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令和４年度 第１回子育て教育・福祉部会 

日時：令和４年７月20日 

場所：浪速区役所７階会議室 

○小林総務課長 

 ただいまから、令和４年度第１回の浪速区区政会議  子育て教育・福祉

部会を始めさせていただきます。 

 私は、本日司会を務めさせていただきます、総務課長の小林と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速始めさせていただきますが、ちょっと座って進めさせていただきま

す。 

 本日の「子育て教育・福祉部会」は、子育て支援、教育、福祉などに関

するテーマを、皆様から活発な意見をいただく、意見交換の場として開催

をするものでございます。いただきました御意見等につきましては、部会

としまして、この後開催されます本会議で報告をさせていただくというこ

とになっております。 

 本日は、当部会の委員８名いらっしゃいます。現在７名御出席いただい

ておりまして、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条第５

項の規定により、本日の部会は有効に成立しておりますことをここに御報

告をさせていただきます。 

 では、議事に入ります前に留意事項を申し上げさせていただきます。 

 区政会議及びその議事録は公開を原則としています。当部会につきまし

ても、会議終了後、議事録を作成し、ホームページ等で公開をいたします。

そのため、本日の会議におきまして録音をさせていただくとともに、会議

風景を撮影をさせていただきます。何とぞ御了承のほう、よろしくお願い

いたします。 
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 それでは、議事に入りたいと存じますが、部会におきます議題の１「部

会長・副部会長の選出」まで、私のほうで進行を務めさせていただきます。  

 部会長とその補佐役としまして、副部会長を互選によりお決めいただき

ます。 

 まず、部会長についてどなたか御推薦等ありましたら、よろしくお願い

したいのですけれども、いかがでしょうか。 

 豊嶋委員、お願いいたします。 

○豊嶋委員 

 ２期目でいらっしゃる、田中さんにしていただいたらと思います。 

○小林総務課長 

 ありがとうございます。 

 ただいま、豊嶋委員のほうから、田中委員の推薦をいただきました。皆

様御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○小林総務課長 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、異議なしのお声をいただきました。田中委員に部会長をお願

いしたいと思います。 

 引き続き、副部会長の互選を行います。どなたか御推薦等ありましたら

お願いしたいですが、いかがでしょうか。 

○武守委員 

 部会長に決めていただいたら。 

○小林総務課長 

 今お声ありました。 

 田中部会長、どなたか御推薦いただけませんでしょうか。 
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○田中部会長 

 ほとんどの方が１期目になりますので、副部会長には２期目の大渕委員

さんにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○小林総務課長 

 田中部会長から、大渕委員の副部会長への御推薦いただきましたけれど

も、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○小林総務課長 

 ありがとうございます。 

 それでは、田中委員、大渕委員はそれぞれ部会長席、副部会長席のほう

へお移りいただきますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 では、改めまして、ここからの議事進行は、田中部会長にお願いいたし

ます。 

 田中部会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中部会長 

 ただいま皆様の御推薦によりまして部会長の職につくこととなりました

田中です。ここからは、皆様の御協力をいただき、私のほうで議事を進め

てまいります。よろしくお願いいたします。 

 また、発言の前には、委員のお名前を名乗ってからの発言をお願いいた

します。 

 それでは、議題２の「現状の課題共有と今後の取組について」、まずは、

意見交換会で出された御意見について、区役所から報告してもらい、その

後、約15分程度の意見交換へと進めていただきたいと思います。 

 皆様の積極的な御意見をぜひとも賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、議題２について、区役所からの報告をよろしくお願いします。  
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○堀保健福祉課子育て支援担当課長代理 

 私はグループ①のほうに参加させていただきました、浪速区役所保健福

祉課子育て支援担当の堀と申します。よろしくお願いいたします。 

 皆様から活発な意見をいただきました。たくさんありましたので、時間

切れになってしまったような感じですけれども、一つずつお伝えさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、１番が、私どものほうのグループ、見守りネットワーク事業につ

いての御意見でした。知っている方であっても、介入していくところも難

しいところがある。せっかく介入をし始めても、警察の方とか支援機関と

かいろんなところにつなげていくんだけれども、それ以上動きが止まって

しまうと、もうこれ以上言っても意味がないんちゃうかなとか、そもそも

相談することに意味があったのかなということで、相談することを止めて

しまうということが往々にしてあるということで、ここに言ったら何か解

決するというところがあったらよいのになという御意見がございました。 

 それから、当事者さんそのものが地域のコミュニティの中に入っていけ

ていないと困っておられる方というのに気づく機会がないということで、

ふだんから食サですとか老人福祉センターなどに行っておられる方であっ

たら、ちょっとしたことで異変に気づくことができるんだけれども、何が

一番難しいかというと、行きたくない人に課題が多い。ただ、行きたくな

い人は来ない。なので、そういう方々をどうやって掘り起こしていったら

よいのかということが一番の難しさであるということで、複数の御意見を

いただきました。 

 それから、このコロナ禍で特に見えにくくなっている。今までお買い物

とかにもよく行っていらっしゃった方でも、回数を減らしたりですとか、

人混みがないところの時間帯に行かれる方も多くなってきたりするという
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ことで、ふだんだったらお会いできていた方に、ここ数年会うことも難し

くなっているということで、御意見を頂戴しました。 

 ２点目です。子育て支援事業についての御意見です。 

 子育てマップ等についての御意見です。直接それを手に取って見ていた

だいたとして、そこからそこに載っている支援機関に相談しようとか、行

ってみようと思う方がどれだけおられるのか、なかなかその数というのは

実際に難しい。少ないのではないかという御意見を頂戴しました。 

 それから、現場で実際に拾った情報。例えば、園ですと、保育園ですと

か幼稚園で拾った情報というのをどこまで的確に支援先につなげていくこ

とができるのかということに課題があるのではないかというお話をいただ

きました。 

 それから、実際に子ども・子育てプラザというところが支援機関にある

んですけれども、そこの先生方が非常に大きく気づきを持っておられて、

適切に御相談に乗っておられたり、適切なところにつなげたりということ

をしてくださっているという意見もございました。 

 これも１番と一緒ですけれども、孤立している方の掘り起こしそのもの

が難しいということで、そういう方々が一体何に興味を持っているのかと

いうところがちょっと分かりにくいところに課題があるのではないかとい

う話がありました。 

 最後、３点目です。学力向上支援事業です。こちらについては申し訳あ

りません。あまり時間がございませんでして、事業の概要をお聞きいただ

いたところで終わってしまったような状態です。学校によって参加率にば

らつきがあるという話が出ていました。学力の程度は不問にしているんだ

けれども、本当は学力向上ということなので、学力向上したい子に来ても

らうということが望ましいんだけども、勉強が嫌いな子ってそもそもそこ
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に参加することが難しいんじゃないかなという話までいったところで時間

となりました。 

 私からは以上です。 

○細川保健福祉課長代理 

 続きまして、グループ②の報告をさせていただきます。私は、浪速区役

所保健福祉課の細川と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、グループ②のほうですけれども、順番は２番、３番、１番の順に

討議をさせていただいております。 

 それで、１番の地域における要援護者の見守りネットワーク事業の関係、

ちょっと最後時間が少なくて、あまりちょっと意見交換というのができな

かったように思います。 

 困っている人がいることに気づくきっかけですけれども、なかなかそも

そも出歩かない方がいらっしゃるので面識がないということで、民生委員

さんに言っても分からないのではないかという御意見もありました。 

 外に出てきて挨拶できる人は分かるんだけども、でも、出てきても何に

困っているかということが分からない。つながることを喜んでくれる人は

よいんだけども、そうじゃない人も多いということで、なかなかつながり

にくいなという御意見がありました。 

 また、委員さんの中に団地の連絡員をしていただいている委員さんがい

らっしゃいまして、そこでたまたま団地に住んでおられる方が、水漏れの

相談の話がございまして、その話の相談に乗ったことで、独居をされてい

る方ということが分かったという例もありました。団地の連絡員をされて

いるのでそういう情報も入ってくるということで、そのときはどうしてよ

いかということもお伝えすることもできるのですが、一般の人だったら分

からないのではないかなという御意見がありました。 
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 どのようにしていったらよいのかということにつきましては、困りごと

等があればここに連絡してくださいという、例えばポスターの掲示があっ

たり、掲示もなかなか見ていただける方も少ないので、個別に配付をして

いってはどうかという御意見が出ておりました。 

 続きまして、２番の子育て支援事業ですけれども、どのような広報手法

が有効かというところで、子育て応援マップなどでは多言語版、４か国語

の作成のほうもされているんですけれども、最近では、インド、パキスタ

ン、ベトナムの方も多く見かけるようになっておられると、現在は４か国

語の分だけだけれども、ほかの言語も対応できるようにできないかなとい

う御意見がありまして、例えば外国の物産展というんでしょうか、個人経

営のされているところも多いんですけれども、そういった販売店のところ

に困りごと等あれば周知できるような何かポスターなり、何か分かるよう

なものを掲示してはどうかという御意見もいただいております。 

 また、スーパー、飲食店、例えばなんばパークスなど、商業施設への掲

示ですね。大勢訪れる場所への掲示もしてはどうかという御意見が出てお

ります。 

 ３つ目の、浪速区の中学生の学力向上支援事業ですけれども、こちらの

ほうですけれども、参加人数にばらつきがあるというところですけれども、

そもそも子どもさんがチラシを親に渡していないのではないかという御意

見がありました。親の手元に渡っていないと、親に見せていないと、なの

で、親に情報が届いていないという御意見がありました。 

 確かに子どもさんやっぱり成績とかもちょっとよくないときもあったら

なかなか見せられないというところもあるかと思うんですけど、それを確

実に親御さんに情報が行き渡るということで、例えば、保護者メールなど

で確実に届けることはどうかとか、あとホームページに掲載してはどうか
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という御意見が出ました。 

 なかなか各項目10分という短い時間でしたので、ちょっとこういった意

見だけですが、以上、報告終わります。 

○田中部会長 

 ありがとうございました。 

 では、これから議題２について、意見交換を進めてまいります。 

 特に区役所からの御報告をお聞きいただき、別のグループでの議論内容

について追加の御意見がございましたらお願いします。 

 どなたか御意見ございますでしょうか。 

 大渕さん、お願いします。 

○大渕委員 

 失礼します。 

 まず、その地域における要援護者の見守りネットワーク事業についてで

すけども、ちょっとそもそも論になって申し訳ないことになるかも分から

ないんですけども、基本的に先ほどいろいろ御意見いただいた中をずっと

聞かせていただいておったんですけども、どういう人がおるのか分からな

いというところが根本的な原因やと思うんですけれども、結局のところそ

ういうところは自助であるというところで行政からいろいろ防災訓練等々

も含めて言われていると思うんですけれども、結局のところは地域のコミ

ュニティ、まあ言えば町内会ですね。こちら側が担う部分が圧倒的に大き

くて、基本的に地域のおじいさん、おばあさんというのは、もう地域で見

守るというのが、もともとの、私もここに 50年間住んでおるんですけれど

も、地域の担う部分が非常に多かったと思うんですよ、ところが、昨今、

浪速区は特にですけれども、少子化で小中学校が統廃合起きておりまして、

現に小学校で何校も統廃合になって、結局何がというと、地域コミュニテ
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ィの拠点となる学校がなくなって、それで、地域の連合であったり町会と

いうのがどんどん弱くなって衰退していく傾向にあると思うんですね。 

 あとは、そういうものは少子化によって統廃合というのはありかも分か

らないんですけれども、そうなった場合の地域のコミュニティを維持させ

るという施策というのを、やっぱり行政のほう、区政、市政になるかも分

からないんですけれども、そういう部分を着目していただいたらよいんじ

ゃないかなと思います。 

 以上です。 

○田中部会長 

 大渕委員の御質問に対するお答えを、区役所からお願いいたします。ど

うでしょう。 

○矢田保健福祉課長 

 そうですね。地域のコミュニティを維持させるということは、地域の中

のつながりをもっと密にしていくというイメージでよろしいですか。 

○大渕委員 

 もともとあるものが存在はしているので、そこをなくさないように、ど

んどんどんどん弱っていかないようにするために、実際に拠点がなくなっ

たところでの地域コミュニティの集まりであったり、正直小学校がなくな

ると地域の拠点がなくなる形になりますから、現に私の知っているところ

は、恵美小学校は、なかなか地域のコミュニティはしんどいということも

よく聞いておるので、そういうところがどんどんどんどん今後浪速区増え

ていくと思うので、そういうところに対しての補助というか、助成ですよ

ね。結局行政側からはそのコミュニティを守るという新たな拠点であった

り、そういう拠点がなくなったところに対して補助的なものというものを

何かないのかなというのがすごく心配です。 
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 うちの地域も特に、大阪でも断トツに少ない敷津という地域になってい

ますので、非常に憂いている部分もあるのでそこが心配だと、ちょっと大

きい話になって申し訳ないんですけども、根本的にそこを焦点を当てて、

まずは自助という部分で地域・町会という部分に委ねるのが一番見守りに

は直結するのではないのかなと、先ほどいろいろあったように、民生さん

でも当然各地域に民生委員さんがおられるので、民生委員さんは実際に町

会から選出されたり、連合から選出されて出ておられる方なので、そこが

弱るとどないも機能しないですという部分じゃないのかなと思います。 

 ちょっと感じた部分です。 

○矢田保健福祉課長 

 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思うんです。地域に住ん

でおられる方たちのつながりというのが非常に大切だなと思っております。  

 役所ってそこから何かを言っていただかないと分からない。 

 今、問題にしているところというのは、自分の力で何とかしてくれとい

うことが言えない人たちであったり、社会的に孤立されている方たちに対

して、今まで区役所というのは、本人が申請してきたものに対して答えて

いきますよという立場だったんですけれども、そうではなくて、そういう

方たちに気づいて、そこに入っていくことが行政としての役割なんだよと

いうのを今言われているんですね。 

 そうなると、どうやって気づいていったらよいだろうと。 

 それで、そこの次にくるのが、やっぱり地域の皆さんがつながりづくり

をしていただいて、そこから声が上がってくるのが大事だなという話にな

っていくのかなと思います。 

 そのためには拠点も必要だよということと理解してよろしいですか。 

○大渕委員 
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 はい。 

○矢田保健福祉課長 

 場所ということですね。 

○大渕委員 

 場所もそうですし、場所が根幹になってコミュニティというのはできて

いくと思いますので、それが失われつつある過程にあると思いますので、

それに対する支援というものですね。そういうものも今後念頭に入れてお

いたほうがよいんじゃないですかという、勝手にといったら失礼ですけれ

ども、地域から連絡というのが多分いくと思うんですよね。吸い上げとい

う部分は恐らく密に今までできていたところもあるし、できてなくなって

きているんじゃないかなというところを感じているところです。 

○矢田保健福祉課長 

 御意見ありがとうございます。 

 拠点の部分につきまして、また役所のほうで考えさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○田中部会長 

 大渕委員、よろしいでしょうか。 

○大渕委員 

 はい。すみません。 

○田中部会長 

 すみません、ありがとうございました。 

 もうちょっとお時間少ないので、もうお一方ぐらい御意見を聞きたいん

ですけれども、どなたがありませんか。 

○武守委員 

 その民生委員さんというのは、そういう地域のお年寄りとか、そういう
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方の名簿というのはあるんですか。 

○矢田保健福祉課長 

 はい。要援護者名簿というのを役所が作っております。 

 それは、災害時に支援が必要になるだろうなと思われる方につきまして、

役所のほうでちょっと抽出させてもらいましてね、それで、抽出された方

に対して、地域に名簿を提供してもよいですかと同意を取った上で、民生

委員さんのほうに名簿をお渡しさせていただいています。 

○武守委員 

 今お話をされているのは、その名簿に載っていない方ということですか。  

○矢田保健福祉課長 

 も、含めてということです。 

○武守委員 

 うーん。なかなかそれは、でも、手を上げていただかないことには難し

いですね。 

○矢田保健福祉課長 

 難しいです。 

○武守委員 

 だから、誰かが先ほどのお話のように、見つけたときにどこに言ってい

けばよいのか、言った人がもう最初から最後までずっと、例えば、ここた

らい回しにされて、それ全部連絡しなあかんとなると、結構大変な作業だ

と思うんですね。だから、例えば、役所のここに言えば、あとはもう任せ

てくださいといえるところがあればね。 

 どこかの市で、何でもやる課みたいなところがあるじゃないですか。 

○矢田保健福祉課長 

 ありますね。 



 

－13－ 

○武守委員 

 何か相談したら、そこが全部何でも、窓口を広く持っていただいて、そ

ういう困っている方だとか、今の子育てのことなのか、いろんな防犯のこ

とも含めて、ここに言えばよい。 

 例えば、何か事件があれば110番って子どもでも分かります。火事があっ

たら119番、救急車。何かそういうような、ここに言えばよいというような、

例えば、今の短縮ナンバーとかね、今のポスターでも110番とか、そういう

のが分かってもらえれば、子どもでも何か困っている人見つけたらそこに

連絡がいくみたいなね。何かこうワンイシューなところがあればよいなと

思いますけどね。 

○矢田保健福祉課長 

 そうですね。 

 この連絡先の周知というのがまだ。 

○武守委員 

 そうですね。 

 最近子どもさんのいじめとか何か家庭内の暴力とかで何か短縮番号があ

ったと思うんですけど。 

○矢田保健福祉課長 

 あります。 

○武守委員 

 そういったものですね。はい。 

○矢田保健福祉課長 

 はい。 

○武守委員 

 だんだんあれも浸透してきていると思うんですけど、やっぱり何か困り
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ごとがあればここにという。 

 よろしくお願いします。 

○矢田保健福祉課長 

 御意見ありがとうございます。 

○田中部会長 

 ありがとうございます。すみません。 

 そろそろ時間も差し迫ってまいりましたので、意見交換はこの辺りで終

了させていただいてよろしいでしょうか。よろしいですか。 

 本日の当部会の議事は全て終了しました。委員の皆様方には円滑な議事

進行に御協力をいただき感謝いたします。この後は事務局の方でよろしく

お願いします。 

○小林総務課長 

 田中部会長、大渕副部会長、ありがとうございました。 

 最後に世古口副区長から何か一言ありますか。 

○世古口副区長 

 副区長の世古口でございます。 

 本日は、お忙しい中、このようにたくさんの方にお集まりいただき、ま

た、貴重な御意見たくさんいただきまして、本当にありがとうございます。  

 今回皆様方からいろんな御意見を頂戴したいということで、ちょっと新

しい試みで意見交換会と部会を先に開催してから本会議に入っていくとい

った試みをやってみたのですが、ちょっと時間が足りなかったとか、様々

な問題があったかと思います。 

 最後にいろんな御意見をいただく用紙もご用意していますので、本日の

こういった新しい試みの御意見もぜひ頂戴いただけたらと思います。 

 また、皆様方からいただいた貴重な御意見については、区政にぜひ参考
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にさせていただきたいと思いますので、本会議でも活発な御議論いただけ

たらと思います。 

 あと、地域の支援のことで副部会長からも御意見をいただきました。 

 我々としては、地域活動協議会を積極的に支援していきたいということ

で、取り組んでいるところでございます。 

 区役所からの追加の補助金というのはなかなか難しいんですけども、い

ろんなほかの団体から助成金の得方などについて、我々も勉強して地域の

皆様方に提供させていただけたらと思っております。 

 それでは、これをもって部会を終了しまして本会議に入っていきますの

で、引き続きご議論のほどよろしくお願いいたします。 

  

○小林総務課長 

 それでは、これをもちまして、子育て教育・福祉部会、閉会とさせてい

ただきます。 

 この後20時から本会議ということで、隣の会議室へ移動していただきま

して、引き続きよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

―了― 


