
－1－ 

 

令和２年度 西成区区政会議 第２回教育部会 会議録 

 

１ 開催日時 令和２年 11 月 28 日（土）14 時から 15 時まで 

 

２ 開催日時 もと津守小学校 北校舎 普通教室 

 

３ 出席者の氏名 

【区政会議委員】 

   西前 雅晴（議長）、高岩 薫（副議長）、岡村 博之（委員）、 

田中 美由紀（委員）、西田 吉志（委員）、藤本 義次（委員） 

【市会議員】 

   花岡 美弥（議員） 

【西成区役所】 

 横関 稔（区長）、林 浩一（副区長）、谷口 正和（保健福祉担当部長）、 

 三代 満（企画総務担当課長）、苅谷 知佐子（市民協働課長）、松本 元伸（窓

口サービス課長）、平野 皆子（子育て支援担当課長）、鶴見 真由美（総務課

広聴広報担当課長代理）、宇野 新之祐（保健福祉課こども・教育支援担当課長

代理） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

（１）事業の進捗状況について 

 

５ 議事内容 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 それでは、ただいまから令和２年度

西成区区政会議第２回教育部会を開催いたします。 

 いつもお世話になっております。私、西成区役所こども・教育支援担当課長代理の宇野

と申します。 

 皆様におかれましては何かとご多用中のところ、ご出席を賜り誠にありがとうございま

す。 

 それでは開催に先立ちまして、確認事項等をご説明申し上げます。 
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 本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、皆様にはマスク着用でお願い

いたします。また、体調の悪い方はお申出くださいますようお願い申し上げます。 

 感染対策といたしまして、消毒・換気も行っているところですが、教室が、御覧のとお

りなかなかそこまで広くありませんので、できる限りソーシャルディスタンスを確保し、

極力会議の時間も短くするような形で運営をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、まず１点目でございますが、部会定数の確認でございます。 

本会議の委員定数は７名とさせていただいておりまして、現在６名の委員にご出席い

ただいておりますので、開催要件を定めた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項に規定する定数の２分の１以上の委員の方にご出席いただいておりますこと

を確認し、ご報告させていただきます。 

 続きまして、２点目でございます。部会の公開でございます。 

本会議は、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６項に基づき、原

則公開となっておりますのでご了承賜りたいと思います。 

 続きまして、３点目でございます。報道及び傍聴でございます。 

本日は傍聴の方、報道機関とも来られておりますせんのでご報告申し上げます。 

 続きまして、４点目でございます。録画の協力依頼についてでございます。 

本会議の模様は、後日、区のホームページで公開させていただくため動画撮影をさせ

ていただいておりますので、ご了承賜りますようお願いいたします。 

 また、議事録につきましても、お名前を含めまして区のホームページで公開させていた

だくことになりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 続きまして、５点目でございます。資料の確認でございます。 

配付しております資料の確認をさせていただきます。 

 まず最初に、表紙といたしまして西成区区政会議の第２回教育部会。続きまして、区政

会議委員の名簿でございます。さらに続きまして、西成区役所職員の教育部会の名簿でご

ざいます。続きまして、横向きになっております資料でございまして表裏の２枚、資料１

といたしまして、「第１回全体会（令和２年９月 10 日開催）」の資料でございます。続

きまして、ホッチキス留めで表裏で３枚ものとなっております、「令和２年度西成区運営

方針の中間振り返り」の資料でございます。最後に、１枚もの「意見票」ということで、

資料のほうの不足等はございませんでしょうか。大丈夫ですか。 
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 また、当日の配付資料といたしまして、区政会議の全体会で意見が出ておりました空き

家の件につきまして、西成区と阿倍野区合同で空き家の管理・活用セミナーと個別相談会

を開催いたしますので、参考としてチラシを置かせていただいております。 

 以上でございますが、特に不備がないようでしたら。不備等がございましたら、お手数

ですが挙手をいただきたいと思いますが、大丈夫ですね。 

 それでは、横関区長からご挨拶を申し上げます。 

【横関区長】 では、改めまして大変お忙しい中、教育部会にご出席賜りまして本当にあ

りがとうございます。また、平素より区政各般にわたりましてお世話になっておりますこ

とを厚くお礼申し上げます。 

 実は今日、朝、市立大学の水内教授の行っている西成情報アーカイブのまち歩きで、て

んのじ村、動物園界隈をずっと歩いてまして、そういうことでスーツ着ずに、こういう格

好でジーパンで来ましたんで、どうかご容赦いただきたいと思います。寒かったです。そ

ういうことでの開催になりますけど、さっき司会にもございましたけど、新型コロナウイ

ルスの感染ということもありまして、極力短時間で、皆さんの安全を確保しながら対応し

て進めてまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 本日は本当にありがとうございます。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 それでは委員の方々のご紹介をさせ

ていただきます。まずは区政会議委員から、本部会にご参加いただいております委員でご

ざいます。五十音順でご紹介させていただきます。 

 岡村委員です。 

【岡村委員】 よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 高岩委員です。 

【高岩委員】 よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 田中委員です。 

【田中委員】 よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 西田委員です。 

【西田委員】 よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 西前委員です。 

【西前委員】 よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 藤本委員です。 
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【藤本委員】 藤本です。よろしくお願いします。  

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 若林委員につきましては、本日欠席

ということでご連絡をいただいております。 

 続きまして、市会議員の先生をご紹介させていただきます。 

 花岡市会議員です。 

【花岡議員】 花岡です。よろしくお願いいたします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 続きまして、西成区役所の職員を紹

介いたします。 

 まず、横関区長です。 

【横関区長】 どうぞよろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 林副区長です。 

【林副区長】 どうぞよろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 谷口保健福祉担当部長です。 

【谷口保健福祉担当部長】 いつもお世話になっております。よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 三代総合企画担当課長です。 

【三代総合企画担当課長】 どうぞよろしくお願いいたします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 苅谷市民協働課長です。 

【苅谷市民協働課長】 どうぞよろしくお願いいたします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 平野子育て支援担当課長です。 

【平野子育て支援担当課長】 平野です。よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 松本窓口サービス課長です。 

【松本窓口サービス課長】 どうぞよろしくお願いいたします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 鶴見総務課広聴広報担当課長代理で

す。 

【鶴見総務課広聴広報担当課長代理】 鶴見です。よろしくお願いします。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 参加者の紹介は以上になります。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、西前議長にお任せさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

【西前議長】 今、先ほどからお話ありましたように、区長さんのほうからも時間早くと

いうことで、この場をできるだけ早く進めたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお
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願いをいたします。 

 それでは１つ目の案件であります第１回の全体会での委員からのご意見、質問と区の考

え方について、区役所からよろしくお願いいたします。 

【三代総合企画担当課長】 それでは、議長どうもありがとうございます。改めまして総

合企画担当課長三代でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうから資料１、第１回全体会での「委員からのご意見・質問と区の考え方」につ

いてご説明をさせていただきます。座らせていただきます。 

 それでは、資料１のほうをご覧いただけますでしょうか。 

 こちらのほうでございますけども、先日９月 10 日に開催をさせていただきました第１

回全体会で皆さんの活発な意見交換を行っていただいたところの意見を集約させていただ

いたところです。 

 当日は本当に皆様活発なご意見を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。そ

こにもございますように、ページ数でいくと、裏表ございますけども、４ページにわたり

まして 13 の項目にわたりまして、皆さんのご意見を頂戴いたしましたものをまとめさせ

ていただいております。 

 それでは、教育部会に関する項目につきまして、ご紹介をさせていただきたいと思いま

す。１枚めくっていただきまして、ページ数、下にございますけど２ページの４番の項目

をご覧いただけますでしょうか。 

 そこにございますように、コロナの関係で、児童の受入れが困難になっているというこ

とはないかということでのご意見、ご質問等でございますけれども、区の考え方といたし

ましては、コロナの関係で受入れが困難な状況にはないと。こちらは保育所ですけれども、

ではないと。ただ、保育所での感染を心配される保護者もいらっしゃるので、保育所のほ

うでも安全対策をきっちり取って受入れをさせていただいているというところで、考え方

のほうをまとめさせていただいているところでございます。 

 全体会を開催させていただきましたのは、先ほど申し上げましたように９月ということ

でございまして、そのときに比べますと、今現在、先ほどいろいろお話も出ておりました

が、新型コロナウイルス感染者の患者さんが増加している昨今でございます。改めまして、

誰がではなく、一人一人が改めて感染予防の徹底を図っていかなければならないというふ

うに感じているところでございます。 

 そのほかご覧いただきますと、全体的には災害対策とか地域防災等々といったことが、
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結構ご意見として、やはり皆さん関心があるのかなというのが、全体的な感想ではござい

ますけれども、我々、引き続きまして皆様のご意見、御質問等には真摯にお答えさせてい

ただきながら、区政のほうを運営させていただきたいと思っておりますので、今後とも忌

憚のない、また御意見等をいただきましたらと思っておりますので、引き続きどうぞよろ

しくお願いをしたいと思っているところでございます。 

 以上、本当に甚だ簡単ではございますけれども、第１回全体会での委員からのご意見、

ご質問と区の考え方についてご説明をさせていただきました。ありがとうございます。 

【西前議長】 ありがとうございます。皆さんには事前にという形でお配りをしていると

いうことですので、何かご質問等がございましたらお願いしたいと思いますけれども。 

 よろしいですか。 

 そうしたら、次に行かせていただきたいと思います。また後で何かありましたらご質問

していただいて結構ですので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは２つ目の案件ですけれども、令和２年度の西成区運営方針の中間振り返りとい

うことで、区役所のほうからよろしくお願いいたします。 

【平野子育て支援担当課長】 子育て支援担当の課長の平野でございます。 

 こちらのほう、資料２の「令和２年度西成区運営方針の中間振り返り」、この資料に基

づきまして説明させていただきます。失礼しますが座ってさせていただきます。 

 先ほどもありましたように、時間の関係もございますので個々の事業のほうの関係の今

の進捗のほうを中心にご説明させていただきます。その中で、またご意見いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 早速ですが、資料２の裏面です。裏面をご覧ください。 

 上のほうに「重点的に取り組む主な経営課題」ということで、こちらのほう、令和２年

度に掲げます主な経営課題として、この網掛けの部分、こちらが子どもの関連になってお

ります。 

 「子どもが育つ環境の充実」ということで、子どもの「育ち」を支援する項目、「学

び」を支援する項目として、事業のほう６項目上げております。こちらの６項目、個々に

またご説明させていただきます。 

 その次の下のほう、プレーパーク事業です。今日来ていただいております、こちらのほ

うがプレーパーク事業やってる場所でございます。今日も、聞きますと 70 名ぐらい今子

どもたち、親も来てるというふうに聞いております。こちらのほう、土日と、あと平日も
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今開催をさせていただいてるところでございます。 

 令和２年度につきまして、「プレーパークの一日あたりの利用者数」のほうを一応目標

数としては平均 120 人以上として目標を掲げておりました。今回、今年度は新型コロナ

感染症の影響がございまして、６月 13 日まで休園をしてましたり、やはり密になる部分

のご心配も思われている方もございまして、今は結構来ているようには見えるんですが、

例年通りの 120 人という目標には達しないというところで、こちらのほうを平均 100 人

以上ということで、目標のほうをちょっと変更をしている状況でございます。 

 前回にも言っておりますように、取組内容のほう、「遊び場」のみといたしまして、

「学び場」とか「たまり場」、室内のほうですね、そちらのほうについては、今はやって

ない状況となっております。 

 今「遊び場」のみでも、結構子どもさん来てる状況ではございます。 

 こちらのほう、また後ほど、こちらの説明等終わって質問終わった後で、また見ていた

だこうと思います。よろしくお願いします。 

 次のページです。上のほうが「こども食堂支援事業」になっております。こちらのほう

が、前回も言っております区内小学校区に１か所ずつ、こちらのほうですけど、子どもた

ちが歩いて行ける場所というところで、そちらのほうを目標として掲げておりました。 

 前回も言ってたところなんですが、未開設でありました５小学校区だったんですが、そ

ちらのほう補助対象とならない団体も含めまして、今補助なしのところも含めて全小学校

区開設、または開設予定にしておりますことを、うちでも確認をしているところでござい

ます。ですので、また来年度以降も、その補助のほうについては、現在のところについて

の補助をしていく予定でございます。 

 今、最近ですと北津守小学校区のほうが開設を始めているところです。今、南津守小学

校区に準備いただいているというふうに聞いております。 

 次の下のほうです。「障がいがある子どもや親の孤立防止支援事業」です。こちらのほ

う、障がいがある子ども・親のうち、課題を抱えている家庭で、関係機関につなぐべきか

を検討するのを 500 人としておりました。こちらのほう、今年度の新規事業でございま

して、やはり障がいがある子どもさんの親の世帯さんについて、なかなかつながりがない

方たちが多いということで、孤立を防止して虐待ゼロに目指すものとして立ち上げたもの

でございます。 

 現在の進捗なんですけれど、今こちらで障がいがある方たちのリストアップというのを
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しておりまして、そちらから、また関係先との情報をもらいながら家庭訪問につなげてい

く形のほうを今整備しているところでございます。 

 前回、専門職員の方がなかなか見つからないというふうなお話させていただいておりま

すが、こちらのほう、２名の方、12 月から来ていただくことになりました。そちらの方

が、社会福祉士さんになるんですけれど、専門職として家庭訪問等の形でやっていただく

ことになっております。 

 あと、言語聴覚士による専門相談については、７月から開始しております。 

 保育所等への送迎支援につきましても、８月から開始してるところでございます。 

 助産師による専門的家庭訪問支援事業の対象を３か月から１歳までに延長して、今対象

となる方ございましたら、やっているところでございますが、あまり数は多くはなっては

おりません。 

 「子育てが難しいと感じる親や発達障がいの子を育てる親を対象に連続講座を開催」と

いうことで、９月から連続６回ということで始まっております。 

 こちらのほう、一応目標 500 人としておりますが、これ３年間の事業として、全てな

るべく網羅してつなげるような形は思っております。 

 裏面のほうをご覧ください。西成区の基礎学力アップの事業といたしまして、いわゆる

「西成まなび塾」といわれるものでございます。こちらのほう、区内中学生を対象にして

おりまして、目標につきましては、参加者へのアンケートということで、基礎学力の向上

及び学習習慣の定着を図る項目について肯定的な意見を 70％以上ということで見込んで

おりまして、こちらのほう、また事業者のほうにアンケートしていただいて、また検証の

ほうを行いたいと思います。 

 現在書いておりますところの鶴見橋中学校とたちばな会館、玉出老人憩いの家につきま

して順調に行っておりまして、鶴見橋中学が去年の４名から比べて、今８名ということで、

倍増になっております。こちら、学校の協力のほうもいただき、増えてる状況でございま

す。たちばな会館、玉出老人憩の家につきましては 16 名と 31 名ということで、去年と

同水準となっております。 

 こちらのほうは、塾代助成のほうも使える事業になっておりまして、塾代助成のほうの

利用率につきましても 80％近くなっておりまして、まだこれからどんどん塾代助成につ

いても広報しながら取り組みたいと思います。 

 下のほうですが、「基礎学力向上支援事業」、いわゆる「西成ジャガピースクール」で
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ございます。こちらのほう、目標としては授業の初回と最終回にテストを行って点数が上

昇する児童の割合を 70％以上としておりまして、またこちらのほう、成果のほう、テス

トを行って検証いたします。 

 前回も申してたんですが、コロナの影響がございまして、これ、学校が休校になってお

りましたことから、始まりの時期は４月末という形で遅れておりましたが、各学校と調整

いたしまして、遅いところは 12 月とか１月にもやるような形にはなっておりますけれど、

去年と同様の参加人数をしていただいてるところです。 

 続きまして、次のページに移ります。「西成区こども生活・まなびサポート事業」です。

学びの場への定着を目的として、遅刻者数や不登校者数の改善を図るということで、前年

度より減少させることを目標としております。こちらにつきまして、今指標につきまして

は今年１学期のほう、一応各学校からはデータは頂いておりますけれど、１学期といいま

しても６月からしか学校が始まっておりませんので、あくまで参考としかならないかもし

れませんけれど、一応そのときには減少という形にはなっておりました。今後、２学期、

３学期について、その成果を取っていきたいと思います。 

 こちらのほう、前回も言ってます、今年、今年度よりまた各区の全小中学校に１名ずつ

配置しているものでございまして、今、学校の先生、校長先生、管理職の方中心に、この

こども生活・まなびサポートのほうを活用していただきまして、遅刻者のほうについては、

朝、家庭訪問行くとか、不登校者についてもまめに家庭訪問をしてもらうとかにして活用

いただいております。また生活の、学校生活全体の中での見守りという部分についても、

こちらのほう、こども生活・まなびサポーターさんも担っていただいてるというふうに聞

いております。 

 こちらのほう、子ども、児童生徒への寄り添った支援を行うように、学校とともに連携

してやってまいりたいと思います。 

 各事業につきまして、今の進捗についてご説明させていただきました。ありがとうござ

います。 

【西前議長】 ありがとうございます。コロナの関係で、学校が始まる時期がずれたりと

か、子どもたちが大変やったということもありましたから、なかなか思いどおりには進ん

でないみたいですけれども、こういうことがあったらいいのになとかいうご質問ありまし

たら、これを基づいてお願いしたいと思いますけれども、いかがですか。 

 どうぞ。 
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【岡村委員】 こども食堂支援事業についてなんですけれども、こちら、こども食堂支援

ということで、目標が区内の 11 小学校区に１か所ずつというふうに書いてありますけど

も、これは運営費を補助した食堂がそれぞれ１か所ということですか。それとも、そうい

う補助は関係あり、なしで。 

【平野子育て支援担当課長】 補助関係なしでもカウントさせていただいておりまして、

月２回以上のこども食堂やっていただいてるということが補助要件にもなっておりますの

で、そちらのほうをやっていただいてて、補助なしでやっていただいてるところについて

は、小学校区内にそういうこども食堂が居場所としてあるというふうに認定させていただ

いております。数えさせていただいてます。 

【岡村委員】 カウントしてるわけですね。 

【西前議長】 ほか、ございませんでしょうか。 

【横関区長】 実はこども食堂、大阪市トータルのスタートとしまして、こども食堂とか

そういった事業やってるところに対して、子どもさんがたくさん来てますでしょう。その

子どもの安全確認というか、そういったことをして、ちゃんと市へ報告を出したら、一月

2,000 円。１回か２回の。 

【平野子育て支援担当課長】 見守り１回、上限 2,000 円です。 

【横関区長】 2,000 円ですか。そういうのをお金ちゃんと出しますよとか、ただちゃん

と報告申告してくれたら、そういう制度、大阪市が始めまして。 

【岡村委員】 そうなんですか。 

【横関区長】 今この各指定事業者にやりますか、どうですかという意向を確認してると

ころです。 

【岡村委員】 それはもう始まってるんですか。 

【横関区長】 今意向確認。各区から。 

【岡村委員】 2,000 円というのはもう始まってる。 

【横関区長】 まだ事業は始まらない。そういう事業をすることに、やりますか、どうで

すかという意向確認を各こども食堂とか事業者さんのほうに今確認してるところです。 

 それで来てる子どもがちゃんと安全かどうかいうのを、そういうのをやはりできるだけ

見守ってもらおうという趣旨です。 

 それは 24 区の大阪市トータルの趣旨の事業なんですけど。 

【平野子育て支援担当課長】 大阪市のこども青少年局の事業になっておりまして、今年
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度国の補正予算がついたということで、この秋ぐらいに始まった事業なんです。 

 今こども青少年局さんのほうのホームページに要綱のほう載っておりまして、今この

11 月からこの補助のほうの応募をしてるところです。 

 ですので、今区長言ってたように１回当たり 2,000 円とか、あとコロナ関係の物品買

ったときの金額の補助というのも確かあったと思います。今資料がないので詳しく分から

ないんですけれど。 

【西田委員】 それはこども食堂、今言ってるこども食堂さんが軸でやってる。 

【横関区長】 いや、こども食堂だけではなくて。 

【西田委員】 居場所でやってる事業も言うたら団体として。 

【横関区長】 こども食堂じゃなくても、居場所でも。 

【西田委員】 12 月 14 日からスタートですね。30 日締切りの分ですよね。 

【横関区長】 せっかく制度できたんで、できるだけそうやって皆さん活動されてるんで、

うまくそれで収入というか費用も入れば、また事業の運営にも回す余裕も出るやろうし、

使っていただいたらいいのかなと真摯に思ってるんですけど。せっかくできた制度、でき

るだけ有効に使っていただけたらと。 

【西前議長】 それは開設をしてはるところの人の人材を使ってやるという、新たに人材

を求めるわけでは。 

【横関区長】 それは今運営してはる中で子どもら来てますから、それで、そういうふう

に確認したらいいわけで、新たにそのための人を。 

【西前議長】 するのではないということですね。 

【横関区長】 そうです。 

【平野子育て支援担当課長】 多分、そういうこども食堂を拠点を持っておられるところ

は、子どもたちの送迎とか安全確認、見守りというのはもう既にされてるところだと思い

ます。それについて、その要綱の申請なりそういうのに則ってできれば、補助できるとい

う形に。新たに始めてもらうとかそういうものではではないです。 

【西田委員】 対象になる子どもは、要は要対協のケース会議に上がっていたり、スクリ

ーニングの会議に上がってたりする子が。 

【平野子育て支援担当課長】 そうですね。上がってない子でも大丈夫なんですけど、や

はり今多分皆さん活動いただいてるのは上がってる子どもが多いかなとは。 

【西田委員】 ただし、明確になりますよね。見守りって結構見え隠れしてるから。それ



－12－ 

 

がしっかりと各団体から報告が上がって、この週、こんだけの、この子を見守ってるとい

うのがしっかりと明確に出るという。 

【横関区長】 できるだけ漏れをなくして、子どもたちを守っていかないといけませんの

で。 

【平野子育て支援担当課長】 今年秋からできたものですので、その方法であったりとか

形の部分について実情とあうのがなかなかちょっと不足のところあるかもしれませんけれ

ど、それを今後また検証して来年度に向けてという形に聞いておりますので。 

【西田委員】 聞いていいか分からないですけど、実際にその投げかけたこども食堂さん

の反応とか、募集の、言うたらこども食堂以外の団体からの状況とかというのは。 

【平野子育て支援担当課長】 こども食堂以外ということですか。 

【西田委員】 とかの。 

【平野子育て支援担当課長】 今、ネットワークさんとかも声かけさせていただいたので、

今２件ぐらい資料の関係とかで、問合せはいただいてます。 

【横関区長】 ちょうど今こども食堂のご質問が出たんで、そうや、これせっかくなんで

ご紹介しとかなあかんなと思って。今、手挙げないと絶対できないということではないの

で、徐々にでもどんどん広がっていっていただいて。 

 それと、全区じゃないんだっけ。希望。一応今回は 24 区に対して。 

【平野子育て支援担当課長】 12 区です。 

【横関区長】 こういうこと、やりますか、やりませんかという希望調査されて、西成区

はやりますと手挙げたんですけど。 

【平野子育て支援担当課長】 12 区です。 

【横関区長】 12 区はやってんねんね。 

【平野子育て支援担当課長】 うちの区は結構活動いただいてるところもありますし、そ

ういうお金を使っていただければなと思いまして、区長と相談して手を挙げさせていただ

きました。 

【横関区長】 なかなか資金も大変なところですが、それもその活動の資金に充てていた

だけたらすごくいいんじゃないかなという思いもありまして。 

【西前議長】 ネットワーク化の補助というのは、完全に組織がもう出来上がってますの。 

【平野子育て支援担当課長】 今、うちのほうの西成区のネットワークさんにつきまして

は、もう大体それぞれのこども食堂が安定的な活動にもなってきましたので、今ネットワ
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ークさんとしての活動の安定、図られたということを聞きますので。 

【西前議長】 保険関係とかそういう形も。 

【平野子育て支援担当課長】 保険関係は多分、区の社会福祉協議会のほうですね、それ

は。そこはあります。 

【西前議長】 例えば食中毒とかそういうものが起きたとか、子ども同士の何かトラブル

とかいうことがあったときに、どこが解決すんねんと。この当事者、その一個一個のこど

も食堂のほうが解決するのか、ネットワーク化されたところが。 

【横関区長】 基本的には事業やってるのはこども食堂さんですね。一時的には、そこに

なります。 

【西前議長】大分昔にも言うたんですけど、皆さん当然当たり前ですけど気をつけてやっ

ていただいてますけど、やはり食のことですので、そういうことがあったときにはという

ことは、前のときは、「ううん」と言うて止まったまま。 

【横関区長】 我々、２階の保健担当の食品衛生監視員さんというか、このあたりが講習

もやってます。絶対必須じゃないですけど、そういう講習、安全食品衛生の、その講習と

かもやらせていただいてます。 

【西前議長】 せっかくやっていただいているんで、そういうトラブルがないようにして

いただけたら一番いいのかなと。 

【横関区長】 今のところ、この間ずっとやってきましたけど、そういうのはあまり聞い

たことはないです。 

【西前議長】 ない。 

【横関区長】 はい。 

【西前議長】 子ども同士のトラブルもあまり食堂の。 

【横関区長】 いや、子ども同士は。 

【西前議長】 いっぱいある。 

【横関区長】 こども食堂見に行ったら子ども同士けんかして、あれはあれでダメという

ことはないと思う。 

【西前議長】 普通のけんかの場合は、やって当たり前。 

【横関区長】 それで、親が入って大騒ぎのけんかとか、それはあまり聞いたことないで

す。 

【西前議長】 ないですか。 
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【横関区長】 あと、子ども同士でなかなか走り回って。 

【西前議長】 子どものけんかは、僕らはいつも言うてるんですけど、そんなものやって

当たり前のことやし、大けがせえへん限りは、それで学べることがいっぱい出てくるんや

ろうなというのがあるんですけど、ここ保護者が出てくるとややこしい。 

【横関区長】 個々の話として、そのトラブルは私自体は聞いたことがないです。 

【西前議長】 聞いたことがないですか。 

【横関区長】 はい。 

【西前議長】 ありがとうございます。 

 もう一つ、この障がいのある子どもと親の孤立というの事業がありますけど、一応例え

ば実際子どもの障がいの子ということになりますけど、保護者がやはり障がいを持ってお

られるという形の中で、どうしてもここ一応建前としてはその子どもの支援ということに

なっていますけども、保護者のそういう精神障がいを持っておられる形で、その子どもも

やはりちょっとそういうふうになってるのに、子どもは支援はつながっておられるが、や

はり保護者がどんだけ支援できるかということがすごい問題で、ここは保護者の支援は入

ってないですね。 

【平野子育て支援担当課長】 入ってます。 

【西前議長】 入ってます。 

【平野子育て支援担当課長】 こちらのほうは、うちのほう、区のほうでは、やはり障が

いで手帳お持ちの方というのは分かりますので、そちらのほうから子どもが持ってる方、

親も持ってる方いらっしゃる、やはり親がそういう障がい持っておられる方については、

子どもの育てる部分に悩みを出しにくいとかというのもありますので、そちらのほうも今

対象に、こちらなっております。 

【横関区長】 ですから、もともとむしろ親御さんのほうに焦点を当てて、これ始めるこ

とにした。やはり障がい持たれてる方は子育てで孤立したり、いろいろそういうことが多

いので、むしろそこへ焦点を当てるということで、市長の方針で、虐待防止の対策を今各

区でも考えていろいろやりなさいというのがあったんですけど、これ、一定の予算をつけ

てあげるから、その区の状況において必要なことをやっていきなさいという中で、西成区

としてはやはり親御さんに対する支援の必要なそういう人たちが西成区には多いと。 

 でもどこに誰がいてはるか実際分からないので、これ全部いろんなデータから取り出し

て、それでその中で各機関確認して、つながってるところは取りあえずいいと。どこもつ
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ながってなくて孤立してる人がいて、じゃそこを全戸訪問して、３年間ですけれど、一応

確認をしていこうというのが、この事業なんですけど。むしろ親御さんのほうへ重心は置

いてます。 

【西前議長】 やはり不登校になったりとか、本人が不登校じゃなくて親御さんが何か出

すのが出せないとか。 

【横関区長】 そういうのが多いですから。 

【西前議長】 食べることもなかなかということもあるので。 

【横関区長】 議長おっしゃってるとおり。 

【西前議長】 親御さんの支援をすることによって子どもがというのが。やはりそれが一

番。 

【横関区長】 そうです。おっしゃるとおりです。 

【西前議長】 ありがとう。ほかに何かございませんでしょうか。 

【藤本委員】 少しいいですか。藤本ですけど、新型コロナのことでちょっとお聞きした

いんですけど。他区なんですけど、ほかの区なんですけど、学校給食の職員さんとか、こ

ども食堂のスタッフさんとか、保育園の先生方がちょっとかかったりしてるんですけど、

西成区さんの現状、うちの現状というのは、どういう具合になってるんですか。この辺の

ことは。 

【横関区長】 正直言いまして、そういう方々がかかったという報告は聞いてないです。 

【藤本委員】 そうですか。 

【横関区長】 はい。正直言いますと、もう児童、生徒、教職員が検査を受けたら、その

時点で全部私のところは連絡来るんです。受けますということになって、それから次、ま

た結果が陽性だった、陰性だったかも全部報告来るわけですよね。幸いなことに西成区は

ほとんどないです。検査は受けてはるんですけど、結果陰性でした、陰性でしたという。 

【藤本委員】 よその区なんですけど、ちょっとそういうことで保育園なんか休んだりし

たら、今度親御さんがまた大変なことになったりする。 

 それで、今おっしゃっとったこども食堂のスタッフですから、当面の間またこども食堂

を開けないとか、ちょっと会合に行ったりしたら耳にしますので。西成区はどうか。 

【横関区長】 西成区は今のところ幸いなことに。ただ、聞いてましたらこども食堂、コ

ロナが蔓延してから、休止してるところも割とあるとは聞いてますけど。川辺さんみたい

に絶対やりますとやってるところもあれば、ちょっとコロナのほう心配だからちょっと休
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止しときますということで、それもいろいろ。それもされる方のお考えだし、強制できる

ことではないので。やはり安全ということも見ながら、どうされるかという判断になると

思います。 

 西成区は幸いなことに藤本委員がおっしゃってるところでは、私はそれは聞いたことな

いです。 

【藤本委員】 そうですか。それともう一件、ここなんかのこういう施設で、皆さん子ど

もとか遊びに来て、父兄さんもたまに来られると思いますけど、ここは大阪コロナ追跡シ

ステムなんか表にありましたですか。そういうのは、こういうのはしない。 

【横関区長】 どうですか。ここは。 

【平野子育て支援担当課長】 追跡システムはここはやってないです。 

【横関区長】 ここはしてない。 

【藤本委員】 そうですか。私ら区役所に会議行ったときでもしますけど。 

【横関区長】 区役所はやってますけど。 

【藤本委員】 それで、ほかの施設でもいろいろやっとるのはたくさんありますので、今、

表でしゃべってましたらなかったから。目に入らなかったので。 

【横関区長】 また検討させていただきます。 

【藤本委員】 メインはね、子どもさんが来るので、スマホとかそういうの持ってる方も

おられないと思いますけど、たまに親御さんの目に。今、またどんどん増えてきて、クラ

スター的なことになると、そういうのがあったほうが便利かなと。ちょっと確認させてい

ただきました。 

【横関区長】 それ、また一つ、検討させていただきます。 

【藤本委員】 以上です。 

【西田委員】 今のコロナの関係なんですけど、このケース的にはあれかなと思うんです

けど、例えば自宅待機とか濃厚接触者となると、どうしてもやはり学校休んだりとか出て

くると思うんです。そんなことで区内の中で、例えばなったことで人権侵害事象的な、そ

れによって行きにくくなったとか、何かそういった相談とかというのは、区役所のほうに

上がってたりするんですか。 

【苅谷市民協働課長】 今のところコロナに関して被害を受けたということでの報告は上

がって来てません。学校と教育関係の。 

【西田委員】 そういったケースがあったときって、別に特段それに対する窓口的なもの
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とかというのはないんですかね。 

【苅谷市民協働課長】 窓口は当然市民協働課になりますので。人権相談の窓口になりま

すので。 

 ただ、その中身によって若干変わってくるところはあるかとは思うんですけども、学校

主体で子ども同士の中での起きたことなのか、ちょっとその親巻き込んだことになるのか。

多分その上で当然区役所のほうに報告として上がってくれば、当然こちらのほうではその

事象として上げていきますし、それについてできる対応があるかどうかというのは、また

検討をはさせていただきたいというふうには思っております。 

【西田委員】 今のところはないということですね。 

【横関区長】 ほかのところでは、学校においてそういう話は聞いたことはありますけど、

幸いなことに、今のところ聞いたことない。 

【平野子育て支援担当課長】 学校のほうにもそういうやはり、先生が心配されますので、

すごく注意を払っていただいておりまして、多分本当に何かあったときにはこちらのほう、

区のほうの、うちの子育てのほうにも連絡が入ってくるかと思います。ただ、今のところ

そこまではないというところです。 

【西田委員】 ありがとうございます。 

【西前議長】 学校関係のほうはそしたらよろしい。今の話の続きなんですけども、そう

いうのがコロナの関係とかいうのが全然出てない、子どもさんの中で。児童生徒の中で、

コロナ関係は出てないということですか。 

【横関区長】 全くゼロかというとそうではないけれど、そんなに。 

【西前議長】 職員のほうは結構あるとは思うんですけど。これはもう普通にあって当た

り前のことやから。 

【横関区長】 そんなに出てない状況にあるというのはそうです。ただ、具体的にどこが

とか当然駄目ですし、こんなに出てますというのはあまり、ルールとしてそういうことは

発表できないので。 

【西前議長】 ただ、子どもらが普通の要するに出席停止を伴う感染症、コロナじゃない。

２日休みなさい、３日休みなさい、それでお医者さんの診断で、はい、行っていいですよ

というのが出てきたときには、ほかの子どもたちは分からないですよね。先生がきちっと

対応はしていただいてるとは思うんですけども。 

【横関区長】 西成区じゃないですけど、うちのおいっ子通ってまして、そこの中学校で
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は先週出て、でももう消毒して学校休校もならなかったし、みんな普通どおり行ってまし

て、あまり心配されてるそういうふうな状況になったというのは、うちのおいっ子が行っ

てる中学校で聞いてないです。 

 やはり学校もそのあたりは大分経験していったので、対応はしっかりできてるのかな、

と思いますけれども。 

【西前議長】 子どもが一番風評被害に遭えへんことが一番大事。 

【横関区長】 おっしゃるとおりです。 

【横関区長】 ありがとうございます。ないですか。ほか。 

【高岩委員】 全く別件で。各事業についてではなく、区の運営方針的なことについてな

んですが、少し皆さんにお伝えしておきたいエピソードがありましたので。 

 西成に、他区から、他区の学校さんが実習に来られたりということでお会いすることが

あったりするんです。その方が、その学生さんが、たまたま西成区で育って、他区の学校

に行っておられて、西成に実習に来てくださったというケースがあったんですけれど、そ

の方が、あるその実習期間中に、「西成のまちを一日も早く出ていきたい」ということを

おっしゃったんです。私、とてもかなりショックだったんです。 

 西成区は本当要対協も充実していて、このような形とかいろいろな形で、いろいろな機

関の方と連携を取れたり、本当に他区と比べても、いろんな形で、配慮であるとか、働く

人たちにとっても優しさのあるまちだと思っているんですけれども、でも、その言葉をき

っかけに、西成区で育って、他区であるとか他市の学校なんかに通っている子たちにも

「こんなこと聞いたんだけど」ということをちらりと言ってみると、やはり自分たちがこ

の西成のまちで育って出ていったときに、大変言葉としてはよくないかもしれないんです

が、ディスられるって分かりますか。学校って、教員の方であるとかクラスメイトから、

そういうちょっと心ない言葉をかけられることはあるよということを、ちょっと複数人に

聞きまして。 

 やはりいろんな世間でのそういう西成に対する評価というか、そういうところは何か本

当今では違ったりとか、今では西成だけの問題でないことってたくさんあるんですけれど

も、やはりそういうイメージというか、そういうものというのがあるんだなと思いまして。

本当に誰もが笑顔にあふれという、そういう部分でも、私たちどうしても自分たちの関わ

っている子どもなら子どもとか、そういう枠組みで思ってしまうんですけれども、このま

ちで育って、そして巣立っていったりする子どもたちが、心から誇れるまちづくりをもっ
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とやはり視野を広げてやっていかないといけないなというふうに思いました。 

 たまたまその方はここの近くだということを伺ったので、ジャガピーパークというとこ

ろもあるんだよということとか、今いろんなところが変わっているということをお伝えす

る機会があって、何か学校の発表のほうでも、実習にいらっしゃったときは、そういうご

意見だったけれども、戻ってからは、自ら私はこの区で育ったんですということで、それ

を土台に発表してくださったといって後で伺って少しほっとしたんですけれど。 

 やはり広い意味で、子どもたちが胸を張ってこのまちにずっと住み続けていただいたり、

区とか市に出ていってもらったりという、巣立っていってもらったりということを心がけ

ていきたいなというエピソードがありました。 

 以上です。 

【西前議長】 ありがとうございます。 

【横関区長】 まさにそのイメージ、いわゆるイメージなんですけど、これ、何とかちょ

っと、一朝一夕には変わらないけど、やはり徐々にでもそこを変えていかなあかんという

んで、それはまさに今おっしゃっていただいたところのジャガピーパークもプラスイメー

ジの持たしてくれている、そういう要素もありますし、三代課長、総合企画でエリアブラ

ンドであったりそういうことを始めてるんですけど、なかなかすぐには。やはり変えてい

かないといけないと思います。 

 情報発信も、やはりいろんな情報発信も知ってもらわないといけないし、我々としても

そこはまだまだ足りないところもあると思いますので、皆様のお力でご意見やアイデアを

いただきながら、もっと頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。 

【西田委員】 確かに差別って、いわゆる西成差別じゃないですか。確かに差別はするの

は一番前提として駄目ですよ。でも、やはり西成区の子どもたち自身も、中学校の間、小

学校の間に西成教育という、西成学習というのは、やはり積まないけないじゃないかなと。

要は、西成から出て後、そういったふうに言われた。それを、いや確かにそうやねんと言

って笑いながら言うてる、これは、僕はそれやったら言うたら差別ってする側とされる側

と、意外と傍観者という無関心の層が一番結構怖いなといつも僕は思ってて。当事者、そ

の西成出身の子たちも、無関心な子たちになると、結局、それに対して駄目だよと言える

人たちがいなくなると、どんどんそれが当たり前のようになってくるじゃないですか。 

 だから、やはり西成区に生まれて育ったことに、さっき高岩さん言ってはったようにや

っぱり誇りに思えるような、西成のいいところというのは自分たちでしっかり、高校へ行
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って、いろんな地域行くわけだから、中学校の最後の部分で、各中学校で西成学習といっ

て、子どもたちもしっかりと自分のまちを勉強する機会というのは、結構これ区内の中学

校でも物すごい必要なんじゃないかなというのは、すごくいつも思ってます。 

 名前出すとあれだけど、やはり鶴見橋中学校なんかも結構その西成学習というのは３回、

４回積んで、やはりそこに向けて子どもたちの意識、しっかりというふうなこともやって

たりするので、僕は結構その鶴中だけじゃなくて区内の中学校にも必要なんじゃないかな

というのすごくいつも思ってますね。 

【西前議長】 ありがとうございます。今、学校、結構そういう教育をされてるところが

多いね。うちも孫が今小学校１年の子が、変なこと言うたらあかんでと言われるのね。や

はり学校の中で、そういうことをやってくれてはるねんなという感じは持ってますけれど

も。ただ、子どもらにどこまで心に入るかということが、やはり教育の仕方やろうと思う

んですけど、頑張っていただいてんのかなという気はしてます。 

 ただ、先生によってニュアンスが違ってくるということがあるんで、やはりそこはちゃ

んと平均的にやっていただけたらありがたいなと思ってるんで、この頃何か一生懸命いろ

んなことに関してやっていただいてるなということと。 

 もう一つ、西成のイメージということで、やはり生活保護に関しては、西成西成、新聞

報道でも何でもそうですけども、みんな必ずそういうふうな感じの中で出てきます。そう

やけど、西成の本当のええところいうのは、何でもそうですけど、みんなのとっつきやす

い報道はぱっと出てくるんですけども、いい報道というか、なかなかされない。西成区の

中で各施設、いろんな施設やっていただいてる中でも、多分どこの近隣の区、市よりもみ

んな一生懸命やっていただいてるところがほとんどやと思うんです。 

 うちの娘で、他市に行くと、やはり西成区というのは物すごい充実してると。家庭の中

に踏み込んでいくことも、というとこらへんでコンセンサスが図れると。やはり外に行く

と、そこまでしたらあかんでという部分もあるやろう、ある。それが本筋なのかも分から

へんですけども、やはり西成区いうところは、やはりすごくそういう面においては、いろ

んなそういうしんどい人たちに対して物凄いきめ細かくされてるところやというのは、や

はり外へ出たらよく分かるというのがあって。 

 そういうことは、やはりもっと。ついテレビ報道でも何でもそうですけど、生活保護の

ことばかりぽんぽん出てきて、そういう本当の西成のいいところのイメージが報道されな

いという。やはり広報をもっと。なかなかどんな部分でもみんな一緒ですけども、とっつ
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きやすい、面白い部分だけがぽんと出てしまって、あまり興味のない、あまり関心のない

ようなことが出てけえへんのは、やはりこれ、どこの分でも皆一緒なんですけど、そこを

やはり何とかしていかなあかんなと。 

 やはり区の広報紙も近視なことじゃなくて、そういうのを外に向かってしていただくよ

うな広報をしていただけたらありがたいなと思うんですけど。 

【岡村委員】 僕も西成区ＰＴＡ会長として、他の区の方と話するときは、西成区はジャ

ガピーパークもあるし、そこのセレッソの練習場もあるし、オーケストラの練習場、ああ

いうところがあって、やはり子育てするにはすごくいいところやという話をしてるんだけ

れども、やはり前ありましたね。テレビで芸人さんが西成区について、何かひどい発言を

されたと。その記事をネットで見たときに、ほかの人が乗っかるように、西成区の悪口を

ばんばん書いてはって、その闇の部分が、なかなか広報とかそんなんでは断ち切れないん

じゃないかなというふうにすごく心配したんですけども。 

 何とかその裏の部分というんですか、みんなの表じゃなくて裏で何を思ってんのや、こ

いつらというような、そういう意見、本当に多くてすごくショックを受けたんですけども、

そういうのを何とか対策を取り組みたいと思うんですが。 

【苅谷市民協働課長】 今年ちょっと１件、人権のほうでもちょうどそういう事例を担当

のほうがネットで上がってるのを見つけて、削除要請を法務局のほうに出してるんですけ

ども、なかなか大阪市レベルでも全部の今ネットで上がってるその情報をモニタリングす

るというのは、ちょっと無理だということで言われてて、やはりもっと大きな、国レベル

で大きな規制をつくっていかないと、やはりネットというのは、今もう無法地帯状態にな

ってる中で、そこに悪乗りしていく、そこの大きなその構図が変わらないと、やはりなか

なか直らないのかなというふうには思いつつ、できるところを少しずつでも、発見すれば

その都度都度、区としてもそういう声をちゃんと上げていくような作業はきめ細かくして

いきたいかなというふうに思っているところです。 

 ちょうど今年度でも１件ありましたので、そのことについて、削除要請のほうもさせて

もらってるところなんです。 

【西前議長】 削除依頼は大分時間がかかるんですね。 

【苅谷市民協働課長】 要請だけで、実際、じゃ、削除されるかというと、やはり法務局

は。 

【西前議長】 難しいですね。 
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【苅谷市民協働課長】 はい、受けましたと言うてくれる。そこから先はもうお任せの世

界になって。 

【西前議長】 僕も、ネットで誹謗中傷されたという形の中で、人権侵害という形の中で、

法務局で扱うてもろうて削除いうたらなかなかでけへんというのが。どう見たって、誰が

見たって誹謗中傷やいうても、なかなかそれができないというのが。それは先ほど言いは

ったように一機関だけではなかなかできないというのがあるんですけど。できないという

ことをまた逆手に取られるというのは、すごいつらいところやなと思うんですけど。 

 子どもたちに、だんだん僕らも今、ドコモなんか携帯電話の使用の仕方ということで、

小学校の中で今研修とかやって、僕も時々行くんですけども、そういう話をするんですけ

ども。子どもたちはすごく分かってるんやけども、いざ使うとなったら、やはりちょっと

違うことに。すごく分かってて、そういう使い方をするというのが。やはり手を挙げると

いうか、そういうことを答えるときはしっかりと答えてくれるんやけども、ならそれでな

くなるのかいうたら、やはりなくなれへんというのが現実ですから。なかなか文明という

のは難しいなというのが。 

 区役所だけではなかなかできへんかも分からへんですけど、西成からひとつ減っていく

ようにやっていただけたらありがたいなと思いますけど。 

 ほか、何か。よろしいですか。 

 それでは、その他のところに行かせていただいて、何かありますでしょうか。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 事務局の方から特にないと思ってる

んですが、各担当のほうから特にないでしょうか。特にないと。 

【西前議長】 ないですか。特にないということで。 

【横関区長】 担当の課長が朝ずっと歩いてたんですけど、彼は昼から今度空き家のまち

歩きやって、それにまた行かなあかんみたいで、それの担当課長が今そっちに行って、こ

ういうふうに空き家セミナー取組やらさせていただいてますので、ご参考まで。 

【西前議長】 特に空き家、僕、昔ちょっとやってたんで、空き家の使えるのをほったら

かしといた家というのはあかんようにやっぱりなってきます。 

 まちのために役に立ててやというところがあったら、ぜひご紹介をいただいたらいいの

かなと思いますんで。どうしてもほったらかしとったら、時々人が入ってたりとか、いろ

んなことが出てきますので、またご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、あともう事務局のほうへお返ししますんで、よろしくお願いします。 
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【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 それでは、西前議長ありがとうござ

いました。委員の皆様もご協力いただきましてありがとうございました。 

 それでは、最後に連絡事項を申し上げます 

 すみません、そうしましたら、本日花岡先生来ていただいていますので、もし何かご感

想等ございましたらぜひ。 

【花岡議員】 ちょっと一つ確認といいますか。障がいがある子どもや親の孤立防止支援

事業、これ大変すばらしいことだと思うんですけれども、目標値が500人となっていると

ころで、専門職員の方による家庭訪問が12月から２名でスタートするということ伺った

んですけれども、これは今後増えていくんですか。 

【平野子育て支援担当課長】 専門職員のほうを採用しまして、それが２名採用したとい

うことです。 

【花岡議員】 ２名を募集して、２名採用。 

【平野子育て支援担当課長】 はい、そうです。 

【花岡議員】 それで500人って大丈夫なんですか。 

【平野子育て支援担当課長】 家庭訪問だけではなくて、あと生活保護の方がありました

ら、そういうケースワーカーにつながっていたりとか、あと医療のほうにつながってるこ

とがありますので、そちらのほうの情報収集も含めて検討というふうな形にさせていただ

いております。その中でつながってない方がありましたら家庭訪問していくという形にな

りますので、ちょっと大きい枠の500人。 

【花岡議員】 人数的には大丈夫。 

【横関区長】 家庭訪問の対象は大体500人ぐらい、これは想定なんですけど、それ以上、

計画では３年間でという。ですから１年間でいうと150、60人ぐらいを３年間でやると、

スタートがちょっと遅れてしまってますので、今年度はもう少し少なくなって、来年、再

来年のほうが多くなって、何とか３年で、一旦、全員把握して３年間でやり切ろうと、そ

ういう計画なんです。 

【花岡議員】 しっかりよろしくお願いします。 

【平野子育て支援担当課長】 あと、専門職員は12月からなんですけども、その前に私

たちスタッフでありますとか、それ専門の事務職員１人採用しまして、スタッフのほうも

状況調査を進めておりましたので大分取り戻ししております。 

【花岡議員】 分かりました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたしま
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す。 

 以上です。 

【宇野保健福祉課こども・教育支援担当課長代理】 それでは、最後に連絡事項を申し上

げたいと思います。 

 今回の議事録についてでございますが、おおむね30日後をめどに、区のホームページ

に掲載し公開したいと存じますので、よろしくお願いします。 

 次回の区政会議でございますが、第２回目の全体会につきまして、現在12月21日月曜

日午後２時からの開催の予定でございます。また、コロナの関係もございますので、また

ご案内のほうをお送りさせていただきたいと思いますので、出席のほう、よろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、本日は以上をもちまして、本日の区政会議教育部会を終了いたします。 


