
③

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

6

【区役所の防災の認識について】
・区役所がいう防災とはどのような災害を防ぐものを想定して
いるのか。各地域の人が訓練するにも、災害の種類によって
訓練内容が異なると思う。
・大阪市立大学では、妊婦や目の不自由な方の避難を想定し
た避難訓練を実施している。消防が行う訓練ではこのような訓
練は見られない。区役所も単なる座学だけではなく、このよう
な実効性のある訓練をして欲しい。

　通常は災害とは地震や水害といった自然災害を想定してい
ますが、近年はテロも災害と想定しています。水害であれば、
水平避難ではなく、垂直避難が有利な場合もあり、委員ご指摘
のとおり、災害の種類によって避難の仕方が変わります。
　平野区役所では、従来、防災の日である9月1日の前後に防
災訓練を行っていましたが、梅雨時の風水害等にも対応でき
るように、数年前から訓練時期を梅雨時の出水期前の6月上
旬に前倒しし、訓練の効果をより高く発揮できるよう努めており
ます。

①

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

5

【防災研修と災害時の障がい者の支援について】
・本日、平野区防災講演会の紹介があったが、このような市民
向けの研修はどれぐらいのサイクルで行っているのか。
・災害時の要支援者の定義は何か。要支援者というと、高齢者
ばかり取り上げられるが、障がい者への配慮が少ない。難しい
からできないでは困る。障がい者及び障がい者団体の意見を
聞いて欲しい。

　市民向けについては、区民センターレベルで行うような大人
数を対象とした研修を、年に1～2回開催しております。一方、
区役所では小人数を対象とした「出前講座」を開催していま
す。この区役所から市民の元に出向いて研修等の中で、防災
をテーマとした講習も随時行っています。また、社会福祉協議
会等の他団体が開催する防災講座もあります。
　障がい者へ対する支援については、すべてを同時に行うこと
は難しいと考えているため、今後は地域自立支援協議会との
連携も視野に、取組を検討していきたいと考えています。

①②

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

4

【ＭＣＡ無線機について】
・先日、緊急無線が流されると聞いてＭＣＡ無線を使ってみた
が、操作方法が分からなかったり、電池が古いのか直ぐに電
源が切れてしまい使い物にならなかったと聞いている。ＭＣＡ
無線機の更新や操作訓練はないのか。

　MCA無線機については、本体は10年ほど前に導入し、バッテ
リーは5年ほど前に一度買い替えましたが、現在は更新の予
定はありません。今後は、年に最低一回程度はＭＣＡ無線の
操作訓練を実施したいと考えております。

①②

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

2

【防災リーダーの再訓練・再教育について】
・資料1の4に防災リーダーの再訓練・再教育というのがある
が、これは地域、地区で行っているのか。私の住んでいる地域
ではこのようなことがあるとは知らなかったので、もっとＰＲして
欲しい。

（※）1月区政会議資料1【①防災】区政会議におけるご意見へ
の対応状況

　消防署が中心となって、主にアドバンスコース訓練として実
施しています。一斉にすべての地域で実施することは出来な
いため、地域でローテーションを組んで割り当てています。今
後は、連合町会を通じてＰＲすることも検討します。

3

【広域避難場所について】
・災害時に小中学校が避難所になるのは知っているが、瓜破
霊園や久宝寺公園は広域避難場所となっている。平野区民が
これらの広域避難場所に避難できる協定は結ばれているの
か。

　広域避難場所は、地震等により大規模火災が発生した時に
一時的に避難する場所で、小中学校などの避難所は、生活が
再建できるまでの間、滞在してもらう場所です。災害時の一時
的な避難であれば、広域避難場所に避難してもらっても構いま
せんが、備蓄物資などは何もありませんので、自らの食料を持
参する等の自助の備えが必要です。

⑤
―

（⑤の理由は対応方針参照）

1

【平成31年度の予算の減額について】
・資料1（※）の「予算措置」欄をみると、平成31年度の算定見
込額は全て30年度予算額より減額されている。近年自然災害
が問題となっているのに防災予算を減らす理由を教えて欲し
い。
・防災関連の予算が減ることは区民の防災意欲の低下につな
がるのではないか。

（※）1月区政会議資料1【①防災】区政会議におけるご意見へ
の対応状況

　限られた財源のもとで、施策の一層の選択と集中に全市的
に取り組んでいる中、平野区おいても、地域の自助・共助がい
かに大切かを呼びかけながら、水害や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いるところです。
　災害時避難所の備蓄物資については、区としてこの間充実
を図ってきていることから、今後は地域の防災力を高めるため
の取組として、地域別防災計画（防災の手引き）の啓発および
それを活用した地域における防災の取組の実施支援を行うな
ど、区民の自助・共助意識の醸成にも力を入れてまいります。

①

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

番
号

【①防災】区政会議におけるご意見への対応状況

年月

会議

委員名

平成31年1月、4月

防災（小グループ）

請川委員、岡本委員、嶋田委員、春木委員、藤永委員、松浦委員、吉永委員

委員のご意見等
予算措置

（③④⑤の場合は、対応で
きない具体的な理由）

対応方針
（令和元年６月時点）

分
類

7

【集合住宅（団地・マンション）の防災について（漏水）】
・集合住宅に住んでいるが、漏水の問題も大きい。災害ではな
いが、過去にも漏水が住民間のトラブルに発展した事例があ
る。

8

【災害時の生活用雑水の確保について】
・戸建住宅に住んでいるが、以前は自宅の庭に大きなポリ容
器を置いて水を溜めていた。今は風呂に水を溜めるようにして
いる。

　災害時に備えて水を浴槽等に溜めておくことで、生活用水と
して部分的に役立つことはあります。しかし、浴槽等に水を溜
めておく際は、利用方法や注意点等について、各家庭で十分
に確認をお願いします。
　例えば、浴槽に溜めていた水をトイレで利用する場合、発災
直後は配管損傷による漏水の可能性もありますので、被害状
況を確認できないのであれば、非常用（携帯用）トイレや避難
所等に設置される災害トイレを利用するほうが無難であると考
えます。

⑤
―

（⑤の理由は対応方針参照）

資料４－１

－1－



①②

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2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

12

【各地域の防災担当者が参加する合同訓練について】
・各地域の防災担当者が集まって行うような合同防災訓練は
実施しないのか。
・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。

　区内全町会参加の訓練となれば時間・場所等の様々な制約
が生じることから、区としては近年、各地域におけるより実践的
かつ地域実情に即した防災の取組への支援に力をいれている
ところです。
　また、区民への啓発にも力を入れ、本年1月には、地域との
連携により、元自衛隊の方を講師に招き、自主防災組織の重
要性について講演を行うとともに、同年5月には各地域の防災
担当者をはじめ、多くの区民の参加のもと、災害初動期におけ
る自助の大切さを考える機会として、「平野区防災フェスタ」を
開催しました。
　今後も実践や啓発を通じた区民の自助・共助意識の醸成に
力を入れ、災害に強いまちづくりをめざしてまいります。

【防災訓練について】
・集合住宅が古くなってきて高齢者も多くなってきている。この
ため、防災訓練の実施も難しい。また、訓練をしても人が集ま
らない。

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

11

【区政会議での議論の報告について】
・防災リーダーの話の中で制度が浸透していないという説明が
あったが、この区政会議の小グループ会議で行った議論が連
合町会に報告されていないではないか？これではここでの議
論がこれ以上広がらない。各町会長にもっとここでの議論をＰ
Ｒしてほしい。
・この会議でした議論を個人で広めることは難しい。情報が参
加者で止まっている。区役所ホームページで議事録をアップし
たから報告した、ではダメだ。個人でも報告はするが、なかな
かうまく伝わっていかない。

　区政会議については、お配りした資料や委員の皆様方から
いただいたご意見等も含め、議事録をホームページ等で公表
するとともに、事案によっては、その都度、関係先と課題共有・
調整を進めてきたところです。また、委員の皆様方におかれま
しては、ご推薦いただいている組織や団体の会議等の場で、
区政会議での議論内容等をご周知いただき、可能な限り相互
連携を図っていきたいと考えています。
　区役所としましても、引き続き、より広く区民等に周知していく
手法について、検討を進めていきます。

①②

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

10

【備蓄物資の配布と町会への加入について】
・災害時には備蓄物資は避難所に行かないと配布してもらえ
ないと聞いている。また町会に加入していないと物資をもらえ
ないとも聞いている。
・若い人に町会に加入してもらえない。区役所からも若い人に
町会活動のＰＲを行ってほしい。

　災害発生時に備え、防災訓練に参加しておくことは大切です
が、事情により参加（実施）することが、困難な場合もありま
す。
　どのような状況下でも、日頃からご家族やご近所、自治会の
方とコミュニケーションを図り、安否確認の方法や発災時の避
難方法等について確認を行っておくことが重要です。
　そのためには、地域実情に即した防災の取組の実施支援を
行うとともに、住民主体の防災マニュアルの作成支援などを通
じ、区民の防災意識の向上に向けた取組にも力を入れてまい
ります。

①②

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-1）
地域防災力向上に向けた支

援

H31(R1)予算額　646万円
R2算定見込額　－万円

②

　市の備蓄物資や発災後に各方面から届く支援物資は、迅
速・効果的に流通させるため、拠点を集約させる必要がありま
す。このため、備蓄物資を各地域の避難所に集約し配布して
います。
　なお、備蓄物資や支援物資は被災者へ配布するものである
ため、町会への加入・未加入に関係なく、必要な方へ配布され
ます。しかしながら、被害状況によっては、十分な量の備えが
ない場合も想定されますので、避難する際には、自らの食料を
持参する等の自助の備えが重要です。
　現在、区役所では、区民の方へ自助の重要性の理解を深め
ていただけるような取組を進めています。

　災害時の初期対応においては、住民同士の共助が非常に重
要になります。そこで、平野区では町会・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。

9

－2－



　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。

　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。

　区役所も地域でのつながりが重要と認識しており、ポップアッ
プや駐輪場のエフ、出前講座など、引き続き、地域の好事例を
発信しながら効果的な啓発に努めていきます。 ①②

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-2）
地域防犯力向上に向けた支

援
H31(R1)予算額　1039万円

R2算定見込額　－万円

16

【防犯対策について】
・防犯灯で明るくなったとか、前かごカバーを着けて取りにくく
なったとかで件数が減っている。効果があるということではない
か。
・防犯カメラや防犯灯も効果的だが、ご近所の目があるという
ことがとても大切だと思う。

・CAT隊でもらった電話口に張り付けるポップアップが電話の
時にすぐ目に入って有効である。
・売りつけに来た時の断りかたで「結構です」というと、OKと受
け取って買わされることになりかねない。断るときは「要りませ
ん」ということが大切。理由をつけて電話を切るということも時
には必要ではないか。
・合言葉に墓の場所など変わらないものを決めておけば間違う
ことはない。

・CAT隊の特殊詐欺の出前講座を一度見てみたい。

13

14

　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。
　自転車窃盗は、平成30年12月末時点で730件と平成29年同
時期に比べ25件減少しているものの、街頭における主な犯罪
のうち56％を占めるなど依然として高止まりしています。
　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。

≪自転車窃盗の犯人分析、検挙および窃盗防止への啓発≫
・犯罪統計では「窃盗犯」として分類され、5歳階層での統計と
なっており、性別は総数のみ算出しています。
・件数は認知件数としての算出で同一犯でもそれぞれでカウン
トしています。
・罰金や罰則の表示については、掲示方法を検討したいと考え
ております。
・コンビニやスーパーでの防犯カメラ設置が進んでいることか
ら、抑止効果が現れており、さらに効果的な啓発を追求してま
いります。また、聴覚障がいの方のためのアナウンスにも注力
していきます。

≪放置自転車の問題≫
・実際に被害届の出ていない件数は統計上把握されていない
ため詳細は不明ですが、放置自転車の保管の場合でも約半
数が引き取りに来ないことから、被害届に至らない件数も相当
数に上るとみられています。

≪処分予定自転車の利活用≫
・現在、大阪市では条例に基づいて資源としての売却処分を
行っています。他都市に比較しても大量の自転車を撤去、保
管する必要があり、市内保管所のスペース確保や財産処分と
なることへの課題整理が必要です。他都市での転売実例もあ
るが、台数の規模やそもそもの放置自転車処分のスキームが
違うこともあり、ただちに大阪市でも販売会を実施できるもので
はないと考えています。
なお、現在では、撤去自転車の約半数が処分となっています。

　今後は、いただいたご意見も参考にしながら、昨年、区役所
と平野警察署で締結した「平野区安全なまちづくりに関する協
定」に基づき、地域・警察・区役所が連携しながら、平野区が安
全安心なまちとなるよう、様々な取組を推進していきます。

【放置自転車の問題について】
・長い間放置されている自転車が窃盗されているが、被害届が
出ていないと警察も対応してくれない。
・結局自転車を盗られても被害届を出さない人が多いのでは
ないか。
自転車を盗られて困る人がどれだけいるか。被害届を出さな
い人が大半なのか。
・商店街でも毎月20～30台程度の放置自転車が発生してい
る。被害届が出ていれば判明するが、届けがなければ単なる
放置自転車で、処分されてしまう。
・（マンションの敷地内にある）放置自転車を遺失物として持っ
て行っていいかと警察に聞いたら断られた。

①②
③

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-2）
地域防犯力向上に向けた支

援
H31(R1)予算額　1039万円

R2算定見込額　－万円

（③の理由は対応方針参照）

【自転車窃盗の犯人分析、検挙および窃盗防止への啓発につ
いて】
・自転車窃盗の犯人について、年代や性別等の分析はある
か。
・自転車窃盗の件数というのは、検挙された犯人の数なのか。
また、１人の犯人が複数の窃盗を繰り返していた場合の件数
はどうなるのか。
・窃盗された自転車の件数のうち、実際に何人が警察に捕まっ
ているのかという数字（割合）が出たら、ちょっとした出来心で
はしなくなリ、抑止効果が大きいのではないか。
・犯罪である事の意識が薄い。10年以下の懲役または50万円
以下の罰金をもっと知らしめるべきではないか。
・窃盗が多く発生するコンビニやスーパー、駅前などで視覚や
聴覚に訴える啓発が必要ではないか。
・聴覚障がいのためのアナウンスがあれば、最後に自転車窃
盗防止のフレーズを入れたらいいのではないか。
・地元では電動自転車も窃盗にあっている。頑丈なカギもジャ
ンボペンチで切られたらどうしようもない。

15

【処分予定自転車の利活用について】
・一定期間保管した放置自転車の処分について、鉄道会社の
忘れ物処分市のように、販売会を開催してはどうか。広く窃盗
―放置された自転車を意識させることができるのではないか。
・市として社会実験として予算をつければいいのでは。販売す
るところに修理や防犯登録の手続きを出張してあげれば費用
も掛からないと思う。
・安くで放置自転車の利活用ができるのであればいいと思う。
・放置自転車の利活用方法として、観光の足として貸し出すこ
ともシステム的に考えてはどうか。

【②防犯】区政会議におけるご意見への対応状況

年月 平成31年1月、4月

会議 防犯（小グループ）

泉田委員、岡﨑委員、新委員、豊田委員、南委員

対応方針
（令和元年６月時点）

分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応で
きない具体的な理由）

委員名

番
号

委員のご意見等

資料４－２

－3－



17

※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2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

19

【電話機の貸出について】
・大阪市以外でナンバーディスプレイの電話機を貸し出してい
るところもある。かかってきた相手を特定できるので有効と考え
る。予算もあると思うが大阪市でも考えてほしい。

【情報共有について】
・新しい手口もみんなに知ってもらわないといけない。回覧板
や喫茶や食事サービスなどで知らせたい。

・近所の人に相談できる環境になればいいと思う。そのために
は日頃からのコミュニケーションが必要だと思う。

18

【特殊詐欺の新たな手口について】
・関西電力を騙って器具の交換を持ちかけられた。隣の住宅
はすべて終わっている、あとはこの階だけ、と言われて信用し
てしまった。

・アポ電のように、メールで何度も送信してくる。それも前の送
信とつながりのある話で送ってきて返信を促す手口なので注
意が必要。ドメインを見て数字が羅列しているものは特に注意
してほしい。
・改元に合わせた電話アンケートで徐々に連休中の出かける
予定とか家の間取りを聞き出している。また、新しいお札のデ
ザインの話からお金の置き場所を巧みに聞き出す手口が発生
している。

・自転車盗は部品だと足が付きにくいので、今は部品狙いが多
い。
・無料で貸し出している自転車があると聞いた。あまり聞いたこ
とがないものなので何か新しい手口になっているのかもしれな
いと心配。

　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160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。

　また、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、区広報板（125か所）にも特殊詐欺防
止の啓発ポスターを掲載しています。

　しかしながら、前回の区政会議以降でも、アポ電など新たな
手口が判明するなど、常に最新の情報に注意する必要がある
と考えています。

　そこで、区役所としても、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、防犯出前講座、キャンペーンの
取組を行います。

　電話機の貸出については、他都市の状況・動向等を調査し
たうえで、所管部局への要望を検討してまいります。

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組1-2）
地域防犯力向上に向けた支

援
H31(R1)予算額　1039万円

R2算定見込額　－万円

①②

－4－
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【地域の高齢化】
・独居の方で万が一の時の連絡先などを聞いていない人が亡
くなった場合、どうすればいいか悩む。
・公営住宅は収入が上がると退居しないといけないので、高齢
者ばかり残っていく。団地に若い世代を入れないといけない。
母子世帯は入ってくるが、みんな働くのに必死で地域活動へ
の参加は難しい。
・状況が似ている地域の取組は他地域の参考になるかもしれ
ない。
・公営住宅が多い地域では、他の地域と比べ、高齢化率や独
居率が高いといった厳しい事情があり、担い手の確保が非常
に困難である。

22

【地域にとってのつながりの重要性】
・ＰＴＡと地域がつながりつつあるが、個人情報の考え方で、つ
ながりが更に深まらないことから、ジレンマがある。そのため、
ＳＮＳを活用しようと考えている。また、ＨＰの立ち上げを進めて
おり、ＨＰを通じて参加を促し、つながりを少しずつ広げていこ
うと思っている。
・高齢者へのお手伝いなどにもつながるものとして、男性の居
場所づくりを検討している。喫茶や体操などの会合に男性は入
りにくいと感じている。
・小学校へ地域の高齢者にいつでも来てもらえるような企画を
考えている。課題としては、高齢者の方の学校への行き帰りの
保険などがある。
・今は学校主体でこどもメインに実施しているイベントを、今後
は地域がメインに実施し、もっと拡げていきたいと考えている
が、資金面が課題である。
・イベントで顔見知りになると、普段のつながりにもなっていく。
こどもたちは地域の高齢者を愛称で呼ぶなど慣れ親しんでい
る。理想は、災害時にこどもたちが近所の高齢者を心配できる
ようになること。
・社協と一緒にこどもの居場所づくりをしており、その中で宿題
をするなど、校長先生にも喜んでもらっている。

20

【こども（PTA）・学校・地域の連携】
・団地単位で地区社協を通じた取組が中心となっている。昨
年、初めて「もちつき大会」を実施し、地域役員と若い父母が交
流できた。また、地域集会所でもいろんなゲームをして、参加し
た中学生も初めての試みにとても喜んでくれていたので、続け
ていきたい。また、高齢者が多く、認知症の問題も多くなってき
ているなど、団地ごとに課題もある。
・住宅の棟単位でそれぞれ課題が違うので、取組も棟単位でし
ないといけないが、何かするにも場所がない。もっと学校を開
放してほしいが、学校には「一部の人だけには貸せない。」と
言われる。
・ＰＴＡと連携し、小学６年生を対象に認知症サポーター養成講
座を初めて実施した。身近に祖父母がいなくて、おじいちゃん、
おばあちゃんがどんな感じなのかわからないこどもが多く、講
座を通じて認知症や高齢者について知ってもらえ、交流もでき
ている。
・地域の防災も兼ねて、こどもたちが地図・カメラを持って、地
域を取材した。消火栓のスポットなどもチェックし勉強にもなっ
たので、来年も続けていきたい。
・大変だけれども、地域も最大限力を発揮して学校に協力し、
学校にも協力してもらうようPTAも巻き込んでいくのがよい。
・イベントなども、大人が言い出すと「しないといけない」と思う
から、こどもたちに「何がしたいか」聞いてみんなで形にする。
こどもたちが喜ぶならみんな頑張るのではないか。
・地域内の小学校の情報が入ってこない。
・近くに企業がないのでなかなか連携できないが、大阪城南女
子短期大学と連携し福祉についての勉強会をする予定。

委員のご意見等

委員名

【③地域福祉】区政会議におけるご意見への対応状況

年月 平成31年1月、4月

会議 地域福祉（小グループ）

小山委員、瀧田委員、辻村委員、西尾委員、橋野委員

番
号

対応方針
（令和元年６月時点）

分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応で
きない具体的な理由）

　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。（第1回平成30年7月2日・第2回平成31年2月26日）

　加えて、誰もが暮らしやすくつながり支えあえる平野区の実
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
実施しています。（第2回平成30年12月2日）

　今後は、第3回（R1年夏頃）のラウンドテーブルに向けて、い
ただいたご意見や情報をさらに整理していきます。

　第3回のラウンドテーブルの結果を踏まえて作成した具体的
な取組案について、10月の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いていきます。

　高齢社会の担い手となるこどもたちが、認知症サポーターに
なるだけではなく、高齢者や認知症についてより身近に感じて
もらう取組をすすめるため、小中学校等での養成講座を開催し
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」という考えの
基、町会・自治会の加入促進チラシを作成し、転入者に配付し
ているほか、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んでい
ます。
　また、地域においては、平野区地域振興会が公営住宅にお
ける共通の課題共有やコミュニティの充実を図ることを目的と
して、「団地ワーキング」をする一方、瓜破北地域が「男性の集
い」を開催するなど、独自の取組を実施しています。今後は、こ
れら地域の好事例について、区役所も積極的に情報発信して
いきます。

　こども（PTA）・学校・地域の連携などの、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

【平成31年度運営方針におけ
る関係取組】

（具体的取組2－1）
各地域の特性に応じた地域

福祉支援体制の構築

H31(R1)予算額　4,729万円
R2算定見込額　－万円

資料４－３

－5－



※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2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

23

【担い手の確保】
・区内２２地域を区の職員が分担して受け持って話を聞いてく
れるが、来てくれても、せいぜい1時間くらいで、十分な時間を
取ってもらえない。区役所は人手不足だと思うが、これからは
地域が主体となって考え進めていかないといけないと思ってい
るので、区役所も地域の声に耳を傾けてほしいとも思う。一方
で、地域側が区役所に頼る姿勢に疑問がある。
・「自分でしないと誰もしない！」という認識を持たなければい
けないのではないか。そのためにも住民への投げかけ方を工
夫する必要がある。内々ではなかなか改革できなので、外部
から講師を呼んで外から見て地域にあった形での意見交換(会
議)などをしていくのがいい。
・住民が他力本願（イベントしてもお客様感覚）であるところが
難点。持っている知恵をいかに引き出せるかが重要。「〇〇し
てください」ではそれしかしないが、「どうしましょうか？」とみん
なで考えることを促すことが大切ではないか。
・公営住宅が多い地域では、他の地域と比べ、高齢化率や独
居率が高いといった厳しい事情があり、担い手の確保が非常
に困難である。（再掲）

　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。

　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」という考えの
基、町会・自治会の加入促進チラシを作成し、転入者に配付し
ているほか、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んでい
ます。
　また、地域においては、平野区地域振興会が公営住宅にお
ける共通の課題共有やコミュニティの充実を図ることを目的と
して、「団地ワーキング」をする一方、瓜破北地域が「男性の集
い」を開催するなど、独自の取組を実施しています。今後は、こ
れら地域の好事例について、区役所も積極的に情報発信して
いきます。（再掲）

①②

【平成31年度運営方針におけ
る関係取組】

（具体的取組2－2）
地域における認知症対策へ

の支援
H31(R1)予算額　36万円
R2算定見込額　－万円

（具体的取組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

H31(R1)予算額　64万円
R2算定見込額　－万円

（その他）
いきいき百歳体操推進事業

H31(R1)予算額　19万円
R2算定見込額　－万円

－6－



※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2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

　「読書ノート」「えほんふれあいノート」を活用した取組や、区
民等の方々からご提供いただいた本を庁舎内で無期限に貸し
出す「ひらちゃん図書の自由貸出」、「えほん展」など、当区で
は区をあげて読書運動に取り組んでいます。
　特に小学校では、学校図書館の改装や読書タイムの設置な
ど各校独自の努力もあり、約2,200人（昨年度より約600人増）
の児童が読書ノート表彰基準に達し、全小学生の約25％（４人
に１人）が表彰されることになりました。
　今後とも、学校園や図書館など関係先と連携しながら、読書
の大切さを周知するなど、読書運動を推進してまいります。

　平野図書館へのアクセスについては、大阪シティバス９系統
及び19系統の停留所（平野東１丁目）下車すぐとなりますが、
当区は行政面積が大きいことから、図書館が近くにない方もご
利用いただけるよう、移動図書館「まちかど号」が区内11カ所
を月に１回巡回しています。
　区役所としましては、市立図書館で借りた本を返却していた
だけるよう、平成29年４月より区庁舎正面玄関の右側に図書
館返却ポストを設置しております。また、現在、庁舎内で行って
いる「ひらちゃん図書の自由貸出」について、各サービスセン
ターでの実施も検討するなど、今後も読書環境の充実に努め
てまいります。
　また、当区では高齢者が多く、ビデオしか使えないという区民
のお声もあることから、図書館ではビデオをなくさずに残してい
るところでございます。

　当区では、「親子ひろば」や「地域子育て支援センター」、「え
ほん展」など、子育てに関わる様々な交流・情報交換の場にお
いて、絵本の読み聞かせを積極的に行っています。これらの
取組については、今後とも継続してまいりたいと考えていま
す。
　また、３・４・５歳児用「えほんふれあいノート」では、保護者の
功績が大きいと考えており、引き続き、こどもと保護者への表
彰を実施するとともに、この取組を通じて、小学校就学前にお
ける読み聞かせの大切さを広めてまいります。

①

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組3-3）

こどもの学習意欲向上
（校長経営戦略支援予算「区

担当教育次長枠」）
　H31(R1)予算額　112万円

R2算定見込額　－万円

区教育関連事業
H31(R1)予算額　77万円
R2算定見込額　－万円
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【不登校対策について】

・学校復帰という支援だけでなく、進路や通信制など、どのよう
に支援をするかは非常に大きな問題であり、学校や行政、専
門家など、それぞれの役割があって、これらのネットワークによ
る連携が非常に大事である。
・公立校、普通科全日制に拘らなければ幅広い色々なタイプの
高校があり、偏差値や学力だけで考えるとこどもの進路が狭
まってしまうので、様々な選択肢があるという情報を学校現場
でも把握すること、行政も学校と連携して情報発信していくこと
が大事である。

・不登校については、こども本人の問題であるよりも学校との
関係や家庭環境といった要素である場合が多く、こどもの自立
を補助するにあたっては、学校だけで解決するべきもののでは
なく、区役所も重要な役割を担っており、区教育会議でも積極
的に議論していくべき議題であると考える。

・発達障がいや知的障がい等の課題を抱えたこどもを持つ親
の支援において、児童精神科をはじめとした専門性の高い医
療機関との連携が重要であると考える。また、多くの親が適切
な医療や福祉の支援を受けられる情報が乏しい状況に置かれ
ており、こどもの成長とともに問題が顕著になってくる場合が多
いので、低年齢時に的確な支援機関へと繋がるしくみが必要
である。

　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、
こどもの貧困対策として区役所と学校の連携強化に努めてい
ます。対象者には不登校児童の家庭も多く、必要な支援に繋
がるよう対応を図っています。また、「こどもの生きる力育成支
援事業」を引き続き実施し、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。
　「こどもサポートネット事業」「こどもの生きる力育成支援事
業」等により、区役所においても進路にかかる支援を行いつ
つ、中学校との連携や情報共有を図ります。
　また、ひらの青春生活応援事業では、さまざまな理由で不登
校に陥るおそれのある高校生に対し、一人ひとりに合わせた
個別のソーシャルワークを行い、在籍高校での進級・卒業支援
のほか、場合によっては、通信高校等への転学支援などの高
校生活定着の支援により中退予防をめざしています。

　区教育会議において、引き続き、これらの事業を議題とする
など、区の取組等について検討してまいります。

　発達障がい、知的障がい等の課題を抱えたこどもとその親に
は、それぞれの状況に応じた多岐に渡る支援が必要であり、
医療との連携、福祉施策の広報周知等も含めた、必要な支援
体制の充実に努めてまいります。

①

【平成31年度運営方針等にお
ける関係取組】

（具体的取組3-7）
ひらの青春生活応援事業

H31(R1)算定見込額 718万円
R2算定見込額　－万円

（その他）
こどもサポートネット事業

H31(R1)予算額　22,348万円
R2算定見込額　－万円

こどもの「生きる力」育成支援
事業（校長経営戦略支援予算

「区担当教育次長枠」）
H31(R1)予算額　 771万円
R2算定見込額　－万円
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【読書運動について】

・全体的なことを構築してから実施する進め方もあるが、読書
ノートというピンポイントの取組が、学校図書館の活性化をはじ
め、読書に関わる様々な取組に広がっていった成功事例と感
じている。
・中学生の読書については、部活や受験などやるべきことがた
くさんあるので結構難しいと思う。一方で、中高生では、ネット
で電子書籍を頻繁に読み、感動したコメントをSNSでアップした
りしているので、決して本を読んでいない訳ではない。

・こどもが大人になっても読書を続け、学ぶ力につながってい
く、ずっと学び続けることを考えると、平野区は行政面積も大き
く自転車に乗れる人ばかりではないため、コミュニティバスでも
いいので、平野図書館に行くためのアクセスの整備も大切か
なと思う。
・平野図書館では新刊の入り具合が少ない、CDやDVDに変
わってきているのに未だにビデオがあるようなことを他の方か
ら聞いたが、そういう整備も徐々にしていった方がいいと思う。

・小学校就学前のこどもは言葉に敏感になり、親しみを感じや
すい。読み聞かせを通して本当の意味の子育てになっていく
のではと思うので、子育てサロンにおいて読み聞かせを行うな
ど、平野区へ行けばまちぐるみで読書に取り組んでいると言わ
れるようになるとうれしい。
・親は子育てで褒められることがあまりないので、市立幼稚園
の「えほんふれあいノート」で保護者も表彰したことは効果が大
きかったと思う。これからも続けてもらいたい。

対応方針
（令和元年６月時点）

分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応で
きない具体的な理由）

【④こども】区政会議におけるご意見への対応状況

年月 平成31年1月、4月

会議 こども（小グループ）

委員名 奥委員、福井委員、増田委員

番
号

委員のご意見等

資料４－４

－7－



※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2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
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【「区政会議におけるご意見への対応状況」に対するご意見
ついて】

【委員のご意見】
・委員の意見と対応方針がうまくかみ合っていないように見え
るが、様式は決まっているものか。まちづくり企画グループは
回答様式を工夫した方が良いと思う。

【対応方針】
（資料１）「区政会議におけるご意見への対応状況」の様式を
変更できることとなりましたので、まちづくり企画グループ用に
見直しを行いました。

分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応
できない具体的な理由）

26

【JR阪和貨物線跡地について】

　昭和27年に開業したＪＲ阪和貨物線は、平成21年3月をもっ
て廃業となり、この跡地について大阪市と土地所有者であるＪ
Ｒ西日本で活用の検討を行っております。
　検討を行っている区間は、関西本線の加美駅の南側にある
都市計画道路田辺出戸線から阪和線の杉本町の駅まで約７
キロとなります。この線路跡地の現状はほとんどが更地であ
り、ＪＲ西日本が管理しています。
　
　線路跡地のため、細長い区間であり、公共整備に使うという
ことを前提にＪＲ西日本から大阪市が譲り受けるというところ
まで協議が進んでおり、今後、この区間の公共整備のあり方
について、検討していくこととなります。

　大阪市としては、これから沿道や地元にお住まいの方、まち
づくり企画グループ等の委員の皆様のご意見をいただきなが
ら、検討を進めてまいりたいと思っております。

【委員のご意見】

・高野住宅跡地等を含めて活用を検討して欲しい。
・ＬＲＴ等の先進的な取り組みをしてほしい。
・公有地の活用にあたっては、子育て世代も恩恵を受けられ
るものが良い。
・ニーズをくみとり、もっとじっくり活用を検討して欲しい。
・都市計画道路が廃止されたにもかかわらず、新たに道路整
備を行うのは納得できない。
・出戸のオーバーパスのところで、まちが南北に分断されてい
るイメージがあるので工夫して欲しい。
・東住吉区住道の大和川沿いでは、地元の人達が桜を植え
る等の計画を聞いた。地元の人の意見が重要だと思う。
・東住吉区、住吉区ではどういった意見が出ているか教えて
ほしい。
・何かを造った際には、将来のメンテナンスもしっかりして欲し
い。
・道路整備をするのであれば、障がい者も使いやすくしていた
だきたい。
・商業施設ができるのであれば、交通手段もセットで検討して
欲しい。

【対応方針】

　まちづくり企画グループは、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。

①②
③

【平成31年度運営方針にお
ける関係取組】

（具体的取組3-8）

平野区まちづくり地域ビジョ
ンの整理

H31(R1)予算額   3,587万円
（※）

R2算定見込額　－万円

※従来の区予算の範囲外

（③の理由は対応方針参照）

番
号

テーマ 「委員のご意見」・「対応方針」
（令和元年６月時点）

委員名 小澤委員、新玉委員、保田委員

【⑤まちづくり企画】区政会議におけるご意見への対応状況

年月 平成31年1月

会議 まちづくり企画（小グループ）

資料４－５

－8－



※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2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

①②
③

【平成31年度運営方針にお
ける関係取組】

（具体的取組3-8）

平野区まちづくり地域ビジョ
ン

の整理

H31(R1)予算額   3,587万円
（※）

R2算定見込額　－万円

※従来の区予算の範囲外

（③の理由は対応方針参照）

【平野地域（市町）の未利用地の活用について】

１　未利用地の位置と概要
　・ＪＲ平野駅の西側に位置し、国道２５号線にも近接し、
　　交通利便性の高い地域です。
　・かつては、平野郷として、大変繁栄した地区で、現在も
　　環濠都市の面影を伝える豊富な歴史資源があり、
　　まちなみの特徴となっています。
　・平野市町には、市民交流センターや青少年会館、
　　地域活動支援プラザがありましたが、すべての
　　施設が閉鎖されています。

２　地域団体によるアンケートの実施および結果
　・実施主体：地域団体
　　（平野連合町会、平野社会福祉協議会等）
　・実施日：平成３０年９月～１１月
　・配布数：４，７８１通（２５団体）
　・回収数：２，４１０通（回収率５０．４％）
　①将来も平野小学校区で住み続けたい・働き続けたい
　　・活動し続けたいと思いますか。
　　　「はい」86.4％　　　　　　　　　「いいえ」8.7％
　　　「どちらともいえない」1.2％　「無回答」3.7％
　②このまちで満足しているところは何ですか。
　　「駅やスーパーなどが近くにあり、生活に便利」74.4％
　　「祭りなど地域のイベントが盛ん」43.1%
　　「歴史や文化などの地域の魅力」40.1%
　③このまちがもっと住みよくなるために、どのような
　　ところが必要ですか
　　「スポーツ活動ができるところ」30.2%
　　「高齢者や障がい者のための施設」29.1%
　　「趣味や習い事ができるところ」28.3%
　　「今のままで十分住みやすい」27.5％
　④平野小学校区の将来は、どのようなイメージのまちに
　　なっていけばよいと思いますか。
　　「安心して子育てできるまち」49.9%
　　「高齢者が生活しやすいまち」46.2%
　　「災害に強い、安全な町」38.5%
　　「公園やみどり、水辺がありゆとりと潤いを感じるまち」
　　　35.8%

３　今後の予定
　2019年度上期　マーケットサウンディングの実施

【⑤まちづくり企画】区政会議におけるご意見への対応状況

平成31年4月

まちづくり企画（小グループ）

小澤委員、新玉委員、中川委員、森安委員、保田委員

テーマ

年月

会議

委員名

番
号

「委員のご意見」・「対応方針」
（令和元年６月時点）

分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応
できない具体的な理由）
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【委員のご意見】　未利用地の活用案について

・アンケート結果から駅やスーパーは近くにあり、生活に
　便利、充実していること等が分かる。
・こどもらが集まる場所や雰囲気づくりが必要と思う。
・スポーツ施設を作った場合、現在のスポーツセンター
　の利用率が下がらないか心配。
・だんじりの囃子を練習できるような会館があれば
　良いと思う。
・障がいの視点から意見を言うと、介護の負担が大きく
　なっている家庭に対して地域で生活を支える拠点事業
　を行うような施設に来てほしい。
・事業者が気にする点は、集客に影響する道路付けだと
　思う。
・施設を作ることだけを考えるのではなく、交通面など
　利用のしやすさも考えてほしい。

【対応方針】
　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、まちづく
りに努めてまいります。

【委員のご意見】　意見交換・ニーズ把握について

・マーケットサウンディングの結果にしても、ホームページ
　に出ているぐらいしか教えてもらえていないように思う。
　せっかく意見交換をするのでもう少し情報が欲しい。
・敷地ごとにどのような建物が良いかという意見交換なら、
　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
　意見交換をしたらよい。
・買ってくれる事業者が意見を反映できるような事業者で
　ないと意見を出しても意味がない。
・施設が具体的に決まれば、そこに求めるものを意見しや
　すいが、何も決まっていないものに対して意見は出しに
　くい。
・地域のニーズは、地域に聞いてもらいたい。
・地域のニーズを把握できるアンケート結果を分析すること
　は、自分たちの意見を反映してくれたものと思うので、
　ニーズにあった事業者を決定できるよう進めてほしい。

【対応方針】
　まちづくり企画小グループで意見交換するテーマは、未利
用地売却にかかる中長期的な視点のため、いただいたご意
見等をすぐに反映できないこともあり、小グループの運営方
法についてもご意見をいただいております。引き続きまちづく
りを進めていくためには、委員の皆様との意見交換は必要と
考えており、小グループの運営方法の見直しも含めて検討し
てまいります。

－9－



【全体会】区政会議におけるご意見への対応状況

平成31年1月

全体会

保田委員

委員のご意見等 対応方針
（令和元年６月時点）

分
類

予算措置
（③④⑤の場合は、対応で
きない具体的な理由）

番
号

年月

-

※分類
　　①当年度（元年度）において対応　　②次年度（2年度）において対応を検討
　　③2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

会議

委員名

29

【運営方針の質的評価について】
　運営方針の素案については、それぞれの経営課題に対する
取組内容や、それに対する指標・目標も数値を示されている
が、実際に取り組んだ結果、よくなったと感じる人の数をカウン
トするということも重要である一方、そのように感じられなかっ
た人たちの中に、そのいろんな課題が眠っているのではない
かと感じる。そういった少数派のニーズが排除されないような
取組になればいいのではないか。
　量的な評価だけではなく、質的な評価も行い、よくなったと感
じなかった人たちがなぜそう思ったかということに目を向けてい
けるような議論がされたらいいのではないか。

　運営方針は、企業活動などで使われる「戦略計画」の考え方
を行政に取り入れたもので、成果を常に意識して取組の有効
性をチェックし、改善や新たな展開につなげるＰＤＣＡサイクル
の徹底を狙いとしています。

　目標については測定可能な指標を予め設定し、その達成状
況等の自己点検・評価によって、施策・事業の改善や見直しを
適切に行うことができ、次年度の運営方針の策定や予算編成
等に反映されます。

　ただ、全てが計画どおりに進むとは限らないため、定期的に
成果目標にどの程度近づいているのかチェックする必要があ
りますが、その際、客観的にチェックするためには、数値化が
必要になってきます。

　一方で、ご指摘のとおり、よくなったと感じられなかった方々
のご意見やニーズ等を把握していくことは非常に重要であると
考えております。

　そのために、市の方針を見据えつつ、区政会議や区民モニ
ターアンケート等で地域の様々なご意見やニーズの把握に努
めながら、しっかりと議論を行い、区内の施策・事業に反映で
きるよう努めてまいります。

①

資料４－６
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