り住んできています。古きよき伝統を残しながらも、この多様な人々が
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明るく活発に暮らすまちとなっています。平野区がもっと、もっと住みよいまちにな

るためには、この多様性の特性を生かしたまちづくりはこれから大切ではないだろう

かと私は思っています。 

 最後に皆様本当にご支援、ご協力ありがとうございました。厚くお礼申しあげます。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 ありがとうございました。本日いただいた皆様のご意見を踏まえ、次年度の平野区

運営方針を検討していきたいと考えておりますので、今後とも区政会議へのご協力を

お願いいたします。 

 それでは最後に、事務局より、本日お配りしました資料、平野区区政会議委員の推

薦及び公募にかかる今後の予定についてご案内いたします。現委員の皆様につきまし

ては９月末に任期を迎えますことから、７月中に、各地域活動協議会の会長、各団体

のご代表の方へ、それぞれ次期委員の推薦にかかる依頼をさせていただきます。区政

会議の委員は、多様な意見を区政に反映するため、できるだけ男女の割合が均等にな

り、またさまざまな年齢層が参加していただけるような委員構成が望ましいと考えて

おります。そこで、ご推薦いただく方は、できるだけ女性や子育て中の若い世代の方

などを選定していただくようお願いしてまいります。子育て中の若い世代の方が、お

子様と一緒に参加していただく際は、会議中、区役所の保育士が一時保育を行う予定

です。公募委員につきましても、より一層多くの方に応募いただきたいと考えており、

広報ひらの８月号に大きく募集記事を掲載する予定ですので、お知り合いに適任と思

われる方がいらっしゃいましたらぜひお声がけいただけると幸いです。 

 説明は以上でございます。ご不明な点がございましたら、事務局の政策推進課まで

お問い合わせください。 

 それでは、令和元年度平野区区政会議７月開催分を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

―了― 


