平成２９年度１２月定例議会報告 一般質問より抜粋

安心・安全な
まちづくりについて
公共交通について
（質 問）
路線バス事業に関して、京阪
バスより事業の見直しの申し
入れに対し、当該地区の生活

早一様「墨のかほり」より
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（答 弁）
地域のまちづくり目的に照ら
した地域公共交通、まち全体の
地域公共交通網、既存の鉄道、
路線バスの生かし方、先例事例
にとらわれない、柔軟な発想な
どの視点で検討を進めていく
必要がある。

交野市の神社

薬師寺

に影響を及ぼすことから、継
（質 問）
続の要望があったが、その後
今は自分で車にのれるし、何と
の進捗状況は。
か移動は出来ているが、近い将
来、車にも乗れなくなった場
合、家族の通勤、通学の送迎は
（答 弁）
路線バスを利用するしかない
懸念していた南星台関連系
状況もある。今、自治体に求め
統の路線は、運行経路や運行 （答 弁）
時間は変更されるものの一 人口減少、少子高齢化が進む中 られているものは。
定の継続を予定されている。 で、公共交通の環境は厳しさを
地域公共交通検討委員会は、 増している。特に路線バスにつ （答 弁）
一月末に開催を予定してお いては、生産年齢人口の減少、 今までの地域公共交通につい
り、現在は、京阪バスとの協 マイカーの普及等により、利用 ては、民間の交通事業者が中心
議や地域区長との意見交換、 者数の減少が顕著であり、この であって、近年では、公共交通
有識者との相談、議論を継続 ままでは、路線の廃止も想定さ を取り巻く環境は非常に厳し
れる。まずは、利用促進への取 いものがあり、大都市以外の地
的に行っている。
り組みが重要である。事業者、 域では、公共交通網が弱体化
行政、利用者、地域が連携して、 し、地域の衰退が危惧されてい
その役割分担を明らかにして る。しかし、地域公共交通は日
推進する必要がある。
常生活に不可欠なインフラで
ある。
（質 問）
自治体や地域住民などが創意
地域公共交通検討委員会が設
工夫して地域にあった仕組み
置されるが、その委員会の進
を作り、その地域の公共交通網
め方、考え方は。
を補うことが求められている。

第三中学校

（質 問）
自治体や地域住民などが創意
工夫して公共交通の仕組みを
つくり、公共交通網を補完す
ることが求められているとの
ことだが、どうすれば、住民に
とってよりよい交通網になる
のか。
（答 弁）
ほとんどの地域では、民間の
交通事業者任せの時代は終わ
り、今は自治体や地域住民が
その地域の公共交通の維持・
継続について積極的に考えて
いかなければならなくなって
いる。
（質 問）
市 のゆ うゆう バス と公共交
通、京阪バス、そういったとこ
ろが共存できるのか、どうい
う形が一番いいのか、今後、検
討委員会で議論されると思う
が、弱者だけの公共交通機関
ではなく、市民全体を念頭に
おいた検討委員会での進め方
は。
（答 弁）
地 域公 共交通 を検 討する場
合、既存の公共交通を検証し、
課題を整理した上で、まちづ
くりの目的に沿った全体構想
を描く必要がある。

で、貴重な歴史遺産です。
交野市の文化財に指定され
ている。
場所
交野市星田一丁目二十一 十-二

（答 弁）
交野の豊かな自然を守る意
識を育てるために、日常生活
で見過ごされている物事や
現象を環境問題や環境保全
に関する課題として意識さ
せることが必要である。
学校における環境教育は、一
部の教科だけで行うのでは
なく、学校全体での取り組み
が不可欠である。
特に学校外での活動や家庭
や地域社会と連携して行わ
れることが重要である。

関係者の連携や役割分担の
もとで、地域の実情に合った
持続可能な交通施策を推進
していきたい。

（要 望）
交野市は、狭い市中にバス
だけでなく、鉄道の駅が六
つもあるということで、外
から見れば、大変便利なま
ちと映ると思うが、本当の
意味で鉄道との連携、市外
に出る直Ｑバスとの連携で
利用者にメリットのある施
策を含めて検討してもらい
たい。

教育行政について
環境教育について
（質 問）
今後、環境教育について、

（出典：kikkomanHP より）

（質 問）
南星台系統の路線バスは。一
時的に廃止は免れた感はあ
るが、路線が廃止されるとい
う想定の域を出ないと思わ
れる。それに対し、市として
は、どのように考えているの
か。

教育委員会としてどのよう
に考えているのか。

（質 問）
環境教育の出来ない立地条件
の学校の取り組みは。

星田小学校

薬師如来は、中央の厨子の中
に安置される本寺の尊像で
す。等身の堂々とした姿で、
室町時代の制作と推定され
ています。寄木造りで、目に
玉眼が嵌め込まれ、漆箔で仕
上げられています。千体仏
は、室町時代の政策と推定さ
れる、薬師如来像四七二躯、
地蔵菩薩像一九二躯、地蔵菩
薩立像五躯、菩薩像立像二躯
が現存しています。像高四セ
ンチから十五センチの小さ
な仏像群です。同じ尊像を多
数作るところに意味があり、
当時の仏教信仰を考える上
交野でも出来ると思うが。
（答 弁）
本市においても、小学六年生
が卒業の前に、中学校区の清
掃活動を合同で行っている学
校もある。また、児童会と生
徒会が協力して清掃活動や合
同挨拶運動等を行っている。

（質 問）
子供たちが誇れる交野におけ
る環境教育について、教育委
員会の今後の取り組みは。

ニンジンとレンコンは小さめの （３）レンコンに火が入って透き通
乱切りにする。
ったような感じになったら
フライパンにごま油を熱し、牛肉
（Ａ）をまわし入れ、全体に
を炒め、色が変わったら（１）
絡める。火を止めて器に盛り
を加えてさらに炒める
つけ、白ごまをちらす。
1本
150ｇ (1)
５０ｇ
(2)
2/3
適宜
大さじ１
大さじ１
大さじ２
・ニンジン
・レンコン（小）
・牛肉(こま切れ)
・ごま油 大さじ
・白いりゴマ
(A)・生醤油
・みりん
・酒

ニンジンとレンコンのきんぴら（２人分）
超簡単レシピ

（答 弁）
環境教育は、地域の特性を十
分に生かして行っている。稲
作体験や里山保全活動等があ
るが、活動体験が出来る場所
がない場合、バケツでの稲づ
くりなど工夫している。

第二中学校

地
震
・
風
水
害

ゆうゆうセンター
福
祉

（質 問）
環境教育の中で、他市で、中
学生、小学生が一緒に清掃活
動をし、一緒になって成果を
発表する学習を見てきたが、

交野小学校

（答 弁）
学校における環境教育は、学
校全体の教育活動を通して
取り組んでいる。
低学年では、自然環境に対す
る感受性や興味・関心を高め
る取り組み、中学年では、自
分たちの生活が地域と関わ
って成り立っている意識づ
け、高学年では、物の連鎖や
循環という考え方の習得な
ど、授業、課外活動などを通
して、身につけることが出来
るようにしている。

指定避難場所

