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平成２９年度 住之江区区政会議 

第３回 子ども・教育部会 福祉・健康部会（合同）会議録 

 

○尾田事業推進担当課長 

 大変お待たせして、申しわけございません。皆様、こんばんは。  

 改めまして、ただいまより平成２９年度の第３回の住之江区区政会議、本日はこど

も教育部会、及び福祉健康部会を開催させていただきます。  

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。私は

本日の進行を努めさせていただきます、住之江区役所の教育担当課長の尾田と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。  

 合同での部会の開催に当たりまして、安藤住之江区副区長よりご挨拶をさせていた

だきます。 

○安藤副区長 

 どうも皆さん、こんばんは。住之江区副区長の安藤でございます。  

 平素は大阪市で、それから住之江区区政の推進にご協力、ご理解を賜っております

ことを、この場をおかりいたしまして厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうご

ざいます。また、お忙しい中、夜遅く会議にご出席いただきましたことを重ねて御礼

申し上げます。 

 先ほど、司会のほうから申し上げましたけども、本日は子ども教育部会と福祉健康

部会、両部会の合同開催ということでございます。委員改選後、初めての部会開催と

いうことになるわけでございますけども、前回の区政会議におきまして、子どもの教

育と子どもの福祉っていうのは非常に密接な関係がございますので、２つの部会が合

同で開催して、情報を共有して子どもの教育の視点、福祉の視点から意見交換をして

はどうかというようなご意見をいただきましたので、今回初めての試みでございます

けども、両部会長のご了解をいただいたもと、本日合同開催という形にさせていただ
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いております。 

 子どもたちの課題ももちろん夢づくり、夢を育てていくっていうことも非常に大切

なことですし、その一方やっぱり福祉の視点ということも非常に大事でございまして、

扱う課題が非常に多岐にわたっているという所でございまして、そういう点もござい

まして、今回こういう形にさせていただいております。少し普通の部会とは違いまし

て、ちょっと長時間にわたりますけども、そこはご容赦いただきたいなあというふう

に思っております。これから住之江区平成３０年度の運営方針、それから運営方針に

基づく事業につきまして、事務局からは前回これまでにいただいたご意見もご説明し

ながら、ご議論をいただきたいというふうに思っております。区政会議の趣旨は、で

きるだけ区の取組みに区民の皆さんの意見を取り入れていく、反映させていくという

ふうなことでございますので、どうぞご遠慮なくご意見・ご疑問な点がございました

ら、どしどしとおっしゃっていただきたいなあというふうに思っております。  

 冒頭の挨拶ですけれども、そういった形で今日は開催したいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。  

○尾田事業推進担当課長 

 ありがとうございました。  

 それでは、開催にあたる前に資料の確認をさせていただきます。  

 １枚Ａ４のレジュメでございます。住之江区運営方針（案）という分厚い冊子でご

ざいます。平成３０年度区政方針（案）における事業、子ども教育部会というやつの

３番の資料でございます。  

 続いて、同じような形で福祉健康部会という３番の資料がございます。  

 大阪市こどもサポートネットスキーム図というＡ４版の資料でございます。  

 以上でございますが、不足はございませんでしょうか。  

 それでは、本日の区政会議の開会要件についてご説明させていただきます。  

 本日の議事は、個人情報など特に非公開情報がございませんので、会議を公開とさ
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せていただいております。議事録などにつきましても、後日公表させていただくこと

になります。公表する資料には、発言者と発言内容につきまして記載されますので、

どうぞよろしくお願いいたします。会議の定数でございますけども、本日の１９時３

５分現在で９名のご出席をいただいております。委員１３名の過半数の定足数に達し

ておりますので、ご報告申し上げます。繰り返しになりますけども、本日の会議は住

之江区の平成３０年度の運営方針（案）について、ご意見をいただく場として開催い

たしました。委員改選後の初めての部会であり、また初めての合同部会の開催となり

ます。 

 本日のすすめ方としましては、先に子ども教育部会の議題を出させていただいて意

見交換。次に福祉健康部会の議題の意見交換を行いまして、その部分について共有し

ていただいた時点で、最後に両方の部会の議題を理解しておいた上で、両部会を共通

した意見交換ができればと考えております。  

 会議の終了時間は、おおむね９時をめどにしております。各議題３０分ぐらいと考

えております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは早速ではございますが、本日の議事に入らせていただきます。  

 仁平子ども教育部会長、よろしくお願いいたします。 

○仁平委員 

 それでは議事に入ります。時間の関係もありますので、事務局より簡潔に資料の説

明をお願いします。 

○尾田事業推進担当課長 

 改めまして、教育担当の私のほうから説明をさせていただきます。ちょっと座らせ

ていただきます。 

 本日は平成３０年度の区の運営方針（案）につきまして、委員の皆様方よりご意見

をいただくこととしております。この分厚い資料で、３０年度住之江区運営方針

（案）を配布させていただいておりますが、この運営方針（案）は、前回の部会にお
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きまして、運営方針素案をベースに委員の方々からいただいたご意見を参考に、区の

来年度の事業、具体的な取り組みを整理しまして、案として現在公表しているもので

ございます。本日は委員の皆様に取り組み内容の確認や、取り組みに対しての具体的

なご助言など、ご意見をいただけたらありがたいと思っております。  

 初めに、この運営方針の様式につきまして簡単にご説明させていただきます。  

 この運営方針は、大阪市の共通様式となっておりまして、４つの様式で構成されて

おります。最初のページにあります様式１はこの住之江区の運営方針全体の概要をお

示ししたものです。 

 次に様式２は、区が重点的に取り組む経営課題ごとに具体的な区の取り組みを記載

しております。住之江区では、経営課題は住之江区将来ビジョンに対応しまして、５

つの経営課題を掲げております。区政会議では、この様式に掲げる取り組みについて、

特にご意見をいただくこととしております。  

 様式３は、大阪市の区政改革プラン２．０に基づく、区の取り組みを再掲している

ところでございます。 

 様式４の最後のページにつきましては、今までの区政会議でいただいた主な意見と、

その対応方針を記載しております。  

 子ども教育部会の議題につきましては、様式２の経営課題１「子どもたちが輝くま

ちづくり」にある具体的な取り組みの２項目、「保護者・地域・区全体で支える学校

教育」から３項目の「先進的教育にチャレンジ」というところに当たります。 

  それで、この運営方針（案）に基づきまして、子ども教育部会平成３０年度区運

営方針（案）におけるＡ３版の事業で、１つにコンパクトに取りまとめさせていただ

いております。これに基づきまして、子ども教育部会として来年度の取り組みなどに

つきまして、簡単にご説明させていただきます。  

 まずこの資料の左側になりますけども、項目は運営方針の具体的取り組み、先ほど

の様式２の具体的取り組みごとに、今年の取り組みの進捗状況について記載しており
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ます。ちょっと時間の関係もございますので、読み上げは省略させていただきます。  

 資料中央の部分ですけども、今年の区政会議でいただいた主な意見が書かれており

ます。福祉健康部会との合同開催をしてはどうかというご意見も中段に書いてありま

すように、いただいたところです。  

 そのほか、児童・生徒・保護者への様々な支援について、その制度の周知が重要で

あるとのご意見をいただいた所であります。この制度の周知につきましては、区役所

におきましては、引き続き区のホームページの活用を行いまして、また広報さざんか

４月号では、平成３０年度の区の主な取り組みということを掲載する予定にしており

ます。また時期をみまして、教育関係の特集記事などを組みまして周知を図っていく

ことも考えているところでございます。  

 次に、資料の右の欄の平成３０年度事業という欄をご覧ください。ここに記載の事

業は、子ども教育部会でいただいたご意見を参考に、平成３０年度に実施する予定事

業を記載しています。事業名の上段の数値は、この運営方針の様式２の項目２－１－

１であるとか、１－２－２であるとか項目の数字を掲げており、ページ数を書いてお

ります。それに沿って説明をさせていただきます。支援が必要な児童のケースについ

ては、家庭・学校・行政の関係機関の深い連携が必要であるとのご意見をいただいた

所でございます。区役所としましても、家庭・学校・行政の関係機関との連携につき

ましては、大変重要であると考えている所です。区における学校での児童・生徒・保

護者への支援としまして、スクールカウンセラーの学校への配置、発達障がいサポー

ターの派遣、家庭児童相談員の区役所の配置、スクールソーシャルワーカーの学校へ

の派遣など、引き続き家庭・学校・行政の関連機関が連携して取り組みを進めていく

ことにしております。 

 また、大阪市における子どもの貧困対策として、来年度から新しい取り組みとしま

して、大阪市こどもサポートネットが構築されます。  

 最後の資料のＡ４版の横の紙を見ていただけたらと思います。簡単なこのこどもサ
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ポートネットスキーム図でございます。大阪市７区で試行的に実施され、住之江区は

この７区のうちの１つに選ばれています。簡単にご説明すると、区役所に新たな事業

選任のＳＳＷ、スクールソーシャルワーカーと、課題のあるケースへのアウトリーチ

を行うコーディネーターが配置されまして、取り組み手法などのルールや支援対象の

あり方や方法などを取り組んでいって、検証していくこととなっております。この事

業では、関係者によるスクリーニング会議を定期的に開催することからも、学校・区

役所・関係機関などがより深く連携していけるものであると考えている所でございま

す。 

 次に継続して取り組むことが必要とのご意見をいただきました、漢字検定と英語検

定につきましては、学校長や保護者の方々からも学習意欲の向上において有効な活用

ができると評価をいただいております。小中学生の学習意欲向上事業、真ん中の所で

すけれども、中学生の英語力向上事業として、漢検・英検とも引き続き来年度も実施

していくことと考えております。  

 そのほか、子どもの貧困対策としても学力の向上が課題になっている所でございま

す。引き続き、子どもの学習サポート事業、住之江区の基礎学力アップ事業も実施し

ていくことといたしております。  

 一方、児童や生徒自身が未来を切り開いていけるよう、生きる力を養う取り組みも

必要ではないかというご意見もいただいている所でございます。住之江区の将来ビジ

ョンでは、未来の担い手である子どもたちが、夢と希望を学ぶことができる環境を目

指しております。その取り組みとして、本年度からキャリア教育推進事業として、日

本と違う文化に触れ、考え、国際理解を深める取り組みとして、国際的ネットワーク

を持つＮＧＯと連携した出前授業などを展開してきました。来年度はその取り組みを

国際理解のみならず、専門性の高い職業従者や体験者らと様々な方面の方々を講師に

招き、また講和やワークショップを通して、児童生徒自身が将来に夢と希望を持って

自身の進路を考え築くことで、積極的に学習意欲の向上にもつながる取り組みとして、
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このメニューを拡充することとしております。 

 それと加えまして、下から２番目の新たな新規事業としまして、中学生の海外派遣

事業というものを計画しています。生徒が実際に海外での生活を体験することで、グ

ローバルな感覚を身につけ、広い視野を持ち、また帰国後同級生と海外での体験談な

どを話す機会を設けることで、生徒たちが互いに刺激し、夢を持てるよう今後のキャ

リア形成につながる取り組みとしていこうと考えております。この取り組みにつきま

しては、区内の公立中学校の生徒７名を夏休みの期間、約２週間海外に派遣すること

を計画しておる所でございます。 

 最後に、南港ポートタウン地区でこの４月に開校します、小中一環校の教育環境づ

くりとしまして、引き続きｅラーニング教材を導入することとしております。  

 部会でいろいろとご意見をいただいた内容につきまして、来年度の取組みに反映し

たことにつきましてのご説明を終わらせていただきます。  

○仁平委員 

 ありがとうございました。  

 それでは、平成３０年度の運営方針（案）にかかわり、ご意見をいただくことにな

りますが、両部会の委員の方々から忌憚のない意見交換をしていただきたいと思いま

すので、先ほどの説明で、もう少し詳しく聞きたいところもあればその質問でも結構

です。限られた時間ではありますが、どうぞお願いいたします。  

○尾田事業推進担当課長 

 内容が十分わからない難しい所もあったかもわからないですけど、このキャリア教

育推進事業というものですけれども、今年から区役所として取り組みました。いわゆ

る国際教育の理解ということで、青年海外協力隊で活躍された隊員のＯＢの方々等を、

学校の出前授業のいろんな形での講話として「海外ではこのような生活をされている

よ」っていう体験談等を踏まえたワークショップを通じて、生徒と一緒に考えたよう

な形の授業をしてきたところです。今年は７校やりました。いろんな形でいろんな異
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国の文化、いわゆる行ってはるところっていうのは、どちらかと言うと発展途上の所

ですので、そういう部分の暮らしの中身を生徒と一緒に考えたりして授業をやってき

た所です。来年度につきましては、そういう部分をもっと国際理解だけと違って、い

ろんな職業体験のお話を聞いて、子どもたちが今後将来、未来に向かって羽ばたける

ようにいろんな種を植えつけると言いますか、「こんな形の仕事もありますよ」「こ

んなことで成功したスポーツ選手もいますよ」と、いろんなことのお話なりを聞くこ

とによって、互いに刺激して、自発的に学力の向上なり勉強にも励んでもらうような

環境ができたらなあと思っているところです。ただ、そういうのでまたご協力をいた

だけることがありましたら、ご意見なりいただけましたらありがたいです。何かその

辺でご意見とかありますでしょうかね。 

○安藤副区長 

 この海外派遣事業をするのは来年度から初めてやります。 

○尾田事業推進担当課長 

 はい、中学生の海外派遣事業を来年からやります。これは、大阪市の区の中でもあ

る区が１区やっており、住之江区が２番目になるのですけれども、夏休みの約２週間、

区内の公立の中学生７名を選抜して行ってもらおうと思っております。今のところ一

応方面的には、カナダの方面を考えておるところです。これはまだ決定じゃございま

せんが、そういう所で向こうの大学のホームステイじゃなくって、大学の寮に行って

もらって、向こうのネイチャーの英語を話す機会もありますし、同年代の子どもたち

と交流を図ることによって刺激をもらう、どういった考えをされているか、いろんな

ことの刺激をもらって、それをまた日本に帰ってきたときに同級生とその話をしても

らって、同級生同士で刺激しあって自分の将来・進路を真剣に考えるような機会がで

きたらなあというふうに思っております。区としても初めての取り組みですので、い

ろいろとこれから参考になるご意見がありましたらお伺いできたらなあと思っている

ところです。 
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○矢部委員 

 福祉健康部会の矢部ですけど、うちの子どももちょうど今３年生ですけれども、余

り勉強ができるほうではないのですが、このＰ８の１－３－１に多分該当すると思う

のですけれども、学校の授業でやったことがその時はある程度わかっているのだけれ

ども、家帰ってきて宿題をしようかって思ったらもう忘れているとか、授業では何と

かついていけるのだけれども、テストになったら全くわかってないとかいうようなう

ちも状況です。ですので、この放課後に担任の先生に居残り勉強みたいなのは、本当

にもう担任の先生は忙しいと思うので無理だと思うので、こういう学習指導員さんと

かを派遣していただいて補習授業みたいな形でやっていただけるというようなこの趣

旨なのか、そうであればうれしいなあと思っているのですがどうでしょうか。  

○尾田事業推進担当課長 

 ちょうど真ん中のところですけれども、小中学生の学習向上１－３－１こども学習

サポート事業というやつですけども、この学習サポート事業につきましては、主に夏

休みとか冬休み、長期の休暇の時に子どもたちが１学期、２学期に習ってきた部分で、

うちの学習指導員、人材派遣会社へそれをお願いしています。単なる何も指導ができ

ない人たちがおって、やはりそれがわかっている人が学校に行って、希望される子ど

もたちが来ますと、その学習指導にあたっていくということで。塾じゃないので、こ

れをやってこれをやってという課題はやらないですけど、自分でわからないところの

宿題であるとか、そういうふうな課題があれば、この学習指導員が教えていくという

ふうな環境づくりをしておるところです。 

 一方ちょっと、次の段の住之江区基礎学力アップ事業というやつがあります。これ

はちょっと中学生への対象となるのですけど、中学校の１教室を無料で、いわゆる塾。

今現在はトライさんですけども、塾に無償で使用してもらうことによって、塾代につ

きまして低額にする。これは、大阪市の塾代助成１万円ですね、この範囲でやるとい

うふうな事業を今現在も展開していまして、来年度も同じように加賀屋中学校と南港
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南中学校の１教室で実施する予定にしております。メニューも、若干今年度よりはち

ょっと充実した形で取り組もうと考えているところでございます。 

○矢部委員 

 こども学習サポートは全小学校対象と。  

○事務局 

 小中学校対象です。 

○池田委員 

 指導員の方は何人ぐらいおられるのですか。 

○事務局 

 各学校によってまちまちですけれども。 

○池田委員 

 各学校に来ていただくのですか。 

○事務局 

 はい、そうです。学習指導の経験のある、先生ではないのですけれどもそういった

経験のある方が来られます。 

○池田委員 

 例であった、南港だけとかね、そういうのではないのですか。 

○事務局 

 そうではないです、全小中学校が対象です。もともと事業の始まりも補足しますと、

学校現場とか保護者さんのアンケートをとっている中で、家庭環境が原因でなかなか

勉強に結びつかないというような背景がありましたので、学力向上目的に、それでは

そういった方を各学校に派遣して、基本的には長期休暇中、夏休みとか冬休みを対象

にそういった学習サポートを行うというような事業になっております。  

○岡本委員 

 それは、全学校でもう現在やっている。 
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○事務局 

 はい、対象としております。 

○岡本委員 

 岡本です。 

 先ほど言われた、住之江区基礎学力アップの事業は加賀屋中学校と南港南中学校の

みということになっていますけど、これからそれを増やしていくという計画があるの

かっていうことと、先ほどの中学生の海外派遣事業は来年のことだとは思うのですが、

７名というのは各校１人とかいう計算になるのでしょうか。また、それは学力のいい

子がいけるのか、その辺のふるいを誰がどうやってかけるのかっていう所と、最後に

大阪市のこどもサポートネットっていうのがちょっとピンとこないというか、特に地

域による支援っていうのがこども食堂などと書いているので、こども食堂に限るもの

ではないとは思うのですけれど、どういう支援がほかにあって、どういうふうな形で

連携していくのかっていう。実際自分の所の地域で、そんな強力な連携がとれている

かと思うとそうでもないような感じもしますので、どういうふうな取り組みの方向で

やっていくのかっていうのをちょっと説明お願いします。  

○尾田事業推進担当課長 

 まずは学習塾、基礎学力アップ事業ですけども、加賀屋中学校、南港南中学校でや

っていますけども、これはうちのほうから１１万円という経費を上げているのですけ

ども、これはちょっと周知をするパンフレットですね、皆さんにパンフレットを周知

するお金を計上していまして、実質上このへんについては経費の予算組みとしてはか

かってはおりません。対象としましては、地域的に南港というところ、加賀屋中学校

はちょっと北っぽいですけれども、一応こちらのほうの部分でいうたら、これは全区

内の中学生が対象としておりますので、そのチラシも全中学生にお配りをして周知を

図っていくということとしております。これは、塾に対して委託料も何も払ってない

状況でございます。だから、こういう形で委託の部分でどんどんどんどん中学生のニ
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ーズが増えてくるということになりましたら、やはり塾として当然授業料が入ってく

るわけですから、ニーズを高めると同時に拡張していけるということは可能性として

はありますけど、今現在始まってまだちょっと１年２年という所でございますので、

とりあえず来年度につきましてはこの２カ所、おととしが１カ所だったのです。今年、

南港南中学校がふえまして２カ所になって。２カ所のスタートでまた来年させていた

だいて、どんどんどんどん周知がいって、また子どもたちがどんどんどんどん通って、

大体定員が３０名ぐらいと思っているのですけども、どんどんどんどん来るようにな

りましたら事業者のほうも手を挙げてくるかなあというふうに思っております。 

 中学生の派遣事業ですけれども、７名の選考。住之江区内の中学校７校があるので

すけども、その７校の部分をそれじゃ７名という数字を挙げさせていただいた。当然

選考につきましては、第三者委員会、第三者の方々で選定委員会っていう形を開かせ

ていただいて、中学生の行く方について選考していく。その選考する部分につきまし

ては、詳細はまだこれからですけれども、当然志望の動機であるとかということの部

分について、審査をさせていただくと。先ほどおっしゃっていましたように、成績が

１番トップの人やないとあかんとか、そういう部分の成績どうこうという部分につい

てのところは特に加味はしていませんけれども、当然英語力という部分での興味があ

る、どういうふうな将来的なものを持っているのか、行くことに対して「お母ちゃん

から言われて行く」ということじゃなくって、自分でどういうふうな目的を持って行

くのかなどなど、教育の関係する専門の教授の方なり、選定委員の方で判定して行っ

ていただこうというふうに今考えているところでございます。  

○安藤副区長 

 これはまあ今時点での考え方で、区によったら抽選でやっている所もあります。税

金をかけて行っていただくので、我々としたらやっぱり熱い思いを持って行っていた

だく子を優先していきたいと今思っているところ。これは、そういう海外とのコミュ

ニケーションとか、そういうあたりを専門にされている先生方ともちょっと選び方を
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相談していこうかなと思っているのですけども、我々今時点では、やっぱりこう熱い

思いを持っている、大人になったらそれはまた気が変わることは仕方ないですけども、

少なくとも今時点でそういう熱い思いを持っているお子さんを優先したいなあという。

これは今時点での私らの考えです。  

○尾田事業推進担当課長 

 ７名が中学校１人というイメージと違って、区全体で７名ということで。  

○安藤副区長 

 だから、当然中学校７つもありますんで、そういう計算はしています。ただ、必ず

１校１名にするかどうかはちょっととこれから考えていきたいなあと思っています。 

○尾田事業推進担当課長 

 最後にこどもサポートネットのお話があったのですけど、またちょっと両部会の共

通の所でご意見もあろうかと思いますけども、簡単に申し上げますと、このスキーム

図ですけれども、要は学校という部分は１番児童に接している所。それで子どもの日

常の具合がよくわかる。今もやっているのですよ。それは、サポートネットという形

の枠に一旦はめようということで、スクリーニングを学校でやっていただいて、その

中で課題のある子どもがあがってきた段階で、区役所に来年度新たにこの専任のスク

ールソーシャルワーカーとコーディネーターという方々を配置されることになってお

ります。その方々でスクリーニングされた子どもたちに対して、どういった支援が適

当であるのか。逆に、スクリーニングされた課題児童に対して、家庭へのアウトリー

チを行うコーディネーターを配置するというのは、この保健福祉分野の支援というと

ころで書いています。その中でこういう地域による支援のこども食堂と、こういうふ

うな地域の活動もやっているよという紹介も当然ここでさせていただけるような場面

もあるかと思いますので、ちょっとこのスキーム図ではこの３者が連携していって、

トータル的に子どもをサポートしていこうというスキーム図になっております。実質

の事業で何が新しくなるのかという部分につきましては、スクリーニングシートとい
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うのを学校で作成して、課題のある子どもたちをそこでスクリーニングをした中で、

区役所におけるスクールソーシャルワーカーとコーディネーターが適正な振り分けを

していくのと同時にアウトリーチを行っていくというふうな形の事業となっておりま

す。わかりにくくて申しわけないです。以上です。  

○仁平委員 

 いろいろなご意見をいただきありがとうございました。本日いただいたご意見を事

務局で集約していただき、子ども教育部会として、以降開催されます全体の区政会議

の場で発表できるようにお願いいたします。  

 では、事務局にお返しいたします。  

○尾田事業推進担当課長 

 ありがとうございました。それでは次に時間がございますので、福祉健康部会にう

つらせていただきます。 

 矢部部会長、よろしくお願いいたします。 

○矢部委員 

 では、議事に入ります。時間もありますので、事務局より資料の説明をお願いいた

します。 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 すみません、住江区役所の田島と申します、よろしくお願いいたします。すみませ

ん、ちょっとかけて説明させていただきます。  

 説明の仕方は、先ほどの子ども教育部会と同じような形で説明させていただきたい

と思います。運営方針（案）と、Ａ３の横長の分の福祉健康部会っていう分をちょっ

とご確認いただきたいと思います。基本的にはＡ３の分でご説明をと思ってるんです

けども、その前に保健福祉課の運営方針で、どこの部分かっていうとこだけちょっと

ご確認いただきたいなあと思っておりまして、ページ数が３ページですね。「子ども

たちが輝くまちづくり」経営課題１っていうのがあるんですけれども、そこの部分の
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次のページと、その次の５ページまで。「待機児童解消と取り組み」っていうところ

から、「気軽に子育ての相談ができる居場所づくり」っていうところですね。ここの

部分と、少し飛ぶんですけれども、１０ページになります「全ての人が自分らしく暮

らせるまちづくり」という経営課題２っていうところの部分ですね。そこから１７ペ

ージまでになるんですけれども、具体の中身でいきますと「身近な地域の人々による

見守り活動」であるとか、そこから順番に１７ページまでで、最後「就労による自立

支援」っていうここの部分につきまして、基本的に福祉健康部会の議題という形でご

議論いただければと思っております。  

 そしたら、Ａ３の資料のほうにお戻りをいただきまして、平成２９年度の進捗状況

については、先ほどの子ども教育部会と同じような形で割愛をさせていただきたいと

思います。 

 真ん中のほうをごらんいただきたいと思います。  

 まずご意見としていただいてる部分で、１つ目の地域ぐるみで子育てする環境整備

の部分っていうのは、子育てに対する不安感とか負担感とか減ってきてると感じる状

態というのはどんな状態ですかねというようなご意見をいただいたとこと、区として

子どもの貧困対策ができないかというご意見をいただいたところでございます。  

 その下の２つ目の、地域支援を必要とする人々を支える体制づくりの部分ですけれ

ども、ここでは１人住まいの方であるとか、徘徊の高齢者の見守りを強化する必要が

あるのではないかというご意見をいただいたところでございます。  

 それから、１番下の暮らしを支えるセーフティーネットの部分では、就労支援につ

いて、生活保護受給者等を就労支援を行う事業者と介護人材就労コーディネーターと

の連携がうまくいってないのではないですかというご意見と、介護事業所に就労して

も、仕事がきつくて長続きしないというふうなご意見をいただいたところでございま

す。このご意見を踏まえまして、右のほうの平成３０年度の今予定しております事業

についてご説明をさせていただきます。  
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 １－１－１っていうのが、運営方針に書かれてる数字の項目で、そこを引っ張って

見ていただければ、これに関する項目が書いてあるという形になっております。  

 それを使って、では、ちょっと事業の説明をさせていただきます。 

 まず１行目の待機児童解消の取り組みについてでございますけれども、住之江区は

昨年の１０月一臂現在、待機児童はゼロということで公表させていただいてるところ

ではございますけれども、引き続き適切な施設のあっせんなどをすることによって、

待機児童の解消を努めていきたいと思っておりまして、特に予算としてはバーになっ

ております。 

 次の２行目ですけれども、なにわっ子すくすくスタートということで記載しており

ますけれども、広報紙であるとかＳＮＳなんかを用いまして、区内子育て関連事業と

かの取り組みに関する情報発信をしていきたいと思っております。この２つの取り組

みによりまして、子育ての不安感とか負担感というのが一定解消であるとか、軽減に

つながるのではないかというふうに考えておるところでございます。  

 それから３行目の、住之江こども居場所づくり支援事業につきましてですけれども、

これは地域に今４つの子どもの居場所づくりをしていただいてるところですけれども、

そういったことも含めて区内の子育てであるとか、子どもに関する団体さんとか、そ

こに務めておられる従事者の方とかのネットワークを形成して、展覧会とか勉強会な

んかを実施して情報交換なんかをして、よりよいものをつくっていけるようにやって

いきたいなあと思っておるところでございます。  

 ４行目の、ふだんのくらししあわせプラン推進支援事業につきましては、プランに

基づきます地域福祉への意識の向上とか、参画へのきっかけづくりの場を設けてまい

りたいと思っております。また、区政会議など、福祉健康部会のほうは毎年ご意見を

いただきまして、プランの改正というのをさせていただいてるところでございます。

次年度、福祉健康部会でまた議論をいただこうと思っておるところでございます。  

 それから５行目の、子どもの居場所づくりなどに対する支援につきましては、大阪
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市の社会福祉協議会で実施をしております、大阪市ボランティア活動振興基金のうち、

各区、地域の現場ニーズに応じた地域福祉の向上とかもあって、増進とか推進に起用

することを目的としまして、区の実情に応じた助成事業というのがございます。こう

いうものを活用するなどしまして、子どもの居場所づくりなど、地域での取り組みに

対して支援をしていきたいと思っておるところでございます。なお、この内容につき

ましては、実際運営方針のほうには記載をしておりません。事前に部会長のほうにも

ご説明をさせていただいたんですけれども、その際に、この方針のほうに入れておく

べきではないかというようなご指摘もいただいてるところでございますので、これは

まだ案の段階ですので、４月の公表までに、文言の追加の方向で調整をさせていただ

きたいと思っておるところでございます。  

 それから６行目の、見守りあったかネット事業につきましては、引き続き各地域に

コーディネーターを配置しまして、見守り活動の体制構築推進維持する検証なんかを

実施していきたいなあと思っておるところでございます。前回の区政会議の部会の中

でもちょっといろいろとご意見をいただいたとこなんですけれども、やっぱり地域で

される見守り活動というのは、すごく重要なんですってご意見をいただいておりまし

て、私もそのとおりだと思っておるところでございます。ですので、引き続き地域に

ご協力をいただきながら、今までもやってますけれども、区で実施します見守りあっ

たかネット事業を推進していくために、区の社会福祉協議会に設置されております見

守り相談室との連携なんかも深めていきたいと思っております。また、見守りの目を

増やすっていうことも有効だと考えておりまして、企業等への働きかけなんかを行っ

て、見守りに関する企業等とか、協定・締結についても昨年に引き続きまして進めて

いきたいと思っておるところでございます。  

 それから７行目ですね、地域による人と家の見守り活動支援事業なんですけれども、

これは既存の地域福祉のネットワークを活用しまして、予防的な空家対策のための体

制づくりを行っていきたいと思っておりまして、これはちょっと来年度取り組んでい
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きたいなあと思っておる事業でございます。 

 それから８行目ですけれども、地域健康講座、マル特検診などにつきましては、幅

広い世代へ運動への習慣化であるとか、食生活の改善による日々の健康づくりですね。

地域で活動する団体などとも連携して啓発、指導を実施してまいりたいと考えており

ます。 

 最後になりますけれども、介護人材就労コーディネート事業につきましては、総合

サポート事業と介護人材就労コーディネーターと齟齬がないよう、連携を進めるとと

もに、雇用者側のニーズに沿う求人・求職のマッチングに努めてまいります。また、

生活保護受給者等の適性にあったアドバイスを行い、就労意欲を醸成してまいります。

なお、３０年度からは就労先として高齢者の事業所に加えまして、障害者・児童福祉

など、区内の社会福祉関係の事業所にも広げていく予定としておるところでございま

す。 

 すみません、ちょっと簡単ではございますけれども以上です。よろしくお願いいた

します。 

○矢部委員 

 ありがとうございました。  

 では、運営方針にかかりご意見をいただきますが、両部会の委員の方からご意見よ

ろしくお願いをたします。説明をもう少し詳しく聞きたいということでもあれば結構

ですので、お願いいたします。  

 じゃあ、私のほうから１つすみません。 

 子どもの居場所づくりっていう所ですけれども、子ども食堂とかいろいろ今出てき

て活動されていて、すごくいいなあと、先日の講演会のほうも聞かせていただいてい

たのですけれども、僕らが子どものときはどうやったかなあと思って考えると、結構

小学校の校庭で遊んでいたイメージがあるのですね。うちの子どもに、「おまえどっ

か行って遊んでこいや」って言ったら、「行くとこない」とかね、「学校の運動場で
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遊んでこいや」って言ったら、「学校の運動場は行ったらあかん」とか、「閉まって

いる」というふうに言うたりするのですけれども、その辺、今、小学校は放課後って

いうのは閉まっているのですか。 

○尾田事業推進担当課長 

 学校のいわゆる日常的な学校、授業が終わるという部分については、大体放課後の

学校の閉門というのですかね、時期によって大体１６時、午後４時から４時半ぐらい

で「みんな学校閉まるよ、帰りやあ」ということで、先生方がそういう形で遊んでい

る子たちを指導していくと。その中で、授業から遊びで学校に残っているのですけど

も、一旦帰った子がまた学校へ来るという形については、学校のほうで一旦下校した

ものは登校という部分については禁止している。それは多分子どもがどれだけ来てい

るのか、門も閉まっていますのでね。帰りは自分らで開けて帰れますけども、防犯上、

門も閉まっていますのでそういう形で運営しています。 

 一方で御存じと思いますが、放課後いきいき事業というものもやっています。この

放課後いきいき事業というのは、授業が終わってから、いきいき事業に登録をしたら、

これは誰でも登録できる、全員が登録することができます。今現在、いきいき授業に

登録をされた子どもについて、いきいきの指導員の方がおられますので、それについ

ては晩の６時ぐらいまでは対応できると。値段についても基本的には無料で、保険代

だけがちょっと月５００円かかるというふうな制度になっております。そういうふう

な現状でございます。 

○矢部委員 

 何で質問したかというと、ボール遊びなんか特に今道路でできないですし、うちの

小学校に近所の人から子どもが遊んでいてうるさいというクレームが入って、学校の

先生も困っていますとかいう話も聞いたりするのですけれども、学校の先生も子ども

が普通に遊んでいるだけなのに、そういうクレームが入って困っているのですってい

う意見もちょっと聞いたりして、逆に公園も今ボールが使えなかったり。ここボール
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禁止って書いてあったりするので、子どもの立場としても何かかわいそうやなあって

いうか、遊ぶ場がないのだなあっていうのは、本当に親として思っています。 

 以上です。 

○ 池田委員 

 私は、ネットワーク委員会の推進員の池田です。 

 １月から安立なんですけれども、こども・親子食堂を開催したんです。それは何で

開催したかといったら、やっぱり私たちも貧困というのをちょっと思ったんですけど

も、１月にしてみたら、そういう貧困とは全然言ってなかったんですよ。１月はもう

ポスターとかも全然貼らずに、学校の教頭先生にお願いして、問い合わせとかそうい

うのはまた先生お願いしますといったら、いいですよって言ってくれて、２月からポ

スターは掲示することになったんですけど、１回目は子ども会とかそういうところに

お願いをして、１月の１８日に来ていただいたんですけど、高齢者の方も私のとこは

独居の人とか来てもらうことになってたんで、ふたを開けてみるとやっぱり高齢者の

方のほうが多く来ていただいて、８４人来られて、高齢者の人が６０人で、子どもさ

んが２４名でした。それで、やっぱり終わった後なんですけど、これも開催するにあ

たっては、本当にたくさんの人に協力していただいてできたんですけれども、結果や

っぱり意見を聞いてみると、若いお母さんがね、「私たちは困窮だったら、行かない、

行かせない」って言われたので、「そういうことは言ってないのになあ」と思ったの

で、２月からはどなたでも結構ですと。１００食限定でって言ったら、２月のほうが

ちょっと少なかったです。高齢者はいつもどおりにたくさん来ていただいてるんです

けど、これからそういうことが課題になるなあと思ったのと、今日、６年生のお母さ

んに話したんですけど、手伝ってくださる若いお母さんが２人いてたんです。そした

ら、その１人のお母さんが「手伝いたいんですけど、やっぱり自分たちね、何で若い

人がなかなか手伝えないのかっていうたら、やっぱりお仕事をしている。塾に行かせ

たりして、自分のとこの子どもがなかなかそこに参加できないので難しいかなあ」っ
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ていうのを聞いたので、これからどういうふうにしてちょっとそういうＰＴＡの人と

かを巻き込んでいけるかなあと思って、それが本当に課題です。あとは教えてくださ

い。よろしくお願いします。 

○山本委員 

 すみません、住吉川の民生委員をやっております山本といいます。 

 民生委員の立場から言いますと、地域の見守りということで僕たちも見守り援護シ

ートというものを一応僕らも持っておりますねんけど、ただただ持ってるだけで、一

応お家に尋ねるとか、そういうのは余りできないんですね。もし地震があるとか何か

あった場合に、その人たちのリストを持ってても何も動けないというので、何かええ

方法がないかなあと思っておるんですけども、その辺はちょっとどうすればいいかち

ょっと何か対策等教えていただければと思うんですけども。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 すみません、要援護者名簿のことですよね。 

○山本委員 

 要援護者シート。 

○田島子育て・地域福祉担当課長 

 見守り相談室とかが入ってるやつですか。 

○山本委員 

 うん。 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 すみません、それは確かに地域によって活用いただいてるところとか、実際本当に

今おっしゃっていただいたように、ちょっと持ってるだけとかっていうケースがある

というのはお聞きはしてるところです。我々としては、ぜひ活用はしていただきたい

と思ってますし、災害があるときにはその名簿を頼りに、安否確認なんかもしていた

だきたいなあと思ってるところではあるんですけれども。ごめんなさい、今のご質問
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でどうすれば活用ができるかっていうところは、正直我々としても悩ましいところで、

どうすればいいのかなあっていう。地域で使っていただくには、どういったことの条

件整備ができれば使っていただけるのかなというところを逆に教えていただきたいな

あと思ってるところで、すみません。ちょっと回答にならなくて申しわけないんです

けれども。ただ、実際にご活用されてるところもあるのはあるので、例えばそういう

ところをお聞きいただくというのはありかなと思いますので、ちょっと１回あたって

みて、聞きに来てくれてもいいよとかっていうお話がいただけるようであれば、また

情報提供させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○山本委員 

 民生委員の立場から、そこのお家へ行くのが何か嫌がられるという気持ちもあるん

でね。当然また町会の役員とか、またそういう形で「どうですか、お元気ですか」と

かという形ならもっとやわらかくていいんかなあと思ったりもするしね。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 それは、民生委員さんをされてるから逆に普通に聞けないっていうこと。  

○山本委員 

 うん、そうですねえ。やっぱりそういう方々はやはり、民生委員さんというのは福

祉を受けてるというように逆らって、ちょっと嫌がるみたいです。本当に今はそうで

ないんですねんけどね。ちょっと手ごわい。 

○山本委員 

 私はネットワークの推進員なんで、見守り相談室の人と時々見守り相談室のほうか

ら言われたらそれを見て、ここだったら知ってるというので一緒について行けたりし

たら、割とスムーズに。そのかわり、本当に何度も行かないときあります。１回では

行けないときはたくさんありますので、足を運んでいったら、割と開けていただける

ときもあります。本当１番は何度も行くんです。民生委員さんからたまに聞くときが

あります。生活保護じゃなかったら私たちはねっていうのも聞いたことはありますけ
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ど、今はそうじゃないですけどね。  

○山本委員 

 そういう何か指導していただければ助かるんですけどね。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 情報収集してみます、はい。すみません。 

○委員 

 すみません、その要援護者名簿っていうのは誰が持ってるっていうのは私たちはは

っきり知らないので、何かあったときにあの人に聞いたらどなたが困ってるかわかる

っていうのが、何か災害があったときに、じゃあ１人暮らしの方がどこにいてるとい

うのは一般の住民は知らないので、やっぱり町会の方は御存じだと思うんですけど、

町会の方もやっぱりだんだん高齢化していって、自分が逃げなあかんのに、ほかの人

も助けに行かれへんっていう場合に、私ら世代より下の人たちが訪ねていったり、足

が悪いとかいうのも協力できたりする部分もあるかとは思うんですけれど、それは誰

が持ってるということは公にはできないということなんでしょうかね。もちろんプラ

イバシーのことがあるのでわかるんですけど。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 もちろんプライバシー、これは個人情報に関係がありますので、皆さんにお渡しす

るっていうことはできない形になってますけど。 

○委員 

 もらうつもりはないんですけど。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 基本的には見守り相談室なんですね。主になっていろんな各地域で見守りしてもら

う方とは、一応ちゃんと協定も結んでさせてはいただいてますので、その地域によっ

て持ってるところは違う形になります。なので、そこはちょっと地域に聞いていただ

く形になろうかなとは思うんですけども、ただ、大っぴらに持ってるよとはなかなか



 

－24－ 

言えないので、そこら辺はちょっと難しいところがあるかもしれないですけどね。  

○矢部委員 

 地域の社協さんに行けば、ある程度の情報が。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 そうですね。 

○池田委員 

 でもあれですね、あれは全員の人が載ってるわけではないですよね。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 もちろんそうです。 

○池田委員 

 障害の人がね。 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 一応基本的には、本人から了解をいただいた方だけの情報しかありませんので。  

○池田委員 

 でないと、全部載ってるわけでもない。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 はい、一応その地域のある特定のところに、個人情報をお渡ししますよって了解を

いただいた方だけの名簿になってますので。  

○山本委員 

 了解済みの方ですか。 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 はい。 

○委員 

 この見守りあったかネットの研修がありますよね。これのリーダーの研修でリーダ

ーになれるみたいですけど、人数的に毎年少しずつでもこの養成講座を受けたりする
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人が増えてるとか、リーダーがちょっと増えているとかそういう実績というのはどん

な感じでしょうか。 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 すみません、１３ページのほうに次世代の担い手の育成というところに、一応前年

までの実績というのがちょっと書かせてはいただいてるところなんですけれども、ど

う言ったらいいんですかね。新しい方が増えてるかどうかっていうのは、すみません。

それは統計としてはとってないんですよ。地域でそれぞれそういう講座を開いていた

だくんですけれども、そこに去年も来たと言う方ももちろんおられますし、新しく来

ていただいたっていう方もおられるんですけれども、ちょっとすみません。ここに新

しい方であるとか、っていうところの、ちょっと統計的な処理はしてませんので、こ

こに一応書かれてるような形で人数は書かせていただいてるところなんですけれども、

すみません。新たに増えてきてるかどうかっていうところ、例えば１００人増えたと

かっていうご説明ができる統計はとってないので、すみません。ちょっとお答えがで

きないところなんですけれども。一応毎年それなりの人数には受けてはいただいてる

ところで、ちょっと平成２９年度は古いデータになってて申しわけないんですけれど

も、一応年によっては少なかったり多かったりするときもあるんですけれども、それ

なりの方には受けていただいてると思っております。ちなみにコーディネーターって、

あったかネットの事業の中ではコーディネーターって言い方をしてるんですけど、地

域では推進員さんっていうお名前で言えばすぐにわかると思うんですけども、池田さ

んもそうなんですけども。すみません。 

○池田委員 

 だからね、ちょっとコーディネーターとかいうのをはっきり言われてないので、皆

さんわからないと思います。私ら自身でも推進員っていう名前の・・・  

○矢部委員 

 言葉を統一したほうがいいんですね。  
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○池田委員 

 それを言ったんですけれどね、考えてください。皆さんもわからないと思います。  

○矢部委員 

 それにちょっと関連して、見守りあったかネットさん今年度かな、地域包括とかそ

の辺で地域を回って。何か開催して回ってましたよね、見守りあったかネットずうっ

と。地域包括とか各地域回ってやってませんでした、今年度。社協と包括。何かやっ

てはったなっていうのは思ってたのと、それと去年同じことを言ったんですけれども、

認知症サポーター養成講座も同じような形だと思うんですけれども、受講した後の役

割というか、受けるけれども、受けたあとなんか役割回ってくるかと言うたらお声が

かからへんとかね、そういう声もすごくよく聞くんです。ふだんからネットワークさ

んとか、ふれあい喫茶とか行っておられる方はふだんから行ってて、メンバーも決ま

ってて、いつも地域のことはその人たちがやってるみたいな感じで。でもそうやって

講座を受けた方が、もっとこういろんな役割として入っていけるような仕組みづくり

というのがやっぱりいるんじゃないかなあと思うし、何か僕も思うには、これがいい

かどうかわかりませんけど、受講した人しかもらえない、もしくは買えないジャンパ

ーとか帽子とかね。それを着て犬の散歩するだけでも、抑止力になるというか、その

人も「私受けたからこういうジャンパー着てるんやで」とか、「ベストもってるんや

で」とかね。そういうのも１つの受けたメリットというか、そういうのもあるんじゃ

ないかなあというふうに思ってました。  

○池田委員 

 それと、呼びかけをさせてもらうんですけど、そのときはやっぱり余り反応ないで

す。もっと違う人に来てほしいんですけど、割と毎回一緒でね、私たちももうちょっ

と若い人とか、そういう方にちょっと呼びかけるんですけど、やっぱりなかなかね。

私とこはお昼とかが多いので、お昼だったら行けないとかやっぱり聞く。その呼びか

けたときはなかなか来ていただけないかなあと思うんで、そういうのをまた私らも工
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夫していかないと、呼びかけるほうも工夫をしていかないといけないかなあとは思い

ます。 

○委員 

 見守りあったかネット事業ということ自体知らないです。アンケートで３０％以上

って書いてますけど、どちらかと言えば普通の人よりはちょっと興味はあるとは自分

で思っていますが、これは知らなかったし、３０％で果たしていいのかっていう。せ

っかくいい事業なのに、もっと周知をして３０％未満であれば事業再構築といいます

けど、３０％ではちょっとやっぱり。せっかくこういう事業があるんだったら、もち

ょっと周知してほしいなあって。  

○池田委員 

 地域地域で多分ボランティアスクールとか、そういうときに喚起してるところもあ

ると思います。 

○矢部委員 

 あとはやっぱり若い世代が受けようと思ったら、住之江区内の特に企業さんに勤め

ておられる方や、地域の方が勤めておられる企業さんとかが主導で職場内研修の一環

でちょっとやってもらうとかね。そうなれば、わざわざ時間をつくっていかなくても

いいみたいなとこはあるんかなあとかね。それを受けた人は、地域で何か役割を担っ

てよみたいな、そういうことも言っていただけたら。  

○池田委員 

 役割になってもらえたらいいんですけど、なかなかね。  

○矢部委員 

 僕らも休みのときとか、仕事が終わってからとか思うんですけれども、やっぱり遅

くなってしまうので、そこから行こうっていうのがなかなか難しい。それをもっとや

っておられるということなので。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  
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 ちょっとまだそんなにたくさんはできてるわけじゃないんですけれども、一応今７

つの企業さんと連携をしておりまして、協定も結んで見守り活動に参加していただく

という形で、あったかネットサポーター養成講座も受けていただいたりとかもしてま

す。先ほど説明の中でも、引き続き企業さんと連携を進めていきたいとお話をさせて

いただいたところなんですけれども、そういった形で、ちょっとずつではありますけ

れども、いろんな形の見守りの目というのを構築していきたいなあと思っております。

また皆さんのご協力もよろしくお願いします。  

 逆に、今回させていただいて、あったかネットのことを知っていただいたこと自体

もありがたいなあと思ってますんで、ぜひほかのところでもまたおっしゃっていただ

ければなあと思います。よろしくお願いいたします。  

 もちろん、広報紙の中でも取り上げていきたいなあとは思ってますので、ちょっと

いつ挙げるとかっていうのは決めてるわけじゃないんですけども、その辺なんかも考

えていきたいと思います。  

○安藤副区長 

 どんな周知をしたらいいでしょうね。広報紙とか、そんなんはやってるんですけれ

ども。 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 やっていただいてることは、すごいことをやっていただいてるんですけれども、そ

うですね。 

○池田委員 

 私とこなんかは、終わったあとにやっぱり町会、そんな大きな枠ではなかなか難し

いので、町会単位で、やっぱりこれからはしていかないといけないかなあという意見

も出てます。やっぱり災害とか起きてもね、こんな大きな訓練をしててもなかなか。

去年もありましたけど、はっきりいって意味がなかったねって言ってるんですけど、

だから町会の中の範囲で、高齢者の人がいてたら隣に声をかけるとか、そういう体制



 

－29－ 

をこれからつくっていきたいなあっていうのが、見守りも兼ねてるかなあと。  

○安藤副区長 

 そうですね、そのあたりいろいろまたこれから意見交換させていただいて、地域で

取り組んでいただくこと、地域で取り組んでいただくのがやっぱり基本やと思ってる

んですね。そのために我々がどうしたらいいのかっていうので、今改めて、今さらこ

んなこと聞くんかって言われるかもわかりませんけれども、そういうちょっと議論と

か意見交換を積み重ねさせていただいて、やっぱり福祉はこれが地域やと思うんです

ね。今までもそうだったかもわかりませんが、これからよりそうなっていくと思いま

すので、そのためにこういう部会も開かせていただいてますし、いろんな機会を通じ

てご意見をいただければというふうに思います。  

○矢部委員 

 ほか、よろしいですかね。ご意見ないですか。  

 最後にちょっと、私介護事業所で働いてますんで。介護人材の就労コーディネータ

ーの事業なんですけれども、うちも何名か採用させていただいて、訓練で来られて仕

事になれていただいて就職していただくということをしてます。すごくいい制度やな

あというふうに思ってるんですけれども、介護の実際の業務というのがなかなか難し

いところもありますので、間接業務というか、お掃除とかシーツ交換とかそういうと

ころでお願いしたりするんですけれども、そうなるとシーツ交換とかお掃除の方ばっ

かりになるっていうこともやし、１人応募があって、今掃除だけども３人４人と増え

てきてるので、ちょっとお掃除だけではということでお断りしたような事例もあるの

で、いかにどう介護の仕事につなげていくのかっていうのが次のステップというか、

課題にはなってくるのかなあというふうに感じています。  

○藤井生活支援課長 

 今、矢部委員長がおっしゃったとおりでございまして、この事業、子ども教育部会

の方は初めて見るかなとは思うんですけども、我々この生活支援で生活保護を受給を
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されてる方、あるいは生活保護は受けてないけれども、生活困窮者の方に対する支援

も我々の課はやっておりまして、その中でいわゆる生活保護受給者、あるいは困窮者

の方がやはり最終的には就労につなぐ、働くことによって自立をして、うまくいけば

生活保護から抜けていただくというのが１番かなと思っております。 

 一方、住之江区内、例えば特養老人ホーム６カ所、老健施設６カ所、デイサービス

４０カ所という形で、かなり介護の事業所が多うございます。どこの介護の事業所に

お聞きしましても、やっぱり人手が足りない足りないとおっしゃってます。今、矢部

委員もおっしゃっておりましたように、例えば生活保護を受けてる方が、就労経験が

ないのに、いきなりヘルパーみたいな仕事は多分これは無理やと思うんです。ところ

が、例えば簡単なリネンの掃除、清掃、洗濯ならできるであるとか、例えば食事を配

膳するときの手伝いなら何とかできるかなと。そういったところから介護の事業所で、

まずその業務になれ親しんでいただいて、本人さんが働くということに目覚めていた

だいて、そしてうまくいけば、例えばヘルパー２級の資格、今は介護初任者研修とい

う言い方でちょっと名前が変わってるんですけども、ヘルパー２級をとっていただい

たりとか。あるいは頑張って将来介護福祉とかそういった形のほうに資格をとってい

ただきましたら、きちんとそういったお仕事になりますので。ただこの事業を始めま

してまだ２年目でございます。今年度の業績につきましても１０名が就労目標で、今

でやっと９名の方がいわゆる介護現場のほうで働くことができましたけれども、残念

ながらヘルパーとして、いわゆる本当の介護職員としてはなかなか就職という形には

至ってないんですけれども、まずはその業界になれていただく。矢部委員がいるのに

言い方が悪いんですけども、やはり介護現場はきついということをよく言われるので、

そういったことも考慮しながら就職につないでいく。ですから、今後の展望としまし

ての立場ですね。コーディネーターさんの方から本人に働きかけてその業界に慣れて

いただいて、そして次は資格を取っていただく。そしてうまくいけば脱却していただ

く。そういった形を狙っていきたい。だからこれにつきましては、すぐ１年２年では
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解決できる問題ではございませんので、今後この事業をどういった形に発展するのか

もあるんですけれども、きちんとその辺を我々がサポートしていけたらと考えていま

す。 

○矢部委員 

 ありがとうございます。いろいろなご意見をいただきありがとうございました。本

日いただいた意見を事務局で集約して、福祉健康部会として以後開催されます全体の

区政会議などで発表をしていただけるよう、よろしくお願いをいたします。  

○尾田事業推進担当課長 

 それでは、ちょっと時間も巻いておるのですけども、最後に子ども教育部会、福祉

健康部会それぞれ平成３０年度の取り組みということでご意見いただいたのですけど

も、教育と福祉を交えての相互のちょっと意見交換ができればと思っております。大

変申しわけないのですけれども、矢部部会長に引き続き、ちょっと議事進行のほうを

お願いさせてもらってもよろしいですか。皆さんよろしいですか。  

 すみません、そしたら矢部部会長、よろしくお願いいたします。  

○矢部委員 

 では、各部会にかかわる区政への取り組みにご意見をいただきました。両部会にそ

の内容を聞いて、ご意見がございましたらよろしくお願いをいたします。個別の内容

でも構いませんので、よろしくお願いをいたします。  

 待機児童ゼロということも今田島さんからお聞きしたんですけれども、何かイメー

ジではもっと待機されてる方が多いのかなというイメージでいてたものですから、も

っと何かこう待機児童が住之江区はゼロなんだっていう発信をしてもいいのかなあと

思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。  

○阪口保健福祉課長 

 保健福祉課長の阪口でございます。 

 待機児童ということでございまして、保育所に入れない子どもさんの数は、カウン
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トの仕方によって待機児童という言い方と、入れなかったということで保留児童とい

うことがあって、よく言うのが隠れ待機児童というようなことを世間でよく言ってる

のでそういう機児童ということは、国のほうでカウントの基準があるんですけれども、

例えば保育所を申し込むときに「ここしかだめ」というような、「この保育所でない

とできません」というような、特定施設を希望される方につきましては、これは待機

児童にはカウントしませんとかそういうのがございまして、そういったこともござい

ますので、１カ所とか２カ所しか申し込んでない方につきまして、「こういうとこも

あいてますよ、こういうとこもあいてますよ」ということであっせんをさせていただ

いて、それでもやっぱりだめという方につきましては待機児童からどんどん落として

いくというような形になりまして、保育所に入ってない方は、例えば１００人いてる

けれども、待機児童はゼロというようなこともあります。まず我々としたら、待機児

童というカウント、そこについてゼロにしていって、あとは「どなたでもここはいけ

ます」ということで、そこに入れるということであれば保留児童もだんだん減ってい

くんではないかなあというところで考えているところで。ちょっとお答えになってる

かどうか・・・ 

○ 安藤副区長 

 市長も待機児童ゼロだっていうふうに言ってますので、これが恐らく実現できるだ

ろうっていう区は２つでしたっけ。待機児童ゼロになっていきそうなのは、住之江区

と・・・ 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 １０月１日現在では２つ。うちとほかの区。 

○安藤副区長 

 ２つですね、２つになって。住之江区は割りと課長さんがた以下も含めて、割と頑

張ってくれたところだと。市長がゼロを目指すって言ってるんで、それがこの基準が

ある上での数字とはいえ、それが達成できてるというのは、一応は胸を張ってもいい
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のかなあというふうには私は思ってるんですね。ただ、究極の理想に向けての待機児

童ゼロっていうのは第一歩目というところのカウントの仕方ではあると思いますので、

それはちょっとどこまで区政だよりの区の広報紙に一面待機児童ゼロ達成しましたっ

てこう書くかどうかはちょっと考えなあきませんけど、ただ手前にそれでもわかりま

せんけれども、一応待機児童ゼロ達成してるというのは、我々は胸を張っていいのか

なって思ってます。それは、区内の事業者さんにもご協力をいただいた結果かなとい

うふうに感謝してます。現に区役所を使った保育所も、保育所をつくるには決してえ

え条件とは正直思いません。こんなこと私が言ったらいかんかもわかりませんけど、

それでもやっぱりここにつくる意義を理解していただいて、保育所にも進出していた

だいてるわけですから、やっぱり区内の事業者さんにもいろいろとご理解、努力して

いただいた結果だというふうに思っておりますので、それは我々胸張ってやっていき

たいなあというふうに思ってるところです。  

○矢部委員 

 ほか皆さん、ございますか。  

○尾田事業推進担当課長 

 せっかくですんで、来年度の取り組みでございますけど、教育という視点の部分で、

子どもの貧困とかという視点も踏まえた中で、先ほど教育のほうがご説明させていた

だきましたけれども、学習意欲の向上・学力の向上という部分が、貧困の連鎖を断ち

切るという部分でも、１つの学習習慣の定着というところの取り組みというところで

ご意見もいただきまして、学習サポート事業であるとか、基礎学力アップ事業のご意

見もいただいた上で継続させていただこうと思っておるところでございます。  

 また住之江区の特色ある取り組みといたしまして、キャリア教育推進事業というこ

とで繰り返しになりますが、子どもたちが多様な体験をすることで、学習や進学の意

欲を高めていくというとこの機会をつくっていくということで、キャリア教育の推進、

また中学生の海外派遣事業、新しい事業でございますけれども、そういう部分で進め
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させていただこうと思いますので、そういう形でご意見いただいたということでさせ

ていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

○安藤副区長 

 すみません、最後に。今日部会を合同で開催させていただいたっていうのは、去年

ご参加の皆さんは御存じかもわかりませんけども、やっぱり子どもの問題へ論じると

きに、特に教育関係を議論するときに、子ども教育部会はどっちかというと学力面が

中心、それから子どもの夢を育てようということを中心にこれやっていたのですね。

ところが、子どもの問題はそんな問題ばっかりじゃないでしょと。貧困の問題もある

じゃないですかっていう議論になっていくわけですね。それは分野的には福祉健康部

会で扱っていただく問題だというふうに我々は考えておりまして、一応両部会の委員

さん方同席の元で、それぞれの部会でどんなことを議論していくのかっていうことを

知っていただいて、情報共有していただいて、議論させていただくと。という意味で

今回こういう形で開催させていただいたということでございます。  

 一定我々先ほど言いましたのは、部会ごとの役割、それから部会で議論する内容に

ついては、今申し上げたような形ですみ分けというのですかね、それをしながら今後

とも議論をさせていただければなあというふうに思っているところです。次回以降ま

た合同でやるのか、単独でやるのか。合同でやると結構時間もかかったりもしますの

で、単独でやるのか合同でやるのかっていうのは、今後ちょっと両部会長さんとご相

談させていただきながら、また決定させていただければなあというふうに思っていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。  

 それから、今日こどもサポートネットというのをお配りさせていただいています。

これは学校と、私どもと、さらに地域の連携をより深めていくために、コーディネー

ターとかスクールソーシャルワーカーなんかを派遣して、要するに学校なり子どもを

サポートしていかないといけないと。そのためには人が要るということですよね。そ

のために人を確保しましょうという仕組みです。この財源はどこから出ているかとい
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うと、これは市役所の局のほうですね。区の事業にはなってない。ただ、この人たち

は区に配置されて、区の職員と一緒になって動いてくということなので、今ちょっと

私悩んでいますのが、運営方針にこれ局の事業で入ってないのですけれども、区の職

員も深くかかわることなので、ここに書いたほうがいいのかどうかでちょっと今迷っ

ています。この案を変えるとなると、この区政会議でのご意見も踏まえて変えるとい

う必要性がございますので、両部会長さんにご一任をさせていただいて、ご相談の上、

そこもご了解をいただければなあというふうに思っております、よろしくお願いいた

します。 

 私からは以上です。 

○矢部委員 

 ほかございませんか。大丈夫ですか。 

 押してて申しわけないんですが、これ障害福祉的なところは今回入ってるんですか。

今見てたら、福祉健康部会でしたら、児童のことと高齢のところぐらいは入ってるか

なあとは思うんですが、障害分野っていうのはこのジャンルのほうには入ってるんで

すか。 

○阪口保健福祉課長 

 障害福祉の部分については、この本市の今のところ盛り込まれてないというところ

が実態。 

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 すみません、障害という部分で細かく書いてるってわけじゃないんですけれども、

もともとあったかネット事業っていうのが虐待防止を含めて取り組んでた事業で、そ

れは引き続きやってるんです。ですので、全く書いてないわけではないんですけれど

も、さっきちょっと阪口課長が言いましたように、障害というのを単体で取り上げて

るかというと、それはできてないのは事実ではございますけれども、全くないという

わけではございません。 
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○矢部委員 

 早期発見については、あったかネットさんで早く発見して対処していくっていうと

ころで対処していっていただけるものというふうに察しております。  

 じゃあ時間になりましたので、皆さんご意見ありがとうございました。整理をして

いただいて、開催される今度の全体区政会議の場で発表していただきたいというふう

に思います。 

 では、事務局のほうにお返しいたします。  

○尾田事業推進課長 

 皆さん、長時間にわたりまして、本当にありがとうございました。初めての両部会

合同開催という試みで、いろいろなご意見をいただきまして、今後全体会議の中でき

ょういただいた意見を整理させていただきまして、改めて報告させていただきたいと

思います。 

 既にご案内を差し上げておりますけれども、全体の区政会議の日程につきましては、

３月の２２日（木）午後７時からの予定としております。何かとお忙しい中ですが、

どうぞご出席のほどお願いいたします。つきましては、ちょっとお帰りの際に事務局

がいてますので、出欠の集約をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。長時間にわたり、本日は本当にありがとうございました。これで

合同部会を終了させていただきます。ありがとうございました。お疲れさまでござい

ました。 

 


