平成 31 年 1 月

生野区行政連絡調整会議議事要旨

【日時】平成 31 年 1 月 9 日（水曜日）14:00～15:00
【場所】生野区役所 5 階 502 会議室
（山口区長 本庁にて会議のため欠席）
〈 副区長あいさつ 〉
◆新年の挨拶。
昨年は災害の多い年で、初めての経験もあり大変であったと思いますが、今後も各機関
の相互連携をよろしくお願いしたい。
〈 各事業所（署）から報告 〉
【生野警察署】
◆交通事故について
昨年中の区内人身交通事故は累計 399 件（対前年△44 件）で大きな減少。1 月、2 月
に 1 件ずつ死亡事故が発生。重傷者数累計 60 人（対前年＋45 人）本年も引き続き交通
事故抑止に向けた取り組みを強力に推し進める。自転車関連事故累計 203 件（同△16
件）構成率は 50.9%で大阪府下ワースト１。高齢者関連 140 件で一昨年と同件数も、
構成率は 35.1%で高い数値。年始から主要交差点に恒常的に交通警察官を配置して交
通指導取り締まりを強化している。本年も引き続き自転車・高齢者の対策を推し進め交
通事故抑止に取り組む。
◆特殊詐欺について（配布資料）
12 月被害件数１件。百貨店店員を騙る男から電話で「外国人風の女があなた名義の通
帳を持っている」と架け（アポ電）
、直後に銀行協会を騙る女が処分するためにキャッ
シュカードを受け取りに来る。コンビニで計 100 万を出金される被害。被害に至って
はいないアポ電は 21 件で息子騙り 5 件、百貨店店員騙り 16 件で増加。H30 年中の区
内特殊詐欺認知件数 29 件、被害金額計 5,006 万円、大阪府下では約 1,500 件被害総額
は約 35 億 49 百万円。昨年 11 月 20 日から緊急対策を実施している。1 月 7 日からさ
らに強化推進している。
◆その他犯罪について
ひったくり 0 件。自動車関連では車上ねらいが 9 月以降減少傾向であったが 12 月には
13 件と若干増加傾向。
6 月に G20 大阪サミットが開催され大規模な警備・交通規制を実施。1 月 27 日には
大阪国際女子マラソンが開催され生野区内もコースとなっているため交通規制を実施。
ご理解とご協力をお願いしたい。

【生野消防署】
◆市内の災害発生件数について（配布資料）
火災は累計 739 件（29 年度 918 件）179 件の大幅減少。自治体消防署発足（昭和 23
年）以来最低件数。救急は 242,611 件。前年の 1 日平均が市内で 627 件。本年は平均
665 件で増加。猛暑による増加と高齢化により徐々に増加している。救助は 460 件増加
で建物事故（閉じこめ）
。全体的な高齢化で年々増加。その他の災害は 12,153 件（同
6,295 件）で 5,858 件の増加。北部地震・台風 21 号・24 号の影響。特に台風 21 号では
生野区だけで約 300 件の出動。
◆区内の災害発生件数について
火災は累計 37 件（同 44 件）で 7 件の減少。救急・救助は横ばいの数値。その他の災
害は、地震・台風関連の増加。
◆大阪市の火災原因について
放火が火災の 1 番目の原因であったが、昭和 51 年以来で放火が 2 番目となった。まち
全体が整理整頓されている・防犯カメラの設置が増えたため火災件数が減っている。放
火 119 件（同 187 件）
、たばこ 131 件（同 168 件）。
【生野税務署】
◆12/13 に生野税務署で「中学生の税についての作文」表彰式を行った。区内 10 校 656
点応募、19 名表彰。中学 3 校へ感謝状。受賞者全員が一日税務署長として模擬決裁を
体験。
（配布資料）
◆平成 30 年度の租税教室開催状況について。府税・市税・税務署職員・納税協会会員が
講師となり実施。引き続き開催予定。
◆「税に関する書写」募集。区内 19 校のうち 7 校から 198 点応募あり。12 名表彰。税を
考える週間に区役所 1 階ギャラリーに展示。
【建設局 田島工営所】
◆区内の放置自転車の撤去実施状況について（配布資料）
撤去回数は 33 回、撤去回数が減っているが、撤去台数自体も減っている。30 年度累計
も 600 台減っており、全体的に減少傾向にある。
【建設局 真田山公園事務所】
◆ひふみ 1 月号の紹介
【環境局 東部環境事業センター】
◆スプレー缶・カセットボンベ類の出し方について（配布資料）
平成 29 年 4 月よりスプレー缶の出し方が変わっている。従来は穴をあけて出してもら
っていたが、穴をあけずに出すよう変更。また普通ごみから資源ごみへ変更。札幌でス
プレー缶が爆発する事故があった為、問合せも十数件あり。収集車においてもカセット

ボンベから火が出る軽微な車両火災あり。改めて啓発を行い、来年以降も使用が増える
冬前に広報をやっていく。
【中学校幹事校長】
◆今月末より中学 3 年生が私立学校出願時期となり近隣含め移動するためよろしくお願
いしたい。
〈 区役所から報告 〉
【企画総務課 庶務担当】
◆統一地方選挙、参議院選挙、市長、府知事選挙と 4 つの選挙が重なる 12 年に 1 度の選
挙イヤーとなる。各関係機関の皆様には協力をお願いしたい。
【地域まちづくり課 地域まちづくり担当】
◆広報紙の記事の紹介
・4 ページ

空き家カフェ拡大版実施のお知らせ
第 6 回いくのくスプリングコンサートのお知らせ

・12 ページ

いまざとライナー（BRT）平成 31 年 4 月 1 日から社会実験開始につ
いて
生野区リノベーションまちづくりフォーラムについて

【地域まちづくり課 安心まちづくり担当】
◆広報紙の記事の紹介
・4 ページ

第 17 回区民スリーアイズ大会のお知らせ
第 7 回生野区長杯 防犯標語「おこのみやき」ガチ☆メン大会協賛企業
募集について

【保健福祉課 保健福祉担当】
◆広報紙の記事の紹介
・2～3 ページ 子育て、健康・福祉について
・3 ページ

いくみんカラダ通信 たばこの影響について

・4 ページ

さとおやって、なあに？里親パネル展＆相談会
絵本サポーター募集について

・10 ページ

インフルエンザ、咳エチケット周知について

・平成 31 年度は民生委員の一斉改選があり、地域の協力をお願いしたい。
【企画総務課 区政推進担当】
◆広報紙の記事の紹介
・今月の特集は「シティプロモーション」
。昨年から官民連携のシティプロモーション

オープン会議を実施し、一部の取組みを紹介。情報サイト「いくのぐらしドットコム」
の案内。
・8 ページ

いくの de リノベ、IKUNO×グローバル、ものづくり百景紹介
ブログでも併せて掲載しており閲覧数は数日で 300 件近くあり。

・10 ページ

G20 大阪サミットフォーラム開催時間変更のお知らせ
変更前：14:00～17:00 → 変更後：13:00～15:30

・広報紙欄外

G20 大阪サミット開催、大阪府警察安まちメール案内など情報を掲載
できるので、ご活用いただきたい。

〈 事務局より 次回の開催案内 〉
平成 31 年 2 月 4 日（月曜日）午後 2 時 ～ 5 階 502 会議室

