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平野区運営方針とは・・・？

中長期的な区政運営の方針として策定した 「平野区将来ビジョン」 でめざす将来像

人と人とがつながり支えあうまち すべての人の笑顔が輝くまち ひらの

の実現に向け、平野区長が実施する主要な施策や事業、取組を年度ごとの計画として

まとめたものです。

平野区マスコット
キャラクター

「ひらちゃん」

運営方針のスケジュール（予定）

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

令和元年度
小グループの
意見交換会【済】

H30年度
振り返り＜評価＞【済】

R ２ 年 度
（ 素 案 ） 検 討

R ２ 年 度
（ 案 ） 検 討

令和２年度
R2年度確定版報告

＆

R１年度振り返り
＜評価＞

R３年度
（素案）策定に
向けた意見聴取

R ３ 年 度
（ 素 案 ） 検 討

R ３ 年 度
（ 案 ） 検 討
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【 経 営課題 １ 】 【 経 営課題 ３ 】

「多世代交流」により、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、つぎの取組を重点的にすすめます。

■ 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
■ 支援を要する方々が地域で孤立することがないよう、「発見」「見守り」「支える」ための取組
■ こどもたちが「生きる力」を身につけ、自立した大人になれるよう、基礎学力の向上や学習・
生活習慣の定着などにつながる取組

■ 児童虐待を未然に防ぎ、深刻化させないための対策の強化につながる取組

【 経 営課題 ２ 】

具体的取組（４つ） P8～ 具体的取組（２つ） P13～ 具体的取組（３つ） P15～

令和２年度 平野区運営方針の考え方

区長の
方針

重点的に取り組む主な経営課題 （ ３つ ）

地域に応じた
安全・安心のまちづくり

こどもが
元気で育つまちづくり

すべての人と人とが
つながり支えあえる
福祉のまちづくり

３



めざすべき将来像（概ね１０～２０年間を念頭に設定）
・誰もが愛着を持ち、安心して住み続けることができるまち 『ひらの』をめざす。
・災害や犯罪から自分たちの身を自分たちが守ることができるよう、
安全で安心できる平野区をめざす。

●「災害に自ら安全な状況を作り出せるよう、区民各々が知識を習得してとるべき行動を理解し、

高い防災意識を持っている状態」をめざし・・・、自助・共助の体制の確立に取り組みます。

具体的取組１－１ 【地域防災力向上に向けた支援】 （P８）

●「地域との協働や警察との連携によって、より安全で安心なまちづくりを推進している状態」をめざし…、

地域全体で犯罪を発生させないような環境づくりを推進します。

具体的取組１－２ 【地域防犯力向上に向けた支援】 （P９）

当面の「めざす状態」とそれに向けた戦略（取組）として・・・

経営課題１ 地域に応じた安全・安心のまちづくり
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めざすべき将来像（概ね１０～２０年間を念頭に設定）
・誰もが愛着を持ち、安心して住み続けることができるまち 『ひらの』をめざす。
・災害や犯罪から自分たちの身を自分たちが守ることができるよう、
安全で安心できる平野区をめざす。

●「さまざまな人が地域活動に参加し、地域団体間での連携・協働が行われ、地域と行政が協働しながら、

地域課題の解決に取り組んでいる状態」をめざし・・・、地域活動協議会の取組を支援します。

具体的取組１－３ 【地域活動力向上に向けた支援】 （P10）

●「区民ニーズ等を踏まえた未利用地の有効活用の方向性に基づき、まちの魅力の向上に取り組んでいる

状態」をめざし…、区民ニーズ等を踏まえた未利用地の有効活用の方向性を整理します。

具体的取組１－４ 【まちの魅力の向上に向けた未利用地の有効活用】 （P12）

当面の「めざす状態」とそれに向けた戦略（取組）として・・・

経営課題１ 地域に応じた安全・安心のまちづくり
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めざすべき将来像（概ね１０～２０年間を念頭に設定）
・支える人も支えられる人もお互いを支えあい、見守りあえる
平野区をめざす。

●「地域の実情に応じた地域支援体制が有効に機能しつつ、認知症や障がいがある人などの

さまざまな状況に対する理解を深めながら、区民が、つながり支えあい、住んでいる地域で健やかで

いきいきと暮らしている状態」をめざし・・・、 「地域福祉力の向上」に取り組みます。

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充実】 （P13）

具体的取組2－2 【地域における支えあい活動への支援】 （P14）

当面の「めざす状態」とそれに向けた戦略（取組）として・・・

経営課題2
すべての人と人とがつながり支えあえる福祉のまちづくり
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めざすべき将来像（概ね１０～２０年間を念頭に設定）
・区民の方に住んでよかったと実感していただけるよう、
こどもを元気にする平野区をめざす。

●「こどもが『生きる力』を身につけ、自ら大人や友達と関わりを持ち育つことができる状態」をめざし・・・、

きめ細やかに支援し、「こどもの生きる力の向上」に取り組みます。

具体的取組3－１ 【児童虐待防止・早期発見への取組や子育てに悩む親への支援】 （P15）

具体的取組3－2 【こどもの学習意欲の向上】 （P16）

具体的取組3－3 【こどもたちへのサポートや学校生活の定着支援】 （P17）

当面の「めざす状態」とそれに向けた戦略（取組）として・・・

経営課題3 こどもが元気で育つまちづくり
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地域防災計画（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支援を行うことで、
区民の自助・共助意識の醸成につとめます。

具体的取組 １－１ 【地域防災力向上に向けた支援】

（主な取組内容）

●地域別防災計画を活用した防災の取組の実施支援 全22地域

●地震・水害等、災害種別を考慮した、避難所開設に向けたＷＳ、もしく は開設訓練の実施支援 全22地域

（目標）

防災の取組を通じて、自助・共助の大切さを感じる区民の割合60％以上

（予算額）

令和２年度：829万円（見込み）、令和元年度：６４６万円

区政会議でいただいたご意見

⇒災害時に一番大事なのは自助で、その次が共助である。

また、実効性のある防災訓練をしてほしい（H30.10、H31.1）

⇒区職員にももっと専門的な人材教育を行い、防災力を向上してほしい（R1.7）
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警察署と連携しながら、学校園や高齢者の集まるふれあい喫茶等において啓発講座を実施し、
自転車の適正利用や、防犯意識の向上につなげます。

具体的取組 １－２ 【地域防犯力向上に向けた支援】

（主な取組内容）

●区内でのイベントや地域での特殊詐欺予防啓発講座の開催 全２２地域

●児童を対象とした「自転車マナーアップスクール」等の開催 ８回

（目標）

「自転車マナーアップスクール」等に参加したことで交通安全及び

自転車の適正利用に対する意識が高まったと回答した参加者の割合 ８０％以上

（予算額）

令和２年度：1054万円（見込み）、令和元年度：1039万円

区政会議でいただいたご意見

⇒コンビニでは自転車に鍵をかけずに目を離す人が多い。ターミナルでも同様の

ことを見かけることがある。鍵をかけるという意識の醸成が大切と思う。（H３０．１０）

⇒CAT隊の特殊詐欺の出前講座を一度見てみたい。（H31.4）
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地域による主体的なコミュニティ活動を行う地域活動協議会への支援を行うことで、
多世代が交流できる取り組みや住民間のつながりの促進を図ります。

具体的取組 １－３ 【地域活動力向上に向けた支援】

（主な取組内容）

●自律的な地域運営への支援（財政的支援、中間支援組織の活用）

●多世代の方が地域の情報を得ることができるよう、効果的な広報

（目標）

地域活動協議会を知っている区民の割合 ６５％以上

（予算額）

令和２年度：7306万円（見込み）、令和元年度：7260万円

区政会議でいただいたご意見

⇒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。 （H3０.１０）

⇒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。（H３０．４、７）

平野区まちづくりセンターホームページ
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地域による主体的なコミュニティ活動を行う地域活動協議会への支援を行うことで、
多世代が交流できる取り組みや住民間のつながりの促進を図ります。

具体的取組 １－３ 【地域活動力向上に向けた支援】

地域活動協議会の

認知度向上への広報の一例

平野区まちづくりセンターホームページ
（地域活動情報紹介ページ）

地域活動協議会紹介チラシ（表面）

地域活動協議会紹介チラシ（裏面）
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区政会議などの場において区民ニーズを把握し、未利用地の有効活用の方向性の整理に取り組みます。

具体的取組 １－４ 【まちの魅力の向上に向けた未利用地の有効活用】

（主な取組内容）

●区民ニーズを把握する機会の確保

（目標）

区政会議などの場において、区民ニーズを把握する機会 ３回

（予算額）

令和２年度：1740万円（見込み）、令和元年度：3587万円

区政会議でいただいたご意見

⇒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。 （H3０.４）

⇒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。（Ｈ30.11）
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地域福祉のネットワークづくりを行うため、地域福祉活動コーディネーターの育成や、地域での見守りに関す
るノウハウの蓄積など、区社会福祉協議会と連携し、地域支援体制の充実を図ります。

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充実】

（主な取組内容）

●各地域の課題抽出や分析を行い、地域の福祉活動への支援 ５地域

●つながりづくりや支えあい活動の好事例について、積極的に他の地域に情報発信

（目標）

お住いの地域で緩やかな見守りや相談活動が行われていると感じる区民の割合75％以上

（予算額）

令和２年度：4820万円（見込み）、令和元年度：4729万円

区政会議でいただいたご意見

⇒地域にとってつながりは非常に重要。SNSやホームページを立ち上げ、

イベントへの参加を促し、地域のつながりを広げていきたい。

（H31.4）
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発達障がいや認知症など生きづらさを感じている人たちの気持ちに気づき、家族や周囲の理解促進を図り
ます。また、健康寿命を延ばすため、地域福祉の担い手確保や取組支援を行います。

具体的取組 2－２ 【地域における支えあい活動への支援】

（主な取組内容）

●「いきいき脳活サポートマニュアル」を活用した取組を地域等が実施できるよう支援 50か所

●「いきいき百歳体操」において、サポーターの養成ならびに養成後の支援

（目標）

・認知症予防啓発の取組における参加者アンケートで自ら取組に参加したいと感じた参加者の割合 70％以上

・講演会等の参加者アンケートで生きづらさを感じている方がいることなど、気づきがあったと感じた割合

80％以上

（予算額）

令和２年度：64万円（見込み）、令和元年度：64万円

区政会議でいただいたご意見

⇒福祉の担い手確保は、住民自身の問題と捉えてもらうことが必要。

そのためには、地域への投げかけ方の工夫が必要（H30.10、H31.4）
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児童虐待を未然に防ぐため、子育ての不安や悩みのある方が相談しやすい機会を増やします。また、要対協
の地域連携をより活性化させるため、子育て支援室と地域及び学校との連携をより密にします。

具体的取組 3－1 
【児童虐待防止・早期発見への取組や子育てに悩む親への支援】

（主な取組内容）

●虐待リスクの発見につなげることができるよう、「重大虐待ゼロ」をめざした新たなしくみづくりを行う

●インターネットを利用した子育てに関する情報発信の充実や、子育て支援者対象の「スキルアップ講座」の開催

（目標）

●前向き子育て講演会の開催（１回） 参加者30人

●子育てについて必要な情報を入手できていると感じる

子育て世代の保護者の割合 70%以上

（予算額）

令和２年度：102万円（見込み）、令和元年度：99万円

区政会議でいただいたご意見

⇒このところ児童虐待のニュースが多いが、地域で発生しないように

願っている。早期発見と防止が重要である。（H31.1）
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こどもたちの生きる力につながる学習習慣の定着を通じて豊かな人間性をしっかりと身につけてもらえる
よう、こどもたちの学びを支援します。

具体的取組 3－2 【こどもの学習意欲の向上】

（主な取組内容）

●読書ノートを区内小中学生及び就学前（3～5歳）の児童に配付し、読書習慣の定着を図る

●あいさつや清掃、ボランティア活動等、さまざまな分野においてがんばる小中学生に区長表彰を行う

●区内市立小学校の児童を対象に国語・算数等の学習支援を行い、学習習慣の定着を図る

（目標）

●児童・生徒の読書習慣が以前より、定着してきたと感じる小学校の割合 80％

●アンケートで参加児童のうち「以前より学ぶことが楽しい」と感じる児童の割合 70％以上

（予算額）

令和２年度：696万円（見込み）、令和元年度：675万円

区政会議でいただいたご意見

⇒読書ノートの取組は、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た成功事例と感じる。（H31.4）
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こどもサポートネット事業やひらの青春生活応援事業の取組を推進し、こどもたちへのサポートや
学校生活の定着を支援します。

具体的取組 3－3 【こどもたちへのサポートや学校生活の定着支援】

（主な取組内容）

●こどもと子育て世帯が抱える課題への総合的な支援を実施するしくみ（こどもサポートネット）の効果的実施

●さまざまな理由で不登校に陥るおそれのある高校生が卒業をめざせるよう個別支援を行う

（目標）

●こどもサポートネット支援対象者件数 250件

●不登校に陥るおそれのある生徒で、支援員による個別支援を行った者のうち、

登校または高校卒業に向けて前向きになった者の割合50%以上

（予算額）

令和２年度：3108万円（見込み）、令和元年度：2953万円

区政会議でいただいたご意見

⇒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。（H31.4）

≪ひらの青春生活応援事業≫
高校中退予防にむけて個別支援を行って

います。
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