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令和元年度  平野区区政会議全体会（２月） 会議録 

 

１ 開催日時 

  令和２年２月４日（火） １９時００分～２１時０２分 

 

２ 開催場所 

  コミュニティプラザ平野（平野区民センター） 

 

３ 出席者 

 （区政会議委員）２５名 

阿部委員、大崎委員、岡﨑委員、岡田委員、岡本委員、小澤委員、柏原委員、 

木下委員、京極委員、日下委員、是松委員、新玉委員、田中委員、田村委員、 

辻野委員、辻村委員、東川委員、中川委員、花谷委員、林田委員、比嘉委員、 

水野委員、安田委員、湯浅委員、吉永委員 

 （平野区選出市会議員）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）１８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、宍倉保健福祉課長、立本地域保健担当課長、

久下生活支援課長、北口保健福祉課長代理、小林地域担当課長代理、上原こども教育

担当課長兼子育て支援担当課長、並河総務課長、長谷川政策推進課長代理、田村保健

副主幹兼保健福祉課担当係長、吉野政策推進課長 

 

４ 会議内容 
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○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（２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、稲嶺でございます。 

 本日は、場所をこちら区民センターに移しまして夜の時間帯に皆様方お集まりいた

だきました。世間では、新型コロナウイルスなんかが発症しておりまして、日本も大

分感染者が増えてるという状況でございます。皆様方には、お体に気を付けていただ

きまして、これからも平野区政のためにいろいろご意見を頂戴できたらなと思ってお

ります。 

 少し私ごとになりますけれども、先日、区長留任が決まりまして、来年度１年間、

平野区でお世話になることになりました。引き続き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、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。 

 ここで、１月から新たに区政会議員になられた方をご紹介させていただきます。 

 平野区民生委員・児童委員協議会の水野様でございます。 

○水野委員 

 こんばんは。平野区民生委員・児童委員協議会の水野でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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○司会（武田政策推進課担当係長） 

 ありがとうございました。 

 なお、水野委員におかれましては、地域福祉グループに入っていただきました。  

 委員の皆様及び区役所職員につきましては、大変恐縮ですが、先ほどの名簿をもち

まして紹介とさせていただきます。 

 小澤委員、京極委員、新玉委員、渡邊委員におかれましては、遅れてご出席される

予定です。 

 なお、浦崎委員、嶌谷委員、新委員、鶴澤委員、中川小百合委員、西野委員、橋野

委員、吉川委員は、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いる市会議員の

方々をご紹介いたします。 

 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。 

○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 

 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、所用のためご欠席でございます。 

 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。 

 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、事前にお送りさせていただいた資料になります。 

 資料番号１番、区政会議におけるご意見への対応状況（令和元年１２月時点）でご

ざいます。 

 続きまして、資料番号２－１、令和２年度平野区運営方針（素案）から（案）への

主な変更点でございます。 

 続きまして、資料番号２－２、令和２年度平野区運営方針（案）【概要版】でござ

います。こちらは、ピンク色の表紙の資料となっております。 

 資料番号２－３、令和２年度平野区運営方針（案）でございます。こちらにつきま

しては、左肩にＲ２．２．４、区政会議のホチキスどめの青い資料でございます。  

 続きまして、資料番号２－４、平野区運営方針 めざす成果及び戦略（平成２７年

からの経年変化）、こちらはＡ３の１枚ものの資料でございます。 

 続きまして、資料番号２－５、平野区運営方針 具体的取組の指標（平成３０年か

らの経年変化）、こちらもＡ３、１枚ものの資料でございます。 

 続きまして、資料番号３番、令和２年度平野区予算要求の概要（令和元年１２月１
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２日時点）のものでございます。 

 続きまして、資料番号４番、区政会議（１０月）アンケート結果でございます。 

 続きまして、本日お配りさせていただいている資料が、地域活動協議会の活動等を

紹介しているチラシでございます。Ａ４サイズのホチキスどめの資料となっておりま

す。資料の２枚目の裏面で活動例を、また、３枚目で平野区まちづくりセンターのポ

ータルサイトを紹介しております。平野区内に２２ある各地域活動協議会の情報など

が一覧として掲載されていますので、後ほどホームページをご覧いただけたらと思い

ます。 

 続きまして、広報ひらの２月号でございます。こちらにつきましては、ご参考にお

配りしておりますので、またご一読いただければと思います。 

 最後に、平野区区政会議委員アンケートでございます。本日の会議の最後にご記入

いただく時間をとっておりますので、また、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 資料は以上でございます。不足、落丁ございませんでしょうか。 

 それでは、ここで本日のタイムスケジュールについて、簡単にご説明させていただ

きます。 

 まず、平野区役所のほうから、今回の議題であります運営方針（案）の概要等を７

分程度でご説明させていただきます。その後、各グループに分かれて意見交換を行っ

ていただきます。移動・休憩も含めて７０分程度を予定しております。その後、再び

今のお席に戻っていただき、全体会を再開いたします。この場では、各グループで出

たご意見等を報告していただき、皆様で議論していただければと思います。終了は、

２１時を予定しておりますので、円滑な進行にご協力のほどよろしくお願い申しあげ

ます。 

 それでは、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、２４名です。 
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○岡本議長 

 失礼いたします。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

効となります。本日は委員３４名中、２４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。 

 この会議は録音されまして、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

ださいますようお願いいたします。 

 では続きまして、本日の議題となります令和２年度平野区運営方針（案）について

の説明でございます。こちらについては、稲嶺平野区長様より、ご説明をお願いいた

します。 

○稲嶺区長 

 すみません、着座の上でご説明させていただきます。 

 資料になりますのは、こちらのピンク色の表紙になってございます。タイトルが、

令和２年度平野区運営方針（案）となってございます。この案につきましては、前回

の１０月にもご説明し、いろいろ意見も賜ってきたところです。今回は、さらに幾つ

か修正された点もございますけれども、改めて少しご説明いたします。 

 ページをめくっていただきますと、２ページ右肩上に「平野区運営方針とは」と書

いてございまして、実は、運営方針といいますのは、さらに上位概念で平野区の「将

来ビジョン」というふうなものがございます。下の欄に書いてるんですけども、これ

は中長期的な区政運営の方針として策定されたもので、赤字で書いておりますように

「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」という

ことで、将来像を定めたものでございますが、これを年度計画に落としましたものが、

平野区運営方針ということになりまして、これからさらにご議論いただきますのが、

来年度の平野区運営方針ということになってございます。 

 ３ページをご覧いただきますと、令和２年度の平野区運営方針の考え方と書かせて
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いただきまして、まず冒頭に区長の方針、私の方針といたしまして、「「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。」と書かせていただいてます。 

 下に４つのポツがございますが、１つは、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。 

 ２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。 

 ３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行います。 

 最後に、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

でございます。残念ながら、児童虐待につきましては、平野区においても痛ましい事

件が起こっておりますので、平野全体としてこの取組も進めていきたいというふうに

思っております。 

 この４つのポツを大きく３つに分けまして、重点的に取り組む主な経営課題という

ふうに整理させていただいてます。また、皆様方が３つの小グループに分かれており

ますけれども、この経営課題１から３に対応する形で皆様方のグループが形成されて

おりまして、継続的な議論が進むようにメンバーを一応固定した形で進めております。  

 まず一番左端、経営課題１というところですけれども、地域に応じた安全・安心の

まちづくりというカテゴリーになります。これは後ほど担当のほうから具体的取組４

つございますので、ご説明いたします。 

 また、真ん中の経営課題２でございますが、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ございます。これも具体的取組２つございます。  

 それから最後に、右端、経営課題３でございますが、こどもが元気で育つまちづく

りということで、具体的取組３つ、後ほど説明させていただきます。 

 このあたりは、特に前回と変わってるところはないんですが、次のページ４ページ
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をめくっていただきます。これが今回、前回から少し変わっているところということ

でございまして、皆様、ＳＤＧｓという言葉を聞いたことがあるでしょうか。  

 上の左側に１７色のバッジの部分がございます。私も胸に付けてるわけですけれど

も、これは一体ＳＤＧｓて何かということなんですが、これ左下に書いてございます

ように、実は２０１５年９月の国連サミットで採択されました２０３０年度までを期

限といたします国際社会全体の１７の開発目標、持続可能となりますような取組内容

を１７に集約されたものでございます。 

 その大きな理念として、その下に書いてございますが、誰一人取り残さない社会の

実現をめざし、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に総合的に取り組むものだと書

いておりまして、その右に１から１７まで、取組の中身が書かれてございます。 

 主に、先ほど申しあげました一番最初は、貧困をなくそうというところから入って

いきまして、あと教育の問題であるとか、それから平等、人権の問題であるとか、そ

れから気候変動等、そういったいろいろな広範囲な目標が１７掲げられております。

いずれも今後、持続可能となりますような開発目標ということで定めたものでござい

ます。 

 これは、なぜこの話が出てきたかと申しますと、その上のところにコメントを入れ

させていただきました。区の取組などにつきまして、持続可能な開発目標といった１

７の視点からの見える化、区の取組が、果たして持続可能な開発目標のどれに当たっ

ているのかなということを見える化をしていこうということで、それぞれの施策のと

ころに、後ほど５ページ以降にありますけれども、ちょっと５ページ見ていただきま

すと、ひらちゃんの隣に１１番だとか１７番とか表示がされております。こういった

１７の取組のどれに当たるのかなということで表示させていただいているものでござ

います。これは全区長合意のもとでこういう取組をして、大阪市の各区の施策が、こ

のＳＤＧｓの理念にどういうふうなところで関わっているのかということを見える化

させていただいたものでございます。これは２０２５年の大阪関西万博におきまして
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も、大きなテーマになっておりますことから、大阪市として今後、この取組をしっか

りと進めていきたいという趣旨で書かせていただいております。 

 それでは、具体的な経営課題につきましては、担当の吉野からご説明させていただ

きます。 

○吉野政策推進課長 

 平野区役所政策推進課長の吉野でございます。 

 私のほうからは、平野区運営方針の（素案）から（案）への変更点につきまして、

今既に全員ご覧になられていると思いますけれども、時間の関係上、主な箇所のみご

説明申しあげたいと思います。ちょっと着席させていただきます。 

 まず、こちら資料１になりますが、区政会議におけるご意見への対応状況でござい

ます。前回の会議でいただいたご意見と、その対応方針、区の考えをまとめたもので

ございまして、一部の項番につきましては、今回の（案）への反映に関連してござい

ます。ここでの紹介は、省略させていただいてますけども、この後の意見交換のご参

考にしていただければと思います。 

 次に、先ほど区長のほうからご説明ありました資料２とともに、こちらの資料２－

１とも合わせてご覧いただければと思います。 

 資料２－１の、まずフレーム等というのがございます。まずフレーム大枠の変更に

つきまして、１番に書いてありますが、ＳＤＧｓの設定につきましては、先ほど区長

のほうからご説明申しあげたとおりです。 

 ②の現状と要因分析・課題の記載につきましては、前回１０月の区政会議で頂戴い

たしました意見を受けまして、例えば資料２をご覧いただければと思うんですけど、

こちらの９ページ、経営課題１の地域に応じた安全・安心のまちづくりの導入部分に

なりますが、課題設定の根拠となる現状・データ及び、そこから導かれる分析結果と

いうものを掲載いたしました。これと同じものを次の１０ページ、１１ページ、１７

ページ、そして２０ページの各経営課題の導入部分に掲載してございます。  
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 あと概要版の最後の２４ページになりますが、平野区政に関連する参考データとい

うのも掲載してございます。 

 あと個別の変更箇所につきましては、数値目標の変更があった箇所のみご説明申し

あげますと、２１ページにいきますけども、経営課題の具体的取組の３－１の目標の

２点目、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

割合を（素案）では７０％としていましたが、（案）では８０％以上といたしました。  

 次に、２２ページの具体的取組の目標の１点目、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を（素案）では８０％といたしましたが、（案）で

は８５％以上にする。また、目標の２点目、アンケートの参加児童のうち、以前より

学ぶことが楽しいと感じる児童の割合を（素案）では７０％としてましたが、（案）

では７５％といたしました。 

 次に、２３ページの具体的取組３－３の目標の１点目、こどもサポートネット支援

対象者件数を（素案）では２５０件としましたが、（案）では２８０件以上といたし

ました。 

 概要版を用いての前回の（素案）のほうからの変更部分を中心とした説明は、以上

でございます。 

 この他の資料をご紹介させていただきますと、こちら資料２－３、これは運営方針

の（案）の詳細版ということで、こちらは後日、全市一斉に公表予定となる運営方針

の共通の様式となります。 

 こちらの資料２－２は、その概要版ということで平野区のほうで独自に作成した資

料となります。 

 資料２－４のこちらの表になりますけども、これは各経営課題ごとに設定いたしま

した中長期的な成果目標の経年変化になります。 

 資料２－５、同じくこちらは各具体的取組に設定しました目標の成果目標の経年変

化についてまとめてございます。 
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 この２つの資料におきましても、前回の会議でいただきましたご意見を受けまして

ご用意いたしました。資料と同じく、この後の意見交換のご参考にしていただくと幸

いでございます。 

 私のほうからの説明は、以上でございます。 

 次に、令和２年度平野区予算要求の概要についてご説明申しあげたいと思います。  

○並河総務課長 

 平野区役所総務課長の並河でございます。 

 私のほうから、令和２年度の平野区の予算要求の概要につきまして、失礼ながら着

座にて説明させていただきます。よろしくお願いします。 

 お手元のＡ３縦長の資料３、令和２年度平野区予算要求の概要という資料、こちら

のほうをご覧いただきながらお聞きいただきたいと思います。 

 こちらは、昨年１２月１２日の時点で平野区として市の財政局のほうに予算要求し

ているものの概要でございます。今後、平野区を初め大阪市全体の予算案が取りまと

められまして、大阪市会に提案され、議論されることになります。 

 まず、表題のすぐ下にあります予算編成の方針を記載しております。平野区将来ビ

ジョンに掲げます「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」の実現をめざしてをコンセプトに予算要求を行っております。 

 次に、全体の状況でございますが、１つ目の区長自由経費、こちらは、令和２年度、

６億９，４０９万円の要求を現在させていただいております。区長自由経費は、区役

所に割り当て、配分されまして、区役所が必要な事業を実施する予算でございますが、

区役所や区民センターの維持管理に要する経費でありますとか、事務経費といった約

３億２，７００万円の固定的な経費も含まれております。 

 なお、令和元年度の約６億２，４００万円よりも約７，０００万円増えております

けれども、こちらは重大な児童虐待ゼロの実現に向けました取組である、ももいろ子

育てねっと・ひらの（重大虐待ゼロ）の取組や、区役所庁舎及び区民センターの設備
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改修工事費などを要求しているためでございます。 

 ２つ目の区ＣＭ自由経費、こちらは９億８，１９５万円となっております。この区

ＣＭ自由経費は、各区の特性等に応じて区長が区シティ・マネジャーとして大阪市の

各局室に対して指示や調整を行い、それをもとに各局室で編成した予算でありますが、

こちらは区役所が直接独自に使う予算ではなく、道路・公園やスポーツ施設などの経

費として、局室が区のために使用するという予算になっております。元年度に比べ、

全体として約６００万円の増額となっております。 

 ３つ目の校長経営戦略支援予算は、区担当教育次長である区長への分権化を進める

ために平成２８年度に設置された予算でございまして、各学校のニーズ、教育会議等

でのご意見を踏まえまして、区長が区担当教育次長として区内の小・中学校を対象と

した事業を企画し、各学校の目標達成を支援するために直接執行する経費でございま

す。平野区では、小・中学生のひらちゃん読書ノートや不登校相談、塾代助成を利用

した民間事業者を活用する課外学習などの事業を実施しており、昨年と同額の８５０

万円となっております。 

 これら３つの予算の合計で、令和２年度として１６億８，４５４万円を要求してい

るところでございます。 

 なお、資料の中段以降に、１つ目の区長自由経費の事業一覧を記載しておりまして、

時間の関係で個々の事業の説明は省かせていただきますけれども、本日の小グループ

の意見交換におきまして、この一覧の中の主な事業にかかります具体的取組について、

また担当のほうからご説明させていただく予定にしております。 

 以上が、平野区役所の令和２年度予算要求の概要でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○岡本議長 

 説明よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、ここで全体会を一旦中断します。 
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（小グループの意見交換会のため一時中断） 

（再開） 

○岡本議長 

 それでは、ただいまより全体会を再開いたします。 

 本日の前半に令和２年度の平野区運営方針（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などについて、ご議論いただきました

が、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ご意見については代表の委員より、順に報告をお願いいたしま

す。 

 では、第１グループのテーブルの報告よろしいでしょうか。お願いいたします。 

○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。 

 それでは、私のほうから具体的取組１－１、資料の１２ページ、地域防災力向上に

向けた支援について、まず、ご説明させていただきます。 

 地域防災計画、防災（防災の手引き）の啓発及びそれを活用しました地域における

防災の取組を支援していく、そういったことで区民の皆さんの自助の意識、共助の意

識を高めていこう、醸成していこうということで考えてございます。 

 主な取組の内容としましては、地域別防災計画を活用した具体的な防災の取組を支

援していく、これを平野区内全地域に展開していくということ。それから、地震・水

害等、災害種別を考慮しましたそれぞれのパターンに応じて、避難所開設に向けたワ

ークショップ、もしくは開設訓練の実施の支援、これをまた全地域に展開していこう

ということで考えてございます。 

 目標としましては、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が

６０％以上をめざしていこうということで考えております。 

 次に、１３ページ、具体的取組１－２ということで、地域防犯力、今回は防犯の取
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組についての支援ということで取組を行っていこうということです。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々の場面を利用しまして、啓発講座

を実施してまいりたい。自転車の適正利用や防犯意識の向上につなげていきたいとい

うふうに考えております。 

 具体的な取組、主な取組としましては、区内でのイベントや地域での特殊詐欺予防

啓発講座、特にＣＡＴ隊によります寸劇というのが非常に好評を得ておりますので、

そういった形で詐欺予防の啓発の取組を全地域に進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 また、児童を対象にしました自転車のマナースクール、平野区内、まだ市内でも特

に自転車による事故が多いということもありますので、自転車のマナースクールを展

開していきたいというふうに考えております。 

 目標としまして、自転車マナー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。そういった意識を持った方の割合を８０％以上

ということの目標設定をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○奥田まちづくり推進担当課長代理 

 続きまして、１４ページ、地域活動力向上に向けた支援ということで、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ということで、まちづくりセ

ンターを活用した支援を行っております。多世代の方が地域の情報を得ることができ

るよう、効果的な広報を行っています。本日配っております「地域活動協議会ってな

に？」ということで、こういう資料を使って、あとホームページなどで広報を行って

おります。 

 目標としまして、地域活動協議会を知ってる区民の割合が６５％ということで目標
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設定をしております。 

 以上でございます。 

○稲見企画調整担当課長 

 では、続きまして１６ページをおめくりいただきまして、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ということで、平野区内には未利用となっ

た公有地がたくさんございますので、こういった未利用地を活用して、住み続けられ

るまちづくりをめざすということで、具体的には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こととしてお

ります。 

 以上でございます。 

○柏原委員 

 防災・防犯の訓練のあり方というので、皆さん委員の方にいろいろ自由活発な意見

が出ました。要約させていただきますと、課長代理のほうからもお話がありましたよ

うに、多くの世代、多世代の参加、認識を高めるということからすると、皆さんご存

じのように日中共働きで働いておられる方とか、いろいろな現状も考えますと、やっ

ぱり若年層といいますか中学生、体力的にも十分ご協力いただけるということで、い

かに中学生の皆さんの力をお借りするか、そういうことも非常に大事じゃないかなと

いうことで。 

 ただ、学校行事としてそういうことができるのか、小学校、中学校一緒になった防

災訓練が、それぞれのエリアで横断的にできるかどうかというのは、いろいろな課題

はあると思いますけれども、こういうところをいかに多くの若者に認識を高めていた

だくと同時に、防災・防犯に参加いただけるかというのをこれからみんなで話し合い

しながら頑張っていこうということでございました。 

 それと、今日いただいております平成２９年と３０年の実際に安心・安全に関して

いろいろな指標・目標設定、その結果がどうなったかということで、一覧表にしてい
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ただきましたんですけども、本来の目的というのは数値を検証することではなくて、

その中身をもう少し吟味をして、実効性のある形のデータ収集というのも大事じゃな

いかな。毎年同じ調査をしておりましても、具体的にそれが有効的にデータとして生

かされているのか、これからそういうのがどう必要になってくるのかということも委

員のほうからご指摘ございまして、そのとおりだなということで。またこれからもそ

ういうのを参考にしていこうということになりました。要約いたしますと、そういう

ことでございます。 

 以上でございます。 

○岡本議長 

 ありがとうございます。第２グループよろしくお願いします。 

○宍倉保健福祉課長 

 それでは、第２グループのほうの発表させていただきます。私、保健福祉課長の宍

倉でございます。 

 第２グループ、資料１７ページからになっております。１７ページにおきまして、

一番上の経営課題のところに書いております、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。平野区におきましては、地域福祉計画というものを立てており

まして、その理念になっておるのが、この文言でございます。 

 めくっていただきまして、そのつながり支えあえるまちづくりをめざすためにはと

いうことで、具体的な取組を設定しておりまして、１８ページ、まず２－１でござい

ます。各地域の特性に応じた地域福祉支援体制の充実でございますけれども、前回か

らの変更点を中心にお話をさせていただきたいと思います。 

 茶色い帯のところ、地域福祉のネットワークづくりを行うためのところでございま

すが、次の行、「区社会福祉協議会や」この次に「関係機関と連携し」というのを入

れさせていただきました。区役所の中でも検討した結果、地域支援体制の充実を図る

ためには、区社協との連携だけではなくて、包括であったり、その他たくさんの関係
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機関が存在します。関係機関と社協と連携してということで、ここの文言を入れさせ

ていただきました。 

 具体的な取組としましては、主な取組にありますように、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ということで、各地域ごとに地域福祉活動目標とい

うのを立てていただいておりますので、その目標を見ながら、福祉活動への支援とい

うことで、５地域のほうに広げていきたいと思っております。 

 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と

いうことで、実際につながりづくりの好取組が、各地域主体でされておられる情報も

区役所で把握しておりますので、それを多くの地域に情報発信をさせていただきなが

ら取り組んでいける地域におきましては、またカスタマイズしていただきながら取り

組んでいっていただければというふうにも考えております。 

 １９ページには、２－２としまして地域における支えあい活動への支援となってお

ります。 

 主な取組としまして、「いきいき脳活サポートマニュアル」を活用した取組を、地

域などが実施できるように支援ということで、この「いきいき脳活サポートマニュア

ル」といいますのは、認知症の発症を５年遅らせましょうということで、認知症予防

の取組を区役所としてもしております。その取組の具体的な活動内容をマニュアル化

したものが、この「いきいき脳活サポートマニュアル」でございまして、これを５０

カ所に増やしていきたいということで取り組んでまいりたいと思います。 

 次の障がいのある方や認知症の方とその家族の気持ちに寄り添い、周囲の方の理解

促進を図るという部分がございますが、前回の区政会議におきまして委員の方からの

ご意見がございまして、運営方針の取組の中に障がい者への支援が書かれていないか

ら、取組に具体的につながらないんじゃないかというようなご意見も頂戴しました。

「すべての人が」という表現の中で網羅しておったというようなことで前回お話しし

ておりましたけれども、ここに「障がいのある方や」ということで文言を「障がい」
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という表記を入れさせていただいたということでございます。 

 ２につきましては、以上でございます。 

○比嘉委員 

 障がいのある者は、一般の方とどうつながっていくかわからないから各地域にいる

地域福祉コーディネーターさんに相談するといい。小さいころから障がいのある方と

関わることで、障がいのある方への理解が深まると思う。これは俺たち障がいのある

もんが、小学校や中学校とかに行って、しゃべったら何かつながりができるんちゃう

かという感じ。 

 ほんで、見守りについてどうするかが大切で、ある地域は、みんなで見守るように

情報交換会なんかを企画してます。見守りを気軽にできるように、日ごろからお互い

の声かけやつながりが大切です。こどものころから福祉や障がいのある方、高齢者と

だって触れ合うことが大切。民生委員何でも大変やから、みんなで頑張る。福祉は頭

で考えるんじゃなくて、心で動くという感じでした。 

 以上。 

○岡本議長 

 ありがとうございます。じゃあ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課長 

 それでは、経営課題３、こどもが元気で育つまちづくりについてご説明させていた

だきます。こども教育担当課長兼子育て支援課長の上原です。よろしくお願いします。  

 まず、具体的取組３－１ですが、児童虐待防止・早期発見への取組や子育てに悩む

親への支援でございます。子育ての不安や悩みのある方が、相談しやすい機関といた

しまして、児童虐待を未然に防ぎたいと考えております。また、子育て支援と地域及

び学校と連携をより密にすることで、要保護児童対策地域協議会の機能強化を図りま

す。 

 主な取組内容としましては、虐待リスクの発見につなげることができるよう、重大
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虐待ゼロをめざした新たな仕組みづくりを区の予算等も活用しまして、行っていきた

いと思っております。 

 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につきましても開催いたします。 

 続きまして、具体的取組３－２、こども学習意欲の向上でございます。 

 主な取組内容としまして、読書ノートを区内小中学生及び就学前の児童に配付し、

読書週間の定着を引き続き図ります。また挨拶や清掃、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対して区長表彰を行います。区内市立小中学校

の児童を対象に、また国語・算数等の学習支援を行いまして、学習習慣の定着を図っ

ていきたいと考えております。 

 具体的３－３、こどもたちへのサポートや学校生活の定着支援。 

 主な取組内容としましては、こどもと子育て世帯が抱える課題への総合的な支援を

実施する仕組みの効果的な実施。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個別支援を行います。 

 ありがとうございます。 

○大崎委員 

 それでは、大崎のほうから第３委員の部分を説明させていただきます。 

 話の中身としましては、虐待予防のための新たな仕組みづくりということで、平野

区としては、他の区よりも虐待が多いですよという話の中で、どう取り組まれてます

かということで、自助グループの方としっかり連携はしてますかとか、虐待の中でも

どういう取組を行ってるのかが、もう少し詳しくわかればいいのかなというところと、

あと不登校の子にもしっかりと対応していただいて、支援をやっていただいているん

ですけれども、そのあたりの、やはり不登校の親御さんの方に対してであったりとか、

そういう方への発信はできてますかというところが話が上がってました。  

 あと子育て世帯であったり保護者さんへの親の方を支える仕組みが大切ですかとい
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う意見が上がってます。さまざまな形で情報紙であったり発信していただいているん

ですが、その情報発信のあたりをもっと情報紙見ることができないであったりとか、

自治会に入ってなくてなかなかそういう情報が入ってこないという方に対しての情報

発信を今後、区役所さんとしてどうされますかというところで、もういよいよ区長が

インスタグラムを始めたり、ユーチューブを始めんといかんのかなというぐらい、も

うこどもたちは、その２つしか見てないかなという感じですので、そういうところに

関しても力を入れていただけたらというふうに思います。 

 あともう一つ、子育ての中でやはり身近なところで気楽に話せる地域づくり、雰囲

気づくりということで、やはり地域に根差してないとそこの部分は難しいんじゃない

かなというところの話もありました。あと地活協の方であったりさまざまこどもたち

に対していい活動をされてますので、その点と点をさまざまな形でつなげていきなが

ら、さらに広がる部分に子育て、こどもたちのために進めていければいいかなという

話が出てました。 

 以上です。 

○岡本議長 

 丁寧なまとめをご報告いただいてありがとうございました。 

 予定の時間が迫ってまいりましたが、全体を通じて何かご意見などございませんで

しょうか。ご発言される方は、挙手の上、事務局が用意しますマイクを使ってお名前

と何々の件と言ってから、簡潔にお話しいただけますようにお願いいたします。いか

がでしょうか。補足とか質問とかよろしいでしょうか。 

 それでは、時間も迫っておりますので、ここで小澤副議長から、本日のまとめをお

願いしたいと思います。 

○小澤副議長 

 すみません、冒頭、こちら仕事の関係で遅れましたことをおわびします。どうもす

みません。少し入ったのが遅かったので、最後のまとめの各グループの方のまとめを
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聞いて、少し感想をという部分になるかなと思います。 

 安全安心まちづくりグループのところに関しては、多世代、これは前回の区政運営

方針のほうでも出てたと思うんですけども、多世代交流というところがあったので、

中学生、小・中一緒になって訓練できないかというところ、それから、平成２９、３

０の区政運営方針の振り返り、これと多分７月の段階で毎回してるかなと思うんです

けども、そこで少し数値目標を達成したかどうかではなくて、実効性が必要なんじゃ

ないかなという意見。 

 それから、第２グループのところ、障がいのある人に話を聞く、また、見守りが気

軽にできるような、そういうようなまちづくりが必要じゃないかなと。 

 こども教育グループのほうに関しても、平野区は少し虐待が多いんじゃないかとい

うところで、どういう取組がいいのか、わかればいいというようなお話しで。 

 総じて気軽に話せる雰囲気づくり、地域づくりみたいなものが平野区では必要にな

ってきてるのかなというふうな印象を少し持ちました。 

 少し今回、私のほうから、過去の区政運営方針の振り返りを付けてもうたらどうで

すかというふうに提案を事務局さんのほうにさせていただきました。というのは、も

う２９年、３０年で達成できてるものを、再度ここで挙げられてることに関してどう

なのかなという、少し思いがあったんです。 

 私は第１グループのほうに入らせていただいたんで、その中でも言わせてもうたん

ですけども、達成したものを再度目標として提出されるのではなくて、その課題は課

題として認識されてるのであれば、再度その深さを深掘っていくというような取組の

ほうが必要なのかなというふうに思いました。特に、具体的取組の今説明いただいた

中でいくと、目標で主な取組内容のことを事務局サイドから説明していただいている

んですけども、実際に区政委員として僕たちが評価するこの区政の取組に対して、こ

れ達成できたよねというのを評価できるというのは、目標の部分になるのかなと思う

んです。 
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 それでいうと、前年のときにも言わせてもうたんですけども、何かのイベントに参

加された方に対するアンケートは、もうやめませんかと。取組の参加者に対する意識

が上がったというパーセントが８０％になったというのは、もうやめませんかと。そ

ういうのに参加されてる方は、意識高いじゃないですかと。その方がその講習を聞い

て意識高くなるのは、それは当たり前じゃないですかというようなお話を意見として

言わせていただいたらなと思うんです。そこの部分が少し反映されてないというのが

少し残念なところなんで、今回は取組内容の目標のところで意見をくれという形で、

今回この２月の区政会議開かれておりますので、そこの部分は少し意見として言うべ

きかなというところ。 

 それともう一点、気軽に話せる雰囲気づくりが全体的に平野区では足りないんじゃ

ないかという意見が、委員の皆さん持っておられるのかなというふうに思います。そ

れで、ちょっと各取組の中の目標の中にそのエッセンスがちょっと入ってないのかな

というふうに思うという印象をちょっと受けました。情報発信とある活動をやってる

ものに対する支援というのが、少し主になっていて、実際のコミュニケーションがで

きる場づくりみたいな、そういうプラットフォームみたいなものが、今後少し必要に

なってくるのかなというふうに思いました。それは小学校になるのか地活協になるの

か、それらを含めた少し違う場になるのかというのは、少し各委員さんのほうから報

告をいただいたやつが、目標のほうにうまくちゃんと反映できてるのかなというのは、

少し思った印象です。 

 すみません、これでちょっと長くなるんですけども、前回委員さんのほうに呼びか

けをさせていただきまして、有志の自主勉強会みたいなものを立ち上げたいなという

お話をさせていただきました。実際に取組内容は、施策、区政のことに対することで

もそうですし、区政会議に対することでもそうですし、相当難しい議論になってるか

なと思うので、少しそういうのも委員相互で勉強会の情報交換できればなという場を

少し持ちたいなと思ってますので、もし参加されるという方は、これ終わった後で、
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私のところに来ていただいたら、少し連絡というかとっといて、情報交換できるよう

な仕組みをとりたいなと思いますので、ちょっとそういう取組もしたいなと思ってま

すので、また、来ていただければそういうご案内させていただきます。 

 すみません、長くなりました。以上です。 

○岡本議長 

 ありがとうございました。 

 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。

よろしくお願いします。 

○杉村幸太郎議員 

 皆様、本当にお疲れさまでした。私、現在、当番幹事を務めさせていただいており

ますので、それでは時間も迫っておりますので、一言だけ。 

 全ての小グループを見させていただきましたところ、やはりもうキーワードはつな

がりなんだと思います。これはもう５年、１０年、２０年前から言われておきながら、

なかなか明確な答えというのが、おそらく示せてないんであろうと思います。それに

関しては難しいことなんだろうと思うんですが、やはり冒頭、区長からありましたよ

うに、もう一年やらせてもらいますということでありますので、まずは我々から区役

所のほうに対しては区長以下、一生懸命みんなで知恵を絞って、汗を流して、地域任

せ、頼りにならないようにということだけは、重々申しあげておきたいなと思ってお

ります。それをもって予算を執行していただきたいなと思っております。 

 皆さんの思いを汲んで、そして我々も市議会がもう間もなく予算委員会が始まって

まいりますので、皆様のその思い、今日の熱い議論というものを受けて、これからそ

の予算審議に臨んでまいりたいと思います。 

 本日は、本当にありがとうございました。お疲れさまでした。 

○岡本議長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、これで事務局にお返しいたします。 

 皆様、円滑な議事進行へのご協力ありがとうございました。 

○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 

 政策推進課長の吉野でございます。 

 資料の中に、こちら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、引き続き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５つ用意いたしております。表面はＱ１から順に、前回

と比べて区役所や委員間で活発な意見交換がなされたかどうか。区政会議の説明内容

や配付資料の分量、小グループの意見交換で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いたします。裏面のＱ５は、自由意見になります。 

 また、事前に配付させていただきました、こちら資料４でございますが、これは前

回、１０月にお伺いいたしましたアンケートの結果になりますが、前回いただいたご

意見を受けまして、今回の会議の時間配分や配席は、少し変更させていただいたとこ

ろでございます。 

 今後もよりよい区政会議にしていくためにご意見いただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○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。 
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 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、大変お疲れさまでございました。 

 ３つの小グループに分かれて、私の印象としては、前回よりも少し深まった議論も

あったかな。また、貴重なご意見もいただけたかなと思ってます。 

 キーワードは、先ほど先生からもありましたようにつながりづくり、これは地域福

祉計画をつくったときもそうですし、将来ビジョンの中にもそういったものはあるん

ですけれども、やはりそれぞれの立場の人、高齢者であったりこどもであったり、あ

るいは障がいのある方々が、いかにしてつながっているのか。私は、こちらに平野区

に来たときに、多世代交流というワンワードでつながらないかなと思って言ってまい

りました。あちらこちらで、その芽は吹いてきてる部分はあるなと思っております。 

 ただ、やっぱりもう少し一歩踏み込んだアプローチをしないと、地域任せではなか

なか進みませんし、行政頼みでもなかなか進みません。やっぱり双方が、自分たちの

地域は自分たちでつくろう、そのために行政、こんな動き方が必要なんじゃないかな。

そういったご提案もいただきながら進めていきたいと思っています。 

 まずそのためには、情報発信というのは、やっぱりどうしてもベースになってまい

りますので、このアンケート調査でもいただいてますし、この場でのご意見もいただ

いてるんですけども、区政だより、広報ひらの、広報ひらのはやっぱり一番よく見ら

れてる。もちろん新しいＳＮＳを使ってというところも見据えながらでもあるんです

が、広報ひらのをいかにして多くの人に届けていかなあかんかという課題も持ってお

りますので、今は新聞折り込みという形になってますが、これ市会での予算審議も経

た上でという形になりますが、もう少し多くの方に読んでいただけるような工夫もし

てみたいというふうに思っております。 

 これからも皆様方の貴重なご意見を少しでも区政に反映できますように区役所もし

っかり頑張りますので、皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日は
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どうもありがとうございました。 

○司会（武田政策推進課担当係長） 

 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。  

 昨年９月のオリエンテーションでもお願いさせていただきましたが、各地域活動協

議会並びに各団体の推薦をもとにお越しいただいている委員の皆様につきましては、

本日の区政会議の内容をそれぞれの団体にお伝えいただき、それに対するご意見等が

ございましたら、次回以降の区政会議に持ち寄っていただければありがたく存じます。 

 本日いただいた皆様のご意見も踏まえ、来年度はより一層多世代交流を推進し、平

野区が暮らしやすいまちとなるようさまざまな取組を行ってまいりますので、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２月全体会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

―了― 

 

 


