市長戦略と公共交通
について
公共交通について
（質 問）
市長戦略において、交野の魅
力として、ＪＲ，京阪の駅が
六駅、京阪バス五路線、直Ｑ
バス、ゆうゆうバスなど、公
共交通、外出支援の充実を揚
げているが、今後、どのよう
に考えているのか。

れた。この交野市南部地域の大
変重要な交通手段であり、今後
の少子高齢化の進展におけるバ
ス利用は重要となる。また、ま
ちづくりにも大きな影響を及ぼ
す。市としての取り組みは。
わせて、
市内の公共交通のあ
り方についての見当を進め
る。委員は、
学識経験者、
福祉
団体、
路線バス事業者、
警察
などの行政機関、
区長、
公募
市民など、
二十名程度で考え
ている。

を設置し、今後の公共交通のあ
交野市の神社光林寺
り方について検討する。
『交野市史』によると「寺に
残る『過去帳』には十世住職
（質 問）
市内の公共交通のあり方を検 貞阿の寂年が一七二六年（享
討する組織として「庁内検討会 保十一年）とあり、これより
議」があるが、その会議の目的、 推算して開山一世は少なく
とも桃山時代、或はその少し
内容、メンバーは。
前までさかのぼると思われ
る」としている。開山当初は
融通念仏宗の道場として隆
星の森に在ったので「降臨
寺」と称してから寛文間のい
つのまにか同音の「光林寺」
に変わったと思われる。
光林寺については隆星伝説
が有名である。弘法大師が河
内私市の獅子窟寺の岩屋で

（答 弁）
バス路線及び移動支援バスの
利用形態や環境変化を踏まえ、
今後の市内の公共交通のあり
方を検討する会議である。
座長は都市計画部長、副座長に
都市整備部及び福祉部の部長、
委員は、政策企画課、財政課、
福祉総務課、都市計画課、地域
振興課、道路河川課、危機管理
室、環境衛生課のそれぞれの長
で組織している。

（質 問）
今回設置しようとしている地
域公共交通の検討委員会だが、
今後の検討方法や進め方及び
検討委員の構成は。

仏眼尊の密法を唱えたと
ころ、空から七曜の星が降
り、旧星田村の三ヵ所に落
ちた。これらの地は「八丁
三所」といわれ、その一つ
が光林寺であった。現在も
境内には空から降ってき
たといわれる影向石が祀
られている。

は、
少子高齢化の進展、
交通渋
滞の慢性化、
乗員不足やコミ
ュニティーバスとの運賃格差
などがある。しかし、
高齢者
の免許証返納などで路線バ
スのニーズは高まると予想。

（質 問）
（質 問）
今
回
の
南
星
台
関
係
系
統の廃止
現在の路線バスの状況は。
申し入れは、
南星台、
妙見東地
区の高齢者にとっては、
交野市
（答 弁）
内の陸の孤島となることが深
路線バスの利用者は、ピーク 刻な思いである。市としての
時の約半分以下であり、
原因 考えは。

（出典：kikkomanHP より）

（答 弁）
本市の公共施設の現状や課題
の抽出、地域の現状把握やバス
利用の現状調査を行い、バス路
線の維持、継続方策の検討、あ

器に盛り、塩を添える。

議長・副議長・
監査委員が決まる
市議会は、二九年度第三回議
会定例会で、議長に野口陽輔議
員（市民クラブ）
、副議長に、
皿海ふみ議員（日本共産党）を
選出しました。
また、監査委員（議会選出）に
三浦美代子議員（公明党）を専
任同意しました。
問い合わせ 議会事務局
℡ ８９２ ０-１２１

③

（答 弁）
今回、バス事業者から、バス路
線見直し計画の申し入れがあ
り、路線バスは地域の生活に欠
くことができないとして、バス
事業者に路線継続の申し入れを
おこなった。
高齢化の進展により、移動困難
な世代が増加し、バスに対する
ニーズの変化が予想される。
それらの課題を検証するため
外部委員による「検討委員会」

（答 弁）
避難所運営訓練は、避難所運営
で起こりえる課題について、地
域自主防災組織を中心に、協議
検討し、訓練を通じて住民自ら
が役割を担う大切さを認識す
ることの理解と、地域防災意識
の高揚もあわせて目的として
いる。
進め方は、避難者を指定の緊急
避難所へ避難誘導、避難登録、
避難所の安全確認から入場ま
でを一連の避難訓練として実
施している。
（質 問）
災害訓練をこれまで三回実施
してきたが、見えてきた課題は
なにか。

ボウルに【A】を入れてさっくりと混ぜ、れんこんをく

況では、路線バスを主として、
路線が重ならないように検討
を進める必要があると考える。
（要 望）
南星台関係路線の住民も、京阪
バスが撤退しないようできる
限り利用しようと声もあがっ
ており、可能な限り継続できる
よう、今後も検討を続けてもら
いたい。

災害訓練について
（質 問）
交野市防災訓練が市内中学校
エリアで「避難所運営訓練」と
いう形で毎年おこなわれてき
たが、訓練の意義、ありかた、
そして、その進め方は。

（要 望）
災害はいつ起きるか判らな
い。訓練したから、
それが生
かせるかどうかは、
その場
にならないとわからない。
しかし、
訓練を続けること
で、
災害に対する認識も変
わってくる。
認識を高め、
市民が安全、
安
心して暮らせるよう、
実の
ある訓練を継続して今後も
続けられるよう要望する。

外）に浸して水気をきる 。

出典 www3.cty-net.ne.jp より

（答 弁）
訓練の実施に当たり、計画段
階から実施まで、市の担当者
と地域自主防災組織が協議
し、訓練の方向を決めてい
た。中学校区単位の実施であ
り、様々な自主防災組織、住
民が参加することになり、防
災に対する意識や、訓練習熟
度に差があり、限られた時間
内で充実した訓練にするには
非常に難しいと理解してい
る。

材料（２人分）

（答 弁）
平成二八年四月に路線バス
と外出支援バスについての
方向性を示した。
今後、高齢化の進展により、
他に移動手段を持たない世
代が増加し、バスのニーズが
変化すると予想している。バ
ス路線の再編成も想定され、
外部の委員による検討委員
会を設置し、今後の公共交通
のあり方について見当を進
める。

（質 問）
今回、京阪バスより、利用者
の減少、乗務員不足の理由に
より、南星台関係系統の路線
廃止予定の申し入れがなさ

（答 弁）
バスを利用していない方の多
くは、関心度が低い。しかし、
通勤、通学の利用者、高齢によ
り免許証を返納し、移動手段を
バスに求められる方にとって
は、深刻な問題である。これら
の公共交通機関の維持には、地
域住民が主体となって、行政と
ともに考えていくことが重要
である。
（質 問）
今後、高齢化が進む中で、バス
運行が困難になれば、デマンド
タクシー（乗り合いタクシー）
という移動手段があるが、市と
してはどう考えていくのか。
（答 弁）
今後、検討を進める上で、これ
らも検討のひとつと考えるが、
路線バスが運行されている状

ぐらせて、170°C の揚げ油でカラリと揚げる。
②

大さじ３
大さじ１
大さじ４

れんこんは 1cm 幅に 6 等分の輪切りにし、酢水（分量
①

６ｃｍ
適量
適量

・レンコン
・揚げ油
・塩
（Ａ）ころも
・薄力粉
・青のり
・水

レンコンの青のり天
超簡単レシピ
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