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+６（プラスシックス） 

豊かな人間性 社会性 Ⅰ－③  

 

こどもの居場所づくり・ 

世代を越えたつながりづくり 

 

○みんな食堂をはじめとしたこどもの居場所への支援・連携 

○地域主催の盆踊り・もちつき大会等 

    ○ゲストティーチャー制度 
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○みんな食堂をはじめとしたこどもの居場所への支援・連携 

 平野区は、核家族化や少子高齢化の進展を踏まえて、「住民同士が親

睦を深める」「こどもと高齢者が世代を越えてつながる」ことの重要性

を再認識し、「多世代交流」を将来ビジョンのキーワードとして位置づ

けました。 

 こどもたちを中心に、世代を超えて住民同士が気軽に集まり交流の

場となる「みんな食堂（※1）」（＝こども食堂をはじめとしたこどもの居

場所）の運営団体等のネットワーク（※２）と連携しつつ、こどもの居場

所づくりに向けた活動へのフードド

ライブ（※3）やさまざまな媒体を活用

した広報支援を行い、世代間の助け

合いの心を醸成しています。 

 また、こどもの見守り強化事業として活動費等への支援や学習活動に

対する支援も行っています。 

 

（※１） 「みんな食堂」とは、いわゆる「こども食堂」に、平野区政のキーワード「多世代交流」の

観点を取り入れたもので、こどもたちを中心に世代を超えて住民同士が気軽に集まることがで

きる交流の場のことをいいます。 

（※２） こどもの居場所活動をされている運営団体等が、情報共有などを図ることができるように、

令和2年度より「平野区みんな食堂ネットワーク連絡協議会」を立ち上げ、自主的に活動して

います。区役所はこのネットワークと連携しています。 

（※３） フードドライブとは、家庭で余っている食材の中から、一定の条件のもとで持ち寄っていた

だき、運営団体等へ寄付し活用していただく取組です。 
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○地域主催の盆踊り・もちつき大会等 

 平野区では、平野区地域活動協議会補助金事業（平成25年度～）や、

自律した地域運営に向けた支援事業（平成24年度～）に取り組み、地

域活動協議会の自律的な運営と地域課題の解決に向けた主体的な活動

を支援し、住民間の交流を促進しています。地域活動協議会では、各小

学校下で、地域・学校等が協働し、多世代が参加できる「地域主催の盆

踊り」や「もちつき大会」などのイベントを開催しています。 

 将来ビジョンのキーワードである「多世代交流」の意義の浸透を図る

ため、住民同士の見守りや地域への愛着心の醸成につながる住民間の交

流促進に向けて、引き続き、地域活動協議会へ積極的な支援を行います。 

 

○ゲストティーチャー制度 

 平野区では、児童・生徒の自尊感情を高めるため、また自立する気

持ちを高めるために、令和元年度に「ゲストティーチャー制度」を立ち

あげました。 

 本制度は、学校外の方を学校にお招きし、仕事の内容や仕事に対する

熱意、失敗談やそこからどのように立ち直ったかなど、ご自身の体験談

を語っていただき、小中学生に仕事をすることの意義や楽しさを伝えて

いただく内容となっています。 
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+７（プラスセブン） 

安全・安心 規範意識 Ⅰ－③  

 

こどもの安全確保や 

社会のルールを学ぶ機会の提供 

 

○地域の見守り隊 

○こどものための地域安全見守り防犯カメラ 

○自転車マナーアップスクール 
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○地域の見守り隊 

 街頭における犯罪を抑止するため、地域で取り組む防犯活動のほか、

地域や警察と連携して防犯カメラを設置するなど、多様な主体との協働

による対策を講じて、安全で安心なまちづくりを着実に進めていく必要

があります。 

 小・中学生の登下校時に、横断歩道の横断時の安全の確保などを見守

る「こどもの見守り活動」が、地域活動協議会や PTA 等のボランティ

アの方々のご尽力により、区内の地域各所で広がっています。 

 平野区では、こどもたちをはじめ区民の皆様が、街頭で交通事故や犯

罪に巻き込まれないよう、警察・行政・防犯組織・学校・企業等との連

携を深化させながら、地域防犯力の向上を図っています。 
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○こどものための地域安全見守り防犯カメラ 

市民を不安にさせる凶悪犯罪、特にこどもに対する犯罪や、犯罪の前

兆となるこどもに対する声掛け事案などの状況を踏まえ、区内の通学路

を中心としたこどもたちが集まる場所に、犯罪に対する抑止効果の高い

防犯カメラを設置していく必要があります。 

 犯罪発生時には、警察と連携し、防犯カメラの映像提供等、捜査協力

を行うなど、効果的な活用を図りながら、こどもが犯罪に巻き込まれな

い安全・安心な平野区をめざしています。 

平野区では、行政・防犯組織・学校・企業等との連携を深化させなが

ら、地域防犯力の向上を図っています。 

 

○自転車マナーアップスクール 

平野区内では、多くの方が自転車を利用しています。 

しかしながら、信号無視や逆走など、交通ルールが順守されていない

事例があります。そのため、交通事故が多く発生しており、今後は、大

人の方への啓発に注力すべきと考えていますが、こどもの頃から安全意

識を高めていくことも必要です。 

平野区では、こどもたちをはじめそのご家族が、自転車を安全で適正

に利用していただくため、ご依頼のあった団体にCAT隊による自転車

マナーアップスクール（出前講座・交通安全指導）を開催します。 
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+８（プラスエイト） 

子育て・子育ち Ⅱ－①  

 

子育て世代への包括支援、 

区福祉部門と学校園との連携、 

要保護児童対策等 

○子育て情報と支援者ネットワーク 

○子育てのセーフティネット 

○要保護児童対策地域協議会 

○こどもサポートネット事業 

○ももいろ子育てねっと・ひらの 
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○子育て情報と支援者ネットワーク 

平野区では、区内の子育て関係機関や施設により構成される「平野区

子育て支援関係者連絡会議」において、子育て情報誌「ひらの子育ての

ＷＡ！情報」を年１回発行し、乳幼児健診時や子育て関係施設などで配

布し、子育ての情報を広く発信しています。 

加えて、平野区社会福祉協議会や区内公民保育所、幼稚園、子育て支

援センター、企業等が連携して「ひらの子育てフェスタ」を開催してお

り、子育て情報の発信や子育て世帯同士の交流を促進しています。引き

続き、子育て支援者のネットワークを充実していけるよう、関係者と協

働しながら取り組んでいきます。 
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○子育てのセーフティネット 

妊娠期から子育て期にわたり、たえまない支援体制を強化するため、

子育て支援室と保健師との連絡会を月１回開催し、特定妊婦等の情報や

援助方針の共有を引き続き取り組んでいきます。 

 また、乳幼児健診への臨床心理士による相談対応など、養育者の相談

ニーズに応じて、区役所内の関係者が連携し、子育ての不安軽減や支援

へつないでいます。 

令和２年度より「４歳児訪問事業」が開始となり、乳幼児健診から就

学前健診までの子育て期において、保健師が健康教育や子育て相談など

に対応し、切れ目のない支援をめざします。 

さらに、平成２７年４月に配置された「子育てコンシェルジュ」によ

る情報の提供や相談支援などの活動を行っており、子育て家庭のニーズ

に合わせて、必要な支援を選択して利用できるよう取り組んでいきます。 

 

○要保護児童対策地域協議会 

要保護児童対策地域協議会は、大阪市南部こども相談センター等の行

政機関や専門職、学校園、児童福祉関係者団体などと区役所で構成して

います。 

同協議会における実務者レベルでは、今後も、虐待を受けたこどもを

はじめとする要保護児童等に関する情報や、児童の適切な保護を図るた
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めに必要な情報を共有しつつ、支援の連携に関する協議を行うとともに、

子育て支援者向けの研修会にも取り組んでいきます。 

 

○こどもサポートネット事業 

支援の必要なこども・子育て世帯には、複合的な課題が多いことから、

こどもとその世帯の両方に着目した課題の発見、支援が必要です。 

そのためには、こどもが一日の多くを過ごす、学校での気づきを活か

して、課題を「見える化」し、発見した課題の解消に向けて、適切な支

援につないでいくことが大切であるため、学校（教育分野）・区役所等

（保健福祉分野）・地域資源が連携しこどもと世帯への支援を総合的に

マネジメントする新しいしくみ（こどもサポートネット事業）に取り組

んでいます。 

  



28 
 

○ももいろ子育てねっと・ひらの 

「重大な児童虐待ゼロ」に向けた重点的な取組の実施にあたり、「未

然防止」「早期発見」「早期対応」の３つの観点から、子育て支援室の機

能強化が重要となるため、子育て支援室に新たに「親子ケア支援員」を

配置し、虐待リスクのある家庭、子育てに課題のある家庭等への支援を

強化しています。 

また、子育て支援施策を充実させるために、これまで実施してきた区

広報紙、区ホームページ、Facebookによる子育て情報の発信に加え、

新たにLINEによる子育て情報の発信を開始します。 

さらには、平野区における子育て支援を充実させるにあたり、地域の

関係機関をはじめとした多くの方々の協力が不可欠であるため、区役所

へ新たに「子育てネットワーク強化支援員」を配置し、様々な地域の子

育て関係者との連絡調整、連携協働、新たな地域資源開発等に取り組み、

子育て世帯へのニーズへの対応力を強化しています。 

  



29 
 

+９（プラスナイン） 

学生生活・自立 Ⅱ－②  

 

「いじめ」「不登校」など学校生活が 

困難な状況にあるこどもへの支援 

 

○家庭・学校・地域・行政等との連携 

○生きる力育成支援事業 

○ひらの青春生活応援事業 
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○家庭・学校・地域・行政等の連携 

 いじめは受けるこどもの人権が侵害され、尊厳が損なわれる恐れか

ら、家庭や学校、地域が連携して、いじめの未然防止・早期発見・早期

対応に取り組む必要があります。 

また、不登校に至る背景も多様化してきており、環境調整や休息、学

力面への支援、対人関係での困難がある場合の専門的な支援など、複雑

に絡み合う背景への対応が求められています。平野区では、これらの問

題の解決をめざし、平成28年度より、「生きる力育成支援事業」（中学

生）、「ひらの青春生活応援事業」（高校生）として、こどもや家庭に寄

り添う支援を独自に行ってきました。 

 今後も、家庭・学校・地域・行政等との連携を強化し、こどもたちの

学校生活を支援していきます。 

 

○生きる力育成支援事業 

平野区では、生きる力につながる基礎学力や生活習慣の定着を図り、

児童生徒が自立した大人になれるよう、さまざまな理由で不登校に陥る

おそれのある中学生を、学校や地域と連携しながら支援します。 

発達障がい、教育分野等に関する専門的な知識や技術を有する区専属

の不登校相談員を配置し、区内市立中学校へ巡回・派遣しています。 

不登校・ひきこもりなど、困難な状況にある生徒及びその保護者・家
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庭に対し、学校・教育委員会・保健福祉センター・こども相談センター

をはじめとした関係機関等のネットワークを通じて、生徒が置かれた環

境への働きかけなどを行い、中学校生活の定着をめざします。 

 

○ひらの青春生活応援事業 

平野区では、若年層が自立に向けて安定した生活基盤を形成するため、

さまざまな理由で不登校に陥るおそれのある15歳から18歳頃までの

高校生を対象に、学校での面談や家庭訪問等を通じて一人ひとりに合わ

せた方法で高校生活の定着と卒業をめざしています。 

また、卒業後の就労や社会生活について、悩みや不安などを受け止め

られる場を用意し、長期的に安定できる生活基盤づくりをめざすととも

に、こども・若者をとりまく課題を早期に把握し、教育・福祉・就労な

ど関係機関の支援ネットワークを推進しています。 
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+10（プラステン） 

こどもの福祉 Ⅱ－③ 

 

ひとり親・生活保護世帯への 

適切な助言等サポートの実施 

 

○ひとり親サポート 

○こどもを持つ生活保護世帯へのサポート（関係機関との連携） 
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○ひとり親サポート 

平野区では、就業支援の専門的な知識を有する「ひとり親家庭サポー

ター」が、ひとり親家庭の方や寡婦の方に対し、自立支援に関する制度

などの情報を提供するとともに、きめ細かな就業相談を行っています。 

そのほか、離婚前の相談や就業相談、ひとり親家庭支援自立給付金に

ついての事前相談なども行っています。 

さらに、平成 28 年度からは、弁護士による「離婚・養育費の相談」

も行っており、今後も、ひとり親家庭等に対して支援していきます。 

 

○こどもを持つ生活保護世帯へのサポート（関係機関との連携） 

 困難な状況にあるこどもや家族が抱える課題解決への支援について

は、「くらしサポートセンター平野」において生活困窮者の自立に向け

た相談支援事業やひとり親家庭の親の就業支援等を実施しています。 

また、こどもを育てる家族の就労や生活面における困窮状態を改善す

るため、教育や福祉の分野に関連する事業を総合的に推進する施策に取

り組んでいます。 

平野区では、これらの総合的な支援策に加え、とりわけ生活保護世帯

のこどもたちの就学や生活面における悩みを深刻化させないために、家

庭との面談時などにおいて、聞き取りなどのサポートを行っていきます。 

  



「子育てや教育に関する相談」のご案内 

相談内容 相 談 窓 口 問 合 せ 

子育て 子育て支援室 
平野区保健福祉センター子育て支援室 

4302－9936 

育児・健康 保健師による健康相談 
平野区保健福祉センター 

4302－9968 

発 達 
発達相談（身体・発達・行動上の心配） 

４・５歳児発達相談 

平野区保健福祉センター 

4302－9968 

発達障がい 発達障がいについて話し合う会 
平野区社会福祉協議会 

6795－2525 

不登校 

いじめ 

悩み 

生きる力育成支援事業 
平野区役所政策推進課 

4302－9903 

ひらの青春生活応援事業（高校生） 
一般社団法人officeドーナツトーク 

070－6549－6418 

不登校・ひきこもり親の会 
平野区社会福祉協議会 

6795－2525 

教育相談 
こども相談センター 

4301－3100 

スクールカウンセラーによる相談 
こども相談センター 

4301－3141 

電話教育相談（保護者専用） 
こども相談センター 

4301－3141 

電話教育相談（こども専用） 
こども相談センター 

4301－3140 

24時間こどもSOSダイヤル（全国共通） 
24時間電話いじめ相談 

0120－0－78310 

メール教育相談 
こども相談センター 

（総合相談窓口） 

自立支援 こども自立アシスト事業（中学生） 
くらしサポートセンター平野 

6700－9250 

くらし 生活困窮者自立支援事業 
くらしサポートセンター平野 

6700－9250 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市 平野区役所 政策推進課 

【問合せ】０６－４３０２－９６８３ 


