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令和元年度 平野区区政会議全体会（１０月） 会議録 

 

１ 開催日時 

  令和元年１０月３１日（木） １９時００分～２１時０１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）２８名 

阿部委員、浦崎委員、大崎委員、岡﨑委員、岡本委員、小澤委員、木下委員、京極委

員、日下委員、是松委員、嶌谷委員、新委員、新玉委員、田中委員、辻野委員、辻村

委員、鶴澤委員、東川委員、中川（洋）委員、西野委員、橋野委員、花谷委員、林田

委員、比嘉委員、安田委員、湯浅委員、吉川委員、吉永委員 

 （大阪市会議員）５名 

杉村議員、永井議員、永田議員、新田議員、吉見議員 

 （平野区役所職員）１９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、納田子育て支援担当課長代理兼政

策推進課長代理、宍倉保健福祉課長、立本地域保健担当課長、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、久下生活支援課長、

並河総務課長 
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４ 会議内容 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 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（１０

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

いたします。 

 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。平野区長の稲嶺でございます。本日は、平野区の区政会議、お

集まりをいただきましてありがとうございます。 

 委員改選が行われまして最初の区政会議ということで、事務局といたしましても、

いろいろ工夫を凝らした準備をしているわけですけども、なかなか十分な時間がとれ

ないところもございます。できるだけコンパクトに全体の概要はお話をして、できる

だけ小グループの意見交換の時間をとりたいというふうに思っております。また、忌

憚のない意見、その中でいただけたらと思っております。 

 今日は、令和２年度の運営方針、これの素案について皆様にいろいろ検討いただく

というところでございますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 続きまして、本日ご出席の皆様と関係者の紹介でございますが、お配りしておりま

すＡ３両面の平野区区政会議委員及び関係者名簿をご覧ください。表面が名簿、裏面

が座席表となっております。改選後の初めての会議となりますので、お一人ずつ自己

紹介をお願いしたいと思います。ご着席のままで結構ですので、所属とお名前のみを

阿部委員から時計回りの順でお願いしてもよろしいでしょうか。 
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○阿部委員 

 こんばんは。公募委員の阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

○小澤委員 

 公募の小澤でございます。よろしくお願いします。 

○京極委員 

 平野区青少年指導員連絡協議会の京極です。よろしくお願いします。 

○日下委員 

 瓜破西の地活の日下です。よろしくお願いします。 

○是松委員 

 長原東地域活動協議会の是松と申します。よろしくお願いします。 

○嶌谷委員 

 喜連西地域活動協議会の嶌谷です。よろしくお願いします。 

○新委員 

 平野地活協から参りました、新といいます。よろしくお願いいたします。 

○中川委員 

 加美地域活動協議会の中川洋子です。よろしくお願いいたします。 

○西野委員 

 加美北地域の西野でございます。よろしくお願いします。 

○林田委員 

 公募委員の林田全弘です。よろしくお願いします。 

○湯浅委員 

 加美南部地域活動協議会から来ました、湯浅正子です。よろしくお願いします。 

○岡﨑委員 

 長吉西部の岡﨑です。よろしくお願いします。 

○木下委員 
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 平野南地域活動協議会の木下です。よろしくお願いします。 

○辻村委員 

 喜連北地域活動協議会の辻村です。よろしくお願いします。 

○鶴澤委員 

 平野区の地域包括支援センター運営協議会の鶴澤です。よろしくお願いします。 

○橋野委員 

 社会福祉協議会の橋野と申します。よろしくお願いいたします。 

○吉永委員 

 平野西の吉永です。よろしくお願いします。 

○比嘉委員 

 平野区地域自立支援協議会の比嘉です。よろしくお願いします。 

○浦崎委員 

 一般社団法人平野産業会の浦崎です。よろしくお願いします。 

○大崎委員 

 平野区ＰＴＡ協議会の大崎です。よろしくお願いします。 

○岡本委員 

 常磐会学園の岡本和惠です。よろしくお願いいたします。 

○新玉委員 

 公募委員の新玉拓也と申します。よろしくお願いします。 

○辻野委員 

 平野区商店会連盟の辻野と申します。よろしくお願いします。 

○東川委員 

 公募委員の東川孝央です。よろしくお願いいたします。 

○花谷委員 

 こんばんは。公募委員の花谷といいます。よろしくお願いいたします。  
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○安田委員 

 お疲れさまです。公募委員の安田と申します。お願いします。 

○吉川委員 

 こんばんは。喜連東地域活動協議会の吉川と申します。よろしくお願いします。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 委員の皆様、ありがとうございました。 

 田中委員、田村委員、渡邊委員におかれましては、遅れてご出席される予定となっ

ております。 

 岡田委員、柏原委員、中川委員におかれましては、本日ご欠席と連絡をいただいて

おります。 

 それでは、続きまして、本日オブザーバーとしてご出席いただいております市会議

員の方々を紹介させていただきます。 

 杉村幸太郎議員でございます。 

○杉村幸太郎議員 

 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） 

 永井広幸議員でございます。 

○永井広幸議員 

 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） 

 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。 
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○新田孝議員 

 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 

 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） 

 なお、田中議員におかれましては、遅れてのご出席の予定です。 

 次に、区役所側の出席者の自己紹介をさせていただきます。 

○稲嶺区長 

 平野区長の稲嶺でございます。よろしくお願い申しあげます。 

○市村副区長 

 副区長の市村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小山安全安心まちづくり課長 

 安全安心まちづくり課長の小山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○寺脇まちづくり推進担当課長 

 まちづくり推進担当課長の寺脇です。よろしくお願いします。 

○稲見企画調整担当課長 

 企画調整担当課長の稲見と申します。よろしくお願いします。 

○長谷川政策推進課長代理 

 政策推進課長代理の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。 

○鶴田企画調整担当課長代理 

 企画調整担当課長代理の鶴田といいます。よろしくお願いします。 

○奥田まちづくり推進担当課長代理 

 まちづくり推進担当課長代理の奥田と申します。よろしくお願いします。 
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○満島安全安心まちづくり課長代理 

 安全安心まちづくり課長代理の満島でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○田村保健副主幹兼保健福祉課担当係長 

 保健副主幹兼保健福祉課担当係長の田村でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○納田子育て支援担当課長代理兼政策推進課長代理 

 政策推進課長代理兼教育委員会担当課長代理兼子育て支援担当課長代理をしており

ます納田と申します。よろしくお願いします。 

○並河総務課長 

 総務課長の並河でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○久下生活支援課長 

 生活支援課長の久下でございます。よろしくお願いします。 

○北口保健福祉課長代理 

 保健福祉課長代理の北口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小林地域担当課長代理 

 保健福祉課地域担当課長代理の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○立本地域保健担当課長 

  地域保健担当課長の立本です。どうぞよろしくお願いします。 

○宍倉保健福祉課長 

 保健福祉課長の宍倉でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○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。よろしくお願いいたします。  

○吉野政策推進課長 
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 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。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 そのほか、区職員が出席させていただいております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、傍聴者などのご報告です。 

 傍聴並びに報道機関の取材はございません。 

 それでは、次に、本日使用する資料の確認をさせていただきます。 

 まず、先ほどご覧いただきました平野区区政会議委員及び関係者名簿でございます。 

 続きまして、令和元年度平野区区政会議１０月の次第でございます。こちらの資料

につきましては、事前にお送りさせていただいたものと同じものですけれども、ご参

考に再度お配りさせていただいております。 

 続きまして、資料番号１番、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２番、令和２年度平野区運営方針（素案）概要版でございま

す。 

 続きまして、資料番号２の附属資料となりますけれども、令和２年度平野区運営方

針（素案）の考え方（政策体系図）でございます。 

 続きまして、平野区地域福祉計画第２期概要版でございます。 

 続きまして、広報ひらの１１月号でございます。こちらの広報紙につきましては、

明日１１月１日発行のものとなりますので、取り扱いにはご注意いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、平野区区政会議アンケートでございます。 

 続きまして、ひらの青春ローカリティのチラシでございます。 

 続きまして、松竹新喜劇平野区民デーのチラシでございます。 

 資料につきましては以上です。不足、落丁ございませんでしょうか。 

 また、ピンク色のフラットファイルを配付させていただいております。今後、区政

会議の資料は、ファイルにとじていただき、会議の際にご持参いただきますよう、よ
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ろしくお願い申しあげます。 

 続きまして、次第の２、議長・副議長の選任でございます。区政会議の運営の基本

となる事項に関する条例第７条では、議長は区政会議を主宰する。副議長は議長を補

佐し、議長が欠けたとき、または議長に事故があるときは区政会議を主宰することと

なっております。また、この条例では、委員の皆様の互選により、議長並びに副議長

を選任することとなっております。 

 議長並びに副議長について、どなたか立候補や推薦はございますでしょうか。 

 ないようですので、区役所、事務局より推薦させていただいてもよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、事務局より推薦させていただきます。 

○吉野政策推進課長 

 ありがとうございます。当会議の事務局、平野区役所政策推進課長の吉野と申しま

す。 

 今、異議なしのお言葉いただきましたので、事務局から、議長及び副議長の候補者

としてふさわしいと考えております方のお名前を申しあげたいと思います。議長には、

前期まで当会議の議長を務めていただきました、常磐会学園の奥前委員の後任といた

しまして、今期からご参画いただく常磐会学園の岡本委員に、副議長には、今期２期

目を迎えられる委員を代表しまして、これまでもこの区政会議において積極的にご発

言いただき、今後も会議の活性化にご協力賜りたいという考えから、公募委員の小澤

委員をご推薦したいと考えておりますが、皆様いかがでしょうか。 

（拍手） 

○吉野政策推進課長 
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 ありがとうございます。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 ただいま、事務局より、議長に岡本委員、副議長に小澤委員の推薦がありました。  

 岡本委員、小澤委員、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、岡本委員を議長に、小澤委員を副議長にお願いするということで、再度

皆様の信任の拍手をもって、選任とさせていただきたいと思いますがいかがでしょう

か。 

（拍手） 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、岡本委員、小澤委員は、議長、副議長席にお移りください。  

 議長、副議長より、一言ずつご挨拶をお願いいたします。 

○岡本議長 

 議長を務めさせていただくことになりました岡本と申します。私は勤務地も平野区

でございますが、以前は住まいも平野区でございましたので、とてもこの区には親し

みを持っておりますし、愛着も強いものがございます。平野区のために皆様のご意見

とか議論を活発に有効にできたらいいなと、本当に微力なんですけれども力を尽くし

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小澤副議長 

 すみません。副議長のほうを仰せつかりました小澤でございます。よろしくお願い

いたします。前回２年、委員のほうさせていただきまして、どういうめぐり合わせか

ご推薦いただきまして、今回、微力ながら区政のほうの意見を区民の意見という場で

ある区政会議で、副議長をさせていただきたいと思っております。 

 前回少し委員として参加させていただいて、今回また２年のほう公募させていただ
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いてやっていくにあたって、少し自発的な区政委員の活動を自分自身はやっていきた

いなというふうに思っております。かなり難しい議論、前回の任期のときに、かなり

難しい議論が、言葉にしてもそうですし、行政の言葉、区役所の言葉でいろいろ意見

を問われることがあるかなと思うので、そこら辺のことも勉強しながら委員の皆様と

ともに、一緒にいい平野区をつくっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお

願いします。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 ありがとうございました。 

 ここから、岡本議長に議事進行をお願いいたします。 

 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、２７名です。 

○岡本議長 

 平野区の区政会議は、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

す。本日は委員３３名中、２７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をさせていただきます。 

 この会議は録音されて、後日、会議録が公開されます。また、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。会議の円滑な進行にご協力ください

ますようにお願いいたします。 

 続きまして、本日の議題となります令和２年度平野区運営方針の素案についての説

明でございます。資料番号の１、２をご覧ください。こちらにつきましては、政策推

進課の吉野課長よりご説明をお願いいたします。 

○吉野政策推進課長 

 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ます。ちょっと着席し

て説明させていただきたいと思います。 

 資料２、ピンク色の冊子のほうなんですけども、こちらの右肩にページ番号打って
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ますが、こちらの一枚めくっていただきまして、右肩の２ページです。平野区運営方

針とはというところをご覧いただければと思います。 

 現在、平野区では、中長期的な区政運営の方針といたしまして、平野区の将来ビジ

ョンというものを策定しておりますが、この将来ビジョンの中でうたっている将来像、

赤字で書いておりますが、「人と人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」の実現に向けまして、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を運営方針と呼んでおります。 

 運営方針につきましては、下のスケジュール表にもありますように、素案から案の

検討を経て、年度初めに内容が確定し、その後、前の年度の取組の評価を行った上で、

また次の年度の運営方針につなげていくという流れで進めております。 

 区政会議の委員の皆様からは、素案や案の検討段階、そして、一年間の取組の評価

を行う段階、それぞれにてご意見をいただきたいと考えており、今回の会議の日付は

表で言いますと、令和元年度の１０月から１２月にあります、令和２年度素案の検討

のコマに当たります。 

 次の３ページからは、令和２年度の区運営方針の素案ということで、来年度の平野

区の区政を進めるにあたっての区長の方針と、その方針のもとで重点的に取組む経営

課題と、具体的な取組の素案をまとめております。 

 今回の素案の内容につきましては、主に今年の７月以前に開催されました区政会議

にていただいたご意見や評価を踏まえながら策定したものでございます。ご参考に、

資料１のほうが前回７月の区政会議でいただいたご意見と、それに対する区役所の考

え方というのを記しております。 

 また、予算額につきましても現在区役所において検討中のものでございます。これ

らにつきましては、今回及び、来年１月または２月開催予定の次回の区政会議におい

て、委員の皆様と意見交換を行いまして、そして議会での審議を経まして、来年の４

月に確定していく流れとなっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。  
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 この後、区長のほうから、区長の方針と経営課題についてご説明を行いまして、具

体的取組につきましては、各グループ別に分かれた際に、区役所の各担当からご説明

の上、それをテーマに意見交換をしたいと思います。 

 グループ別の意見交換の終了後、再度お集まりいただきまして、意見交換の状況報

告や、入っていただいたグループ以外のところでのご意見、ご質問をお聞きする時間

帯を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、区長からご説明いたします。 

○稲嶺区長 

 それでは、お手元の、先ほどから見ていただいてます、この資料に基づきましてご

説明をいたします。着席で説明させていただきます。 

 右肩に３ページと書かれているところをお開けください。 

 令和２年度平野区運営方針の考え方とタイトルがございます。その下に区長の方針

と書かせていただいてます。「『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、次の取組を重点的に進めます。」というふうに書か

せていただいてます。 

 多世代交流は、私が平野区に来てから、一貫して申しあげているところでございま

す。いろんな世代が交流することによって、地域力が上がる、そして、さまざまな課

題をお互いに支えあいながら進めていけるというふうな趣旨で、こういったキーワー

ドをつくっております。以下、４点で取りまとめております。 

 一つ目は、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進めたいというふうに思っております。今年度につきましても、

防災の取組、かなり強力に進めてまいりましたが、令和２年度におきましても、さら

にそれを推し進めるというところでございます。 

 二つ目が、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、

支えるための取組を進めてまいりたいというふうに考えております。 
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 そして、三つ目が、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を進めてまいりたいとい

うところでございます。 

 そして、最後、昨今、全国的に非常な大きな問題となっております、児童虐待の問

題がございます。最後にこの児童虐待につきまして、これを未然に防ぎ、深刻化させ

ないための対策の強化につながる取組をしてまいりたいというふうに思っております。  

 これらの項目を、その下に書いてございます、三つに経営課題を分類いたしまして、

取り組んでまいりたいというふうに思ってます。重点的に取り組む主な経営課題と書

いてございます。これはまた後ほど、小グループに分かれますときのグループ分けと

も重なっております。 

 まず、経営課題の１でございますが、地域に応じた安全・安心のまちづくりという

ことでございます。後ほどまた、具体的取組は小グループの中でも説明なりご議論い

ただくところでございます。 

 それから、真ん中の経営課題２、全ての人と人とがつながり、支え合える福祉のま

ちづくりということで、福祉課題、平野区は非常に高齢化も進んでおりますし、さま

ざまな福祉課題もございますので、この経営課題にて議論をしていただきたいという

ふうに思っています。 

 それから、経営課題の３、こどもが元気で育つまちづくりということで、先ほど述

べました、こどもの育ちにつきまして、また、生きる力につきまして、この場で経営

課題３ということで書かせていただいてます。また後ほど、ご議論いただけたらと思

っております。 

 次、ページを開けていただきまして、今、申しあげました経営課題のそれぞれにつ

きまして、少し中身を書かせていただきました。 

 まず、第１に、地域に応じた安全・安心のまちづくり、右肩に４ページと書かれた

ところでございます。その下に、おおむね１０年から２０年間を念頭に設定いたしま
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した、めざすべき将来像ということを書かせていただいてます。 

 一つ目が、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

めざしたい。それから、二つ目として、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。これが将来像というとこ

ろでございます。 

 その下に、当面のめざす状態と、それに向けた戦略というふうに書かせていただき

まして、災害時に自ら安全な状況をつくり出せるよう、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すということでアンダー

ライン引かせていただいておりますが、自助・共助の体制の確立に取り組みたいとい

うところでございます。 

 それから、その下でございますが、地域との協働や警察等の連携によって、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すということで、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たいというふうに考えてございます。  

 その下、５ページになりますけれども、同じく経営課題ですけれども、それから、

めざすべき将来像も再掲して書かせていただいてますが、その下、具体的取組のとこ

ろがございます。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る状態をめざすという

ことで、地域活動協議会の取組を支援してまいりたいというふうに考えてます。  

 最後に、その下、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て、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てまいりたいというふうに考えてございます。  

 めくっていただきまして、６ページ、今度は経営課題２というところに入ってまい

ります。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ということで、め

ざすべき将来像として、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というところでございまして、その下、地域の実情に応じた地域
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支援体制が有効に機能しつつ、認知症や障がいのある人などの、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、住みなれた地域で健やかでいきい

きと暮らしている状態をめざして、地域福祉力の向上に取り組んでまいるというとこ

ろでございます。 

 最後に、次のページ、経営課題３というところで、こどもが元気で育つまちづくり

ということで、めざすべき将来像といたしまして、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したいと考えてございます。

その下です。こどもが生きる力を身につけ、自ら大人や友達との関わりを持ち、育つ

ことができる状態をめざす。きめ細やかに支援し、こどもの生きる力の向上に取り組

んでまいりたいというふうに考えてございます。具体的取組、３－１から３－３ござ

いますけれども、これ後ほど、小グループの中でもご議論いただけたらというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 それでは、ここで全体会を一旦中断します。 

 これから皆様には小グループのお部屋へと移動していただきます。このグループ別

の意見交換は、多様なご意見を、委員の皆様同士でご自由に述べていただくことを主

眼としており、他の委員の発言への批判や否定は避けていただきたいと思います。自

由にご意見を述べていただく際にも、個人情報を含む発言等にはご注意くださいます

ようよろしくお願い申しあげます。 

 なお、後半の全体会では、各グループで話し合われた内容を、委員の代表の方から

報告していただきたいと考えておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 安全安心まちづくりグループは１階の研修室、地域福祉グループは引き続きこの部

屋２階集団検診室、こども教育グループは３階の３０３会議室となっております。 

 各会議室に見学席をご用意しておりますので、市会議員の皆様もよければご見学い
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ただければと思います。 

 再開はこの場所で８時２０分からを予定しております。 

 それでは、移動のほうよろしくお願いいたします。 

（小グループのため一時中断） 

（再開） 

○岡本議長 

 お戻りになられたでしょうか。 

 それでは、ただいまより、全体会を再開いたします。 

 先ほど自己紹介がありましたけれども、田中委員が遅れて来られましたので、先に

お願いいたします。 

○田中委員 

 大変申しわけございません。ちょっと都合で遅れました。長吉六反地域活動協議会

より来ました田中です。よろしくお願いいたします。 

○岡本議長 

 ありがとうございます。 

 本日の前半に、令和２年度の平野区運営方針の素案について、区役所より説明があ

りました。それをもとに、各グループで具体的取組について、ご議論いただきました

けれども、各分野の運営方針の内容については区役所職員から、そして、その内容に

ついて委員の皆様から出た主な意見については代表の委員の方より、順にご報告をお

願いいたします。 

 第１グループさんからよろしいでしょうか。では、第２グループからお願いいたし

ます。 

○宍倉保健福祉課長 

 すみません。保健福祉課長の宍倉でございます。１グループのほうがまだのようで

ございますので、第２グループのほうからの説明をさせていただきたいと思います。
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座らせていただきます。 

 ページ番号で言いますと、具体的取組１３ページと１４ページでございます。経営

課題に基づきまして二つの具体的取組を設定しているところでございます。 

 一つ目が１３ページの、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

祉協議会と連携して、地域支援体制の充実を図りますということにしております。現

在、２２の地域でコーディネーターを１名ずつ配置しておりますので、その方々を中

心とした地域でのさまざまな福祉課題の取組を進めていくということにしております。  

 二つ目が、１４ページでございまして、２－２としまして、発達障がいや認知症な

ど、何かしら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

行うということにしております。 

 主な取組の内容としましては、「いきいき脳活サポートマニュアル」ということで、

認知症予防治療をこの間取り組んできておりまして、この取組をさらに進めていくと

いうことが一点と、健康寿命を延ばすためということで、地域のほうで既に多くの団

体さん、あるいは地域のほうで実施していただいております「いきいき百歳体操」。

このサポーター役、中心となって活動いただくサポーターの方の養成、そして、養成

後のフォローアップ、こういった支援を区役所としても実施してまいるということで

挙げさせていただいています。 

 第２グループのほうで出てきました意見につきましては、鶴澤委員のほうでよろし

くお願いいたします。 

○鶴澤委員 

 座らせていただいて、報告させていただきます。 

 まず、役所のほうから、発表せえと召し使ったんで、発表させていただきますけれ

ども、まず、意見交換の中で、もう少しデータを出していただけたらなということと、
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福祉関係においては、やっぱり、ひとり暮らしの高齢者の方がどれぐらいおるのか、

また、認知症の方の割合がどんなものなのかという部分のデータが全くないので、初

めてご参加された方、この紙見ただけではちょっと討議がしにくいというご意見が出

ました。 

 それと、割合のパーセンテージもそうなんですけれども、これ、目標の割合パーセ

ンテージ、７５％とか７０％、８０％とすごい高いんですよね。それが今現在、大体

どれぐらいのパーセンテージか目安を示していただけたほうが、もう少し話の中で行

いやすいんではないかというご意見も出ました。 

 それと、この１３、１４ページの中におきまして、高齢者というのは結構これでわ

かるんですけれども、障がい者の方に対しての文面いうのが非常にわかりにくいと。

その障がい者という言葉をここにストレートに入れていいものなのか、もうちょっと

オブラートに包んで入れたらいいのか。そういうのもやっぱり検討していただかない

と、これでは障がい者の方がどこに何が入っているか全くわからず、高齢者の方だけ

の地域福祉になっているんじゃないかということです。 

 それと、最後なんですけど、この１３、１４ページ、先ほど、宍倉課長からも始ま

る前説明いただきましたけども、これだけ出されてご検討お願いします言われても、

何を検討したらいいのやらということなので、事前に多分用紙とか送られてくると思

うんですけれども、その際に、この部分を今回ちょっと検討したいと。グループワー

クで検討したいという部分を事前に教えていただいとければ、委員さんも事前に来る

前にある程度考えて来れるんですけども、今日みたいにいきなりぼんと言われると、

なかなかやっぱり言葉が出にくいので、そのあたりも今後事務局のほうでご検討いた

だけたらなということでこれで終わりですので、すみません、ありがとうございまし

た。 

○岡本議長 

 ありがとうございます。 
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 では、次は第３グループお願いします。 

○上原こども教育担当課長兼子育て支援担当課長 

 皆様、改めまして、こども教育担当課長兼子育て支援担当課長の上原です。３－１

から３－３、１５ページから１７ページにかけてご説明させていただきます。  

 まず、具体的取組の３－１ということで、児童虐待防止、早期発見の取組や子育て

に悩む親への支援ということにつきましては、虐待リスクの発見につなぐことができ

るよう、重大虐待ゼロをめざした新たな仕組みづくりを、市の意向も反映し進めてお

ります。 

 また、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などの開催などに取り組みます。 

 今回の意見にもございましたが、こどもだけを見ていたら難しいということもござ

いますので、できるだけ、こどもだけではなく、保護者、親のほうにも寄り添えるよ

うな形の事業展開していきたいと思っております。 

 また、できるだけ、子育てについての必要な情報は入手できていると感じる子育て

世代の保護者の割合が増えるように努力したいと思います。 

 続きまして、３－２、こどもの学習意欲向上にまいります。これはまずは、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。読書ノートは、平成２

９年度から全２２の小学校を対象に始めまして、昨年度には中学校と３歳から５歳児

対象、就学前児童に対してのえほんふれあいノートにも拡大いたしました。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、全国初の取組で

ございます。平成３０年度の小学校の表彰者が２，２０８名。昨年度の１，６３４人

から約６００人増加しました。全児童で割った表彰率が２４．４％と４人に１人が表

彰されております。本事業を開始する前に、同様の取組を個別で行っていた学校の表

彰率が、大体５％程度であったことを考慮しますと、区全体で取り組むことによって

５倍の効果がいっていると感じております。読書ノートを使った感想についても、児
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童に尋ねたアンケートでは、５８．６％がとても楽しいと。まあまあ楽しいの３５．

４％と合わせますと９４．０％の児童が読書ノート楽しいと肯定的に捉えていただい

ております。 

 また、主な取組内容の黒丸３番にありますように、区内全市立小学校の２２校に対

しまして、教員をめざす大学生などを支援員として配置しまして、放課後の時間帯、

特に平野の場合は共働きも多くて、放課後の時間帯も家庭に保護者がいないこどもも

多いですから、そのこどもたちの安全な居場所の提供等合わせて個別の学習支援も行

っております。 

 また、家庭学習、生活習慣の手引や、さらにそれを改良しました家庭学習ノートの

配付。がんばる小学生、がんばる中学生の表彰、ゲストティーチャー制度やこども英

語スピーチコンテストなどにも、学校とともに取り組んでおります。 

 続きまして、具体的取組３－３にまいります。こどもたちのサポートや、学校生活

の定着支援ということで、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

する仕組みとしまして、こどもサポートネット事業をモデル区として、昨年度から実

施しております。 

 また、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、

ひらの青春生活応援事業を行いまして、高校中退予防に向けて個別支援を行っており

ます。 

 事業の展開につきましては、区政会議でいただきました、学校、行政、専門家など

がそれぞれの役割を分担して、ネットワークを生かして対応していくというご意見が

ございましたので、できるだけこのご意見を反映した事業展開を進めてまいりたいと

考えております。 

 説明については以上でございます。 

○岡本議長 

 ありがとうございます。では、お願いします。 
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○浦崎委員 

 失礼します。第３グループのほうの報告をさせていただきます。今、説明がありま

した内容の中で、主に３－２の具体的な取組のところです。こちらのほうを中心にご

意見がたくさん出ておりました。 

 まず、一つは読むということで、今回、数字で表彰する、何冊読むかというお話が

あって、こどもたちの数値も上がっているということがご報告があったんですが、で

きればそれを読書感想のような形の評価の仕方に変えていったらどうかというふうな

ご意見がありました。ただ数を読むだけではなくて、楽しく読んでいけるような方法

をもう少し考えてもらえたらということです。 

 二つ目に、読書のこういうカードを使ってやりだしたことによって楽しくなったと

いう理由はたくさん挙がってるんですけども、楽しくなかった理由というのも片方で

は必要ではないかな。ただ、今回はそこの記入欄がアンケートの中になかったので、

その分についてはご意見を聞くという形で、今後の改善の余地があるんではないかな

と思います。また、読書をすることによって学力も上がるんではないかなという、学

力の効果というのもご質問ありましたが、ここについても、具体的にはちょっとご説

明できるような資料がお手元になかったようで、そこはまだ今後の課題になるんでは

ないかなと思います。 

 あともう一点は、絵本をこどもさんが読んでくることになるようになって、おうち

でも親御さんが一緒に読むようになる。そうすると、親子での読書ノートみたいな形

も考えてもらえたらどうかなというお話がありました。 

 それから、もう一点は、３－３のほうの、こどもたちのサポートのほうで、高校生

に対するような支援という形の卒業に向けてのということ、目標の二つ目にあります

が、この点について、小中学校の受け皿はどうなってるかというご質問がありました。

こちらについてはこどもサポートネットという対応でお話があったんですが、そのこ

とに対して情報発信がやはり薄いんではないかなということで、もう少しそのあたり
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を皆さんに知らせていただけたらというご意見があったように思います。  

 以上です。 

○岡本議長 

 ありがとうございました。 

 では、第１グループ、よろしくお願いします。 

○満島安全安心まちづくり課長代理 

 それでは、第１グループから詳しい説明をさせていただきます。 

 資料の８ページを開けていただけますでしょうか。まず、具体的取組１－１につき

まして、地域防災力向上に向けた支援ということで、主な取組内容としまして、平成

３０年の地震、それから台風２１号、２４号以降、地域から自助の取組を進める機運

が高まっております。自分の命は自分で守るということで取組を進めていこうという

ことで、マニュアル「平野区防災の備え」ということでの集大成を見たというところ

になっております。 

 区役所としましても、地域防災計画を拡張した防災の取組を引き続き支援をしてま

いりたいというふうに思っております。特に、地震水害等災害種別に考慮した避難所

開設に向けたワークショップでありますとか、もしくは、開設訓練の実施を支援して

いきたいというふうに思っております。特に、避難所開設につきましては、今後、各

地域での取組が進んでいくであろうというふうに考えておりますので、その辺につい

ても引き続き支援をしていきたいというふうに思っております。 

 次に、９ページ、地域防犯力向上に向けた支援ということで、右肩下がりにこの間、

街頭犯罪が下がってきておりますが、依然として特殊詐欺でありますとか、自転車盗

といった街頭犯罪はまだ件数が多い状態というふうに考えております。区内でのイベ

ントや地域での特殊詐欺の予防啓発講座等々、出前講座も含めて取組を進めてまいり

たいと思っております。また、児童を対象とした自転車のマナーアップ、自転車のマ

ナーの啓発についても引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。 
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○奥田まちづくり推進担当課長代理 

 続きまして、具体的取組１－３、地域活動力向上に向けた支援ということで、１０

ページです。 

 地域における主体的なコミュニティー活動を行う、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組や、住民間のつながりの促進を図ります。主な取組

内容としまして、自律的な地域運営への支援を行います。具体的には財政的支援、地

域活動協議会への補助金の支出と中間支援組織の活用、まちづくりセンターの活用を

行ってまいります。多世代の方が地域の情報を得ることができるよう、地域が実施す

るイベントの周知などで効果的な広報を行ってまいります。目標としまして、地域活

動協議会を知っている区民の割合が、現在６０％なんですが、６５％以上をめざして

いきたいと思います。 

 以上です。 

○稲見企画調整担当課長 

 続きまして、具体的取組１－４、１２ページをご覧ください。 

 誰もが愛着をもって安心して住み続けられるまちをめざすというところで、具体的

取組として、まちの魅力の向上に向けた未利用地の有効活用を図るというところで、

当然その社会環境の変化ということはもとより、区民の皆様がどのような意見を持っ

てるかということを把握して詰めていくということが一番大事なところというふうに

考えておりますので、こういった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というところで、主な取組内容と

しては、区民ニーズを把握する機会の確保というところで、こういう機会を３回確保

するということにしております。 

 以上でございます。 

○新委員 

 安心・安全まちづくり班よりお邪魔します。座ったままで失礼させていただきます。  
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 たくさんのご意見をもらいましたが、今回は主に二つ発表します。 

 今年度は、台風１５号、１９号と、今年は水に関する被害が大きかったです。委員

さんより、区役所はシミュレーションなり、具体案は持っているのかと。自助・共助

だけでよいのかとご質問がありました。今のところは、シミュレーションなどはない

とのことでした。 

 そして、大和川に隣接している地域もあります。まず、自分たちの命は自分たちで

守るということを周知していきたいと思います。 

 以上です。 

○岡本議長 

 各グループの皆様、ありがとうございました。 

 ここからは、今までのご意見を含めまして、皆様よりできるだけ多くのご意見をい

ただきたいと思います。ご自分のグループの補足や、他のグループの報告事項への質

問など、どんなことでも結構ですので、忌憚のないご意見をいただければと思います。  

 発言される方は、挙手の上、事務局がお届けするマイクを使い、お名前と何々の件

と言ってから、簡潔にお話ください。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。比嘉委員です。 

○比嘉委員 

 比嘉です。 

 もっと、高齢とかこどもとかだけではなく、障がいある者も平野区にはぎょうさん

住んでるので、もっとここにも障がいある者が出てきてもええんちゃうかなと思い、

俺らは俺らで、平野区でちゃんと生活してるよというのをみんなにもわかってほしい

から仲間に入れてください。 

 以上。 

○岡本議長 

 貴重なご意見、ありがとうございます。 
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 いかがでしょうか。ほかにございませんでしょうか。せっかくの機会ですけれども、

ございませんか。 

 お願いします。 

○安田委員 

 安田といいます。 

 子育てのほう中心にはさせていただくんですけど、地域に応じた、安全・安心まち

づくりの中の自助・共助の体制の確立に取り組みますというところなんですけど、去

年だか一昨年だかちょっと忘れちゃった、去年かな、大阪も台風で、ＪＲがとまった

りとか、学校も会社も休んだりとか、計画運休で交通がなくなってしまうということ

があって、実際、停電になったりガスがとまったりということも、私は経験はしなっ

たんですけど、ほかの友人が経験することがありました。その中から、本当に自分た

ちで体験してみようということをやったんです。実際に避難所に行ったときに、どう

いうふうなことが起こるのかとか、もしくは何も火が使えない中で、ガスが使えない

中でどうやって食事を実際にとったらいいんだろうかというところを、数人のお母さ

んとこどもたち集めて、実際に体験をしてみました。でないとやっぱり、実際起こっ

たときに動きがとれない、どうしたらいいのかがわからないというところがあるので、

ただのシミュレーションだけではなくて、実際に動いてみる。体使ってそういう体験

をしてみるというところをぜひアイデアの一つとして取り組んでいただけたらありが

たいなと、子育て世代からの意見です。よろしくお願いします。 

○岡本議長 

 ありがとうございます。 

 時間も余りありませんが、ぜひ、今とおっしゃるご意見ございませんか。  

 それでは、副議長、今までのまとめいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。  

○小澤副議長 

 ちょっと、安全・安心のほうで、私も入らせていただいて意見を言わさせていただ
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いたんですけども、少しびっくりしました。私が少し意見を出させていただいたのは、

台風１５号、１９号、大阪に来たときはどうなるんですかという質問をさせていただ

きました。皆さんも気になると思います。平野区は平野川があったり、一番大きい大

和川を抱えておりますので、今のところ、決壊したときのシミュレーションしていな

いというところでした。少しそこを残念だなというところと、あと、平野区で２０万

人人口がいます。その方々を全て収容できる避難所の体制ではないんだというところ

もおっしゃっておられました。一方で、自助・共助といいながら、どうしても自助・

共助できない方々もいらっしゃるわけで、１５号、１９号でお亡くなりになった方は

主に１階で寝ておられる高齢の方であるというところが、少し、行政サイドの方も気

になっていただきたいなというふうに思います。自助・共助を基本とした地域防災計

画ができたんで一区切りついたではなくて、これからもうワンステップ、大和川が決

壊するかもしれないと。決壊したときはどの方向に決壊をするんだと。何分後に自分

たちのところに水が来るんだと。私、瓜破に住んでるんですけども、果たして一時避

難地の瓜破霊園に行ったらいいのか、それとも避難所である小学校がいいのか。こど

もたちは昼間学校に行ってます。どこで待ち合わせするのか。そこいらを家族で決め

とかなあかん場面が多々あると思うんです。そこを少し、大阪市役所さんのほうにも

危機管理室が多分あると思うんで、少し身入れてやっていただきたいなというふうに

思います。 

 それと、それぞれのグループの方々で、割合がいろいろ出てると。少し周りのお声

を聞くと、前回のときより字が大きくなったので、すごく見やすくなったけども、内

容が少し薄くなったんでないかというようなお声も聞きました。私もそうなんですけ

ども、アンケートとかの中で、前回のときに少し言わさせていただいたんですけども、

これが今度の評価につながってくると。この施策を評価してくださいという時期がま

た来ます。そのときに、それを図る指標が低過ぎるんじゃないかと。要は、何かの講

習をします。その講習を聞いて意識が上がった。そら上がるんは当たり前ですよね。
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関心のある人が来るわけですから。それではいけないん違いますかと前回言わさせて

もらいました。そこは改善されてるのかなと、ちょっとここからでは読み取れないと

こがあるので、それはその次のまたあれになるのかなというふうに思います。 

 それと、すいません。第１グループの中で少し、防災のことで議論が白熱したので

言えてなかったんですけども、前回、まちづくり企画グループという部分があったと

思います。それはアウトプットがちょっと出にくいんで、今回、第１グループの中に

含まれてます未利用地の有効活用。平野区の中で長い間未利用地になってる土地があ

るところを意見を聞かさせてくれというところで、意見を小グループの中で言わさせ

ていただきました。その後どうなったかというのが、如実にわかるのはそのハードの

ところなのかなと思います。その後どうなったかという報告を少し、フォローとして

今回の中で言うていただければなと思います。 

 長原の跡地、マーケットサウンディングお願いしましたよと。団地の跡地ですよね。

その後何も土地は動いてない。わからない。阪和貨物の跡どうなるか意見聞かせてく

ださい。今もまだあのままです。ではちょっといけないのかなと思うんで、そこのフ

ォローアップはまたよろしくお願いしたいなと思います。 

 長くなって、すみません。あと一つだけなんですけども、前回オリエンテーリング

の中で、令和元年度区政会議に関するアンケートということで、前の方のアンケート

をとられてるんですけども、この中で、活発な議論がされてる、意見交換がされてる

かされてないかというところで、パーセンテージが６５％が思う、やや思うと。余り

思わない、思わないが３４％というところ。これは、その前のアンケートからすると

２３％も下がってるんですけど、このあたりのまた分析みたいなものも少ししていた

だいて、報告、改善、こういうふうに改善しましたというところ言っていただきたい

なというふうに思います。 

 それと、もう一点、活発な意見交換に向けて、現在どのような課題があると思いま

すかという設問の中で、意見を述べるために、前提となる区の現状や行政の仕組みな
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どについて、知識が不足してるという意見が１１人の方もおられたというとこなんで

すけども、ちょっとこれ、私のまだあれなんですけども、実験的になんですけども、

今、第１グループの中でも言わさせていただいたんですけど、今回のこの区政会議に

かけられてるやつは、令和２年度に区が行っていく予算組みのための区民の方々に意

見を聞く場なんですよねというお話を少しさせていただきました。そこら辺の前提を

少し踏まえた上での意見交換をしないと、これ、年明けて次の区政会議では、予算決

まりました、これでやっていきますという議論になってくると思うんですね。そこら

辺を何か行政の仕組みであったりそこいらのことも少し勉強が、委員の中でも少しい

るのかなというふうに、前のときでも少し思ってます。今回、自発的な区政会議、委

員の活動したいなと思ってるので、もし、有志で構わないので、勉強会みたいなもの

も少しやるとなったら参加されるみたいな方っていらっしゃいます。お二人。 

 もし、僕もちょっと、自分も不勉強なところもあるので、もし有志で試験的に余り

集まらないようであればやる必要もないかなと思うので、有志で一回勉強会みたいな

ものをやってみて、行政、大阪市、平野区はこうなってますよねという勉強会みたい

なんを一回やってみよかなと思ってるので、少しまた事務局さんのほうもご協力いた

だければなと思うのでよろしくお願いします。 

 すいません、長くなって。 

○岡本議長 

 たくさんの大切なご意見をいただきました。 

 そろそろ予定の時間も迫ってまいりましたけれども、その他、全体を通じて何かこ

こでというご意見はございませんでしょうか。 

 では、最後に本日ご出席の市会議員の皆様からご意見をいただけますでしょうか。 

 時間の都合で代表お一人お願いします。 

○永井議員 

 皆様、お疲れさまでございます。長時間にわたり本当にありがとうございます。 
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 皆さんがいろんな形で議論をしていただいてる、その姿を見るだけで、この平野区

に対しての愛情をしっかり持っていただいてるんだなというふうに思いました。  

 僕も防災のほうに参加をさせていただきました。まさに今、防災について毎日毎日

千葉であるとかその東日本の災害をテレビを通じて目の当たりにするときに、我々の

力というのは無力であるかもわかりませんけども、しっかりそのことを目に焼きつけ

て、我が地域がそうなったときにどう動くのかということが、我々が教訓として生か

されるんではないかなというふうに思います。まさに、大阪市でも平成２９年に地域

防災計画というのをつくりましたけども、この２年間で災害が激変してます。それこ

そ気象庁が想像ができない、予測ができないというふうな風水害がこの２年間でたく

さん起こっております。急遽、この防災計画をもう一度抜本的にやり直す時期が来て

るのではないかということで、今、大阪市も危機管理室が動き出しております。そう

いうことも含めて皆さんに地震ばっかりがクローズアップされてたこのときに、この

風水害というところが我々にとって本当に脅威に思えるようなこともありますので、

しっかりそのことについても我々市会議員が行政の中で議論していきたいと思います。  

 もう一点だけ、このテーマの中には入ってませんでしたけども、今、ひきこもりと

いうふうな方々が社会問題になってます。いわゆる８０５０問題というふうなことが

言われておりますけども、非常にデリケートな問題でありまして、ひきこもってるも

のが何が悪いんやというふうになると、これで解決の仕方がありません。でも、そう

いう方々を何とか蘇生をさせていく力もこの地域の方々の一つ一つの力にあるという

ふうに思いますので、機会があればこういった問題もテーブルに置いていただいて提

示するのも一つかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。  

 皆さんの努力でしっかりとよき平野区を構築してまいりたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 本日は本当にありがとうございました。 

○岡本議長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、ここで事務局にお返しいたします。 

 皆様、不慣れでございましたけれども、円滑な議事進行へのご協力、本当にありが

とうございました。失礼いたします。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 岡本議長、小澤副議長、ありがとうございました。 

 それではここで、本日お配りしておりますアンケートの記入について、政策推進課

長吉野よりご説明させていただきます。 

○吉野政策推進課長 

 私から説明させていただきます。 

 資料の中にＡ４のアンケート用紙をお配りしてると思いますが、よりよい区政会議

の運営を検討していくために、アンケートへのご協力をお願いしたいと思います。ご

回答いただきながらで結構ですので、質問項目について聞いてもらえればと思います。 

 アンケート項目は全部で６つ用意いたしております。表面はＱ１から順番に全体会

の説明内容や配付資料の分量。先ほどもご照覧いただきました。小グループでの意見

交換の雰囲気や、実際に意見を述べることができたかどうか。全体会と小グループの

時間配分について、選択肢を用意しておりますので、それぞれご回答お願いします。

裏面のＱ５ですが、区政会議の資料の事前の配付の方法につきまして、これまでは郵

送のみで行っていましたが、メールでデータをお送りしまして、そのデータをご自身

のタブレット端末などに取り込んでいただきまして、当日はペーパーレスで参加をし

ていただくというような取組を試行的に実施してまいりたいと考えております。メー

ルをご希望されるかどうかをお伺いしてるところでございます。Ｑ６につきましては、

自由な意見ということでお願いしたいと思います。 

 また、先月実施しましたオリエンテーションの際に、小グループの希望調査をさせ

ていただきました。結果、安全・安心まちづくりグループを第１希望で選択された方
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が全体の半数以上おられましたことから、できるだけ多くの方にご発言できる環境を

整えるため、一部の方におかれましては第２希望のグループに入っていただきました。

今回、実際入っていただきまして、やはり話にくかったとか、一方で、第１希望のグ

ループに入ったものの、今後は他のグループで話をしてみたいという方がいらっしゃ

いましたら、自由意見の記述の中でも結構ですし、後ほど口頭でも結構ですので、事

務局のほうにお申しいただければなと思います。グループの人数に大きく偏りが出な

い範囲でまた今後調整してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 続きまして、チラシのご案内をさせていただきます。アンケートにご記入いただき

ながら、お聞きいただければと思います。 

 チラシは２点ありまして、まずはひらの青春ローカリティのチラシでございます。 

 保健福祉課 課長代理北口よりご説明させていただきます。 

○北口保健福祉課長代理 

 皆様失礼します。お手元にございます、青色のレイアウトのチラシでございます。

青春に戸惑う若者たちと題されたチラシです。 

 こちら、高校の中退防止の事業始めまして４年たちました。そこで、さまざまな支

援をしてきていただいてる支援者の方々に、若者たちについて渾身の力を込めて、若

者たちがどんなふうなこと考えてるのか。青春とはどういったことやったのかという

ことを現場の声を皆様にシンポジウムでお伝えさせていただきたいと思いまして、１

２月６日金曜日、右上のほうに時間帯書いてますけども、１８時３０分から平野区役

所の２階のこの集団検診室で開催させていただきますので、どうぞ皆様、参加してい

ただけたらと思います。 

 あと、ちょっと定期連絡となりますけども、この青少年生活事業についてはガイド
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ブック、前回の７月の区政会議でもご紹介させていただきましたけども、本日も在庫

を用意させていただいておりますので、お帰りの際、ご希望の方はお申し出いただき

ましたら、ご提供させていただきますので、どうぞ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） 

 続きまして、松竹新喜劇平野区民デーについて、安全安心まちづくり課  課長代理

奥田よりご説明させていただきます。 

○奥田安全安心まちづくり課長代理 

 松竹株式会社さんのご厚意によりまして、１１月２１日に松竹新喜劇、平野区民デ

ーを開催することとなりました。 

 時間は１５時半開場、１６時開演となっております。 

 価格としまして、通常１万１，０００円のところを４，０００円にしていただける

ということですんで、ぜひ、お時間ございましたら申込用紙を置いていますので、ま

だまだ席があるような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） 

 区役所からの説明は以上でございます。 

 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。  

 閉会に当たりまして、区長よりご挨拶申しあげます。 

○稲嶺区長 

 皆様、第１回目というところでございますが、大変熱心にご議論いただきました。

ただ、どうしても役所側の前提となる政策の説明が時間をとりましたので、なかなか

意見を聴取できる時間が少し不足していたかなと思っております。ただ、２回目、３

回目と回を進むにつれまして、皆様の知識量なりも増えていくと思いますので、今後

の議論の場を期待していただけたらと思います。 

 また、先ほどいただきました貴重なご意見、なるほどなと思うところが多くござい

ますので、我々としてもできるだけそういった意見を取り入れて次回に向けて改善を
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してまいりたいというふうに思っております。 

 今日は大変長い時間、熱いご議論いただきまして本当にありがとうございます。  

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 本日いただいた皆様のご意見も踏まえ、次年度の平野区運営方針を作成していきた

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よろしくお願いいたします。 

 それでは、平野区区政会議１０月全体会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

―了― 

 

 

 

 

 

 


