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平成２８年度第２回淀川区区政会議 

教育・子育て部会 

 

    日 時：平成２９年１月３１日（火） 

        午後６時３０分～午後８時２７分  

    場 所：淀川区役所５階会議室５０４ 

 

○西政策企画課長 

 定刻となりましたので、ただいまより淀川区区政会議教育・子育て部会を始めさせ

ていただきます。私、本日の進行役を務めさせていただきます淀川区役所政策企画課

長、西でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、お手元の資料を御確認願いたいと思います。 

 まず次第。配付資料の一覧。資料１、部会名簿。資料２が、裏面の座席表。資料３、

子どもの貧困対策。それとＡ４の横書きで附属資料としてつけておるのが、子どもの

貧困対策の参考となる事業及び民間の活動調査表といったところも、同封させていた

だいております。資料の３、子どもの貧困対策。資料４、待機児童解消に向けた新た

な対策について。資料５、待機児童数。であと、「よどマガ！」と「ＹＯＤＯ－ＲＥ

ＰＯ」のほうをおつけさせていただいておりますけども、過不足等ございませんでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 ちょっと着座にて失礼させていただきます。 

 なお本日、丸山委員は御欠席と伺っております。 

 ただいま、この区政会議教育・子育て部会委員７名中６名の方の御出席いただいて

おります。定員の２分の１以上の委員の御出席いただいておりますので、会議は有効

に開催されていることを御報告申し上げます。 

 続きまして、区役所の職員につきましては、お手元の座席表のほう御参照いただき
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ますようお願いいたします。一人一人の紹介は省略させていただきます。 

 それでは、次第に沿いまして議題に移らせていただきますが、今回は会議に先立ち

まして、委員の皆様方にあらかじめ子育てに関する議題の中から関心のあるテーマに

ついてお伺いさせていただきました。本日の会議では、皆様の関心が特に高かった

「子どもの貧困対策」それと、「待機児童対策」この２つのテーマを取り上げたいと

いうふうに考えております。区役所からは、改めてそれぞれの課題の現状につきまし

て簡単に説明した上で、委員の皆様から御自由に御意見を頂戴したいというふうに考

えております。 

 部会は、区政会議の議論を効率的かつ効果的なものにするため、それぞれ所掌事項

について意見交換を行う場として位置づけられております。この「教育・子育て部

会」で取り扱うのは、「教育や子育てに関する事項」となっております。 

 少人数の会議でございます。よりテーマを深く掘り下げた意見交換をしていただく

ことも可能であるかというふうに考えております。区役所への御意見・御質問だけで

はなく、この機会にほかの委員の方々にお伺いしたいことなどもありましたら、遠慮

なく御発言いただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 会議の時間は、２時間を見込んでおります。午後８時３０分には終わってまいりた

いと思いますので、御協力賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 それでは、ここからは福島議長に進行をお願いいたします。福島議長、よろしくお

願いいたします。 

○福島議長 

 はい。こんばんは。では、議題の「教育・子育ての取り組みについて」入ります。

先ほど事務局から説明がありましたように、今回、２つのテーマについて意見交換を

行ってまいります。 

 各テーマの意見交換の時間は５０分程度を見込んでおりますので、御協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 
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 まず事務局より、「子どもの貧困対策」についての説明をお願いします。 

○中園総務課長 

 それでは、こんばんは。総務課の中園でございます。よろしくお願いいたします。  

 私のほうから、「子どもの貧困対策」ということで、今回もお手元にお届けしてま

す資料は、前回の区政会議のときにお渡しした資料そのままでございます。それ以降

の動きといたしましては、この７月に調査を行いました子どもの実態調査、生活の実

態調査ですね。その結果が３月に上がるということで、それまで私どもがしつらえて

おりますデータからいきますと、今お渡ししておる資料というところが精いっぱいの

データでございます。 

 ちょっと簡単に振り返りだけさせていただきます。 

 子どもの生活に関する実態調査、昨年７月に行いまして、小学校５年生の児童と保

護者、中学２年生の児童と保護者、それと５歳児の保護者、計５万５，７７６名。こ

れオール大阪、２４区トータルでございます。に調査表を配付して、結果７７．６％

の回収率であったというところでございます。その中で、速報版といたしまして、若

干特徴のある数字が出ておるというところが、今回おつけしてる資料でございます。  

 まず１枚めくっていただきまして、２ページとなっておるところに、子どもの生活

に関する実態調査の速報値、①物質的資源というところで、食事等という項目になっ

てございます。こちらのほうなんですけれども、「週にどのくらい朝食を食べていま

すか」という質問に対しまして、食べないと回答した小学生が１．１％。中学生が２．

９％。いずれも全国平均を上回っているという状況でございます。それだけ大阪市内

の子どもは朝御飯を食べていないという結果が、速報ではございますけども出てござ

います。「あなたは、週にどのぐらい夕食を食べていますか」。こちら毎日、または

ほとんど毎日という回答以外した子どもたちが３８７人、１．４％。１．４％といい

ますと、やはり低い数字ではございます。ただ、晩御飯です。それを毎日食べれてな

い子が３８７人、１．４％いるというのは、これはちょっと驚く数字じゃないかなと、
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低い数字ではございますけれども、そのように私どもは考えてございます。  

 続きまして、教育。３ページにまいります。こちらなんですけれども、「あなたは

学校のある日、授業時間以外にどれくらい勉強しましたか」という質問でございます。

こちらに対する回答で、全くしないと回答した小学生が６．８％。中学生が１３．

６％。いずれの全国平均を倍以上上回っておる。勉強しない子がそれだけ多いという

のが、大阪市の子どもたちの実態でございます。 

 続きまして、「勉強に関して１番あなたの気持ちに近いのは」というところで、わ

かるわからないの世界でも話を聞いております。よくわかると回答した小学生で３２．

７％。中学生になりますと１３．１％。これ全国平均が小学生が５８．４％。半分上

の子がわかると答えております。中学生でも３６．２％。３分の１以上がわかると答

えてございます。しかしながら、大阪市は３２．７％、小学生ですね。中学生で１３．

１、大きく下回っている。こういうところが、学習状況であるという数字が出てござ

います。 

 続きまして、４ページ目をごらんください。こちらは人とのつながりというところ

でございます。これ複数回答が可になってございますので、最終的にはトータル数字

が合わないところでございます。ただ、「ふだん放課後誰と過ごしますか」という質

問ですね。ここの中で、１人でいる、こちらのほうが１７．８％もある。もう１人で

いるということですから、当然のことながらほかの回答と複数回答になってるわけが

ないので、もうこの１７．８というのは、この調査媒体に対比します真水の数字だろ

うなというところでございます。 

 そして、「心配ごとや悩みごとを親身になって聞いてくれる人はいますか」という

ところで、いないと答えた方が６．４％、誰も頼れる方がいないんだよと思い込んで

る子どもたちが６．４％もいてると。これは速報値ではございますけれども、現在の

生活環境の実態調査に対します子どもたちの答えであるというところでございます。 

 現在、この調査項目が多岐にわたってございまして、いわゆる生活環境、それとか
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ちょっと踏み込んだ生活保護だとか、そういうふうな収入の状況だとか、そういうと

ころも細かい数字までは聞いてませんけども、調査してるところでございます。そう

いうところとクロスチェックをしながら、今どのような状況になるか、どういう世帯

がどういう環境にあるかというところを調査しておるところでございます。ただ、回

答は７７．６％、非常に厳しい環境にある方々は、むしろ本当に正直に答えてるかな、

この回答に参加してるかなという疑問は当然あります。ですので、厳しい環境におか

れてる子どもたちというのは、ここの調査に出てくるよりも、もっと多いんじゃなか

ろうかと思われるところでございます。 

 以上、簡単ではございましたけれども、現在、私どものほうがつかんでおりますと

申しますか、公表されております速報値について御説明いたしました。 

 ということで、これまた区政会議のほうで御報告さし上げたんですけれども、こう

いった結果等を受けまして、こんな調査があるよというところも受けまして、私ども

淀川区では、子どもの貧困対策プロジェクトチームというものを立ち上げたところで

ございます。こちらが５ページ目となります。 

 こちら構成図と書かせていただいております。主務メンバー、それと支援メンバー

ということで書かせていただいてはおりますけれども、淀川区総体を上げて取り組む

内容と認識しておる次第でございます。主務メンバーというのは、いわゆる企画、立

案的なところを主に、それとか情報収集のコアな部分ですね。そこを主に主務するメ

ンバーでございます。支援メンバーとなっておりますのは、そこに対しまして人的支

援を提供してくれたり、ほかの情報を、そういうふうなものを提供していただいてる

というようなところで、少し分けてるというだけでございます。協力体制には変わり

ございません。 

 最後のページ、６ページなんですけれども、こちらがプロジェクトチームの取り組

み内容、考え方でございます。まず１番目の上の柱、上の四角になるんですけども、

こちらやはり子どもの貧困に至るまでには、やはりひとり親だとか、それだとか生活
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に困窮している世帯だとか、そういうとこを的確にキャッチしていかねばならないと、

そしてそれをキャッチした上で、その過程にもれなく公的サービスが受けられるよう

な情報提供しなければならないかなというところがございました。 

 したがいまして、私どものほうで今行政サービス一覧表化して窓口に置く。そして、

それに対応できるような相談、それとか申請、そういうようなのがあれば、他の施策。

あなたが受けれそうな施策というのを紹介していく。そういうようなことを行ってお

るところが、この１番上の四角でございます。１番上の四角の３番目に、養育費確保

への取り組みというものがございます。こちら離婚されましたら、やはりなかなか養

育費というところが滞ることが多い。そうしますと、親権がお母さんに移ることが結

構よく見られるところでございまして、養育がなければ、やはり貧困に陥ってしまう、

そういうような悪い循環が考えられるというところで、国のほうも法務省がパンフレ

ットをつくりました。私どももいただいております。離婚とか、そういうようなとこ

ろを相談とかそういうことを来られたり、もう既に離婚しておっても、子どもには養

育費を受ける権利がございますので、そういう貧困的な相談を受けたときに、養育費

受けてもらってますかとかいうようなアドバイスができるようなパンフレットを窓口

に置いて対応するような、そういう取り組みをしておるところでございます。  

 続きまして、民間の活動と、それと行政の支援事業というところですね。今民間の

いろんな子どもたちに対する支援活動が行われているところです。これ後で表のほう

で若干ふれさせていただきます。 

 行政のほうも、子どもの学習能力の向上だとか、そういうところとか、子どもの居

場所とか、そういうところでは事業を開始しておるところではございます。ただ、そ

れらが全てスタンドアローンと言いますかね。孤立してる。それぞれがそれぞれでや

っているというところがございます。したがいまして、そこを横の協力ができないか。

学習支援しているところと、食事支援しているところがコラボすれば、食事を食べな

がらの学習の支援もできてる、そういうようなことも考えた上でのネットワークづく
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り、そういうようなのをやっていこうというような取り組みでございます。  

 そうして広がりある支援づくりをすれば、利用者も横の広がりが出てまいります。

私どもが１番これがあってほしいなと思っておりますのが、１つのところを支援され

ておる方が、ほかにも支援できるところがあるんだよということをもって、支援層が

また広がっていくと、そういうことで利用者及び支援者が相互に拡大していくと、そ

ういうことを考えておるところでございます。 

 続きまして、やっぱり民間地域、事業者、そういう活動を区役所の各担当が初期に

立ち上げよう、芽生えさせようと思うときに、有効なアドバイスができるような、そ

れとか、ほかに先行している活動をお教えして、それを参考にしていただくとか、そ

ういうような支援活動を、ちょっとお金面での支援者はなかなか難しいところがござ

いますので、そういうところを支援できてればなということで、私どもも調査、研究

してまいるというようなところを３番目の柱としてございます。 

 実態的に、本年の３月に調査結果が出て、そしてそれを受けて大阪市の本庁のほう

で子どもさんに対する対策、有効な貧困対策、それはどのようにして打っていくのか

なという方針が出ると思います。ただ出たとしても、それは２９年度に何かができる

というわけではなく、やはり２９年度に予算化して、３０年度がスタートであろうと

思われるところで、役所のことなのでちょっと時間がかかってしまいます。その際に、

有効なものを生み出せるような調査活動というのは、ずっと続けていきたいなという

ところが、このプロジェクトチームの主な取り組みというところの御紹介でございま

した。 

 それでは、ちょっと別のこのＡ４の１枚ものをごらんいただきますようお願いいた

します。 

 本当にまだ粗い表で、非常に申しわけございません。いろんな事業がどのようにや

られてるかというところを、今まだ集めてる段階でございます。そういうところの芽

がやはりたくさん出てくるようであれば、私どものほうもこのネットワーク化という
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ものを進めてまいるところではございますが、まだぽつぽつというところでございま

すので、ちょっと具体的なネットワーク化にはまだ動けてないというところでござい

ます。ただ、こちらの頭のほうから２、４、６、８番目までは公的サービス、役所の

ほうが介在して、既に行っておる子どもたちへの居場所だとか、学習支援だとか、そ

ういう事業でございます。ここについては、ごらんいただくことでよろしくお願いい

たします。 

 その下、このページの学童保育というところからですね。ここから、裏面に続きま

す２、４、６、８個、こちらが民間で行われていたり、民間のほうで今芽生えておる

事業でございます。まだ調査不足のところもございまして、ちょっと詳しい内容まで

お知らせすることがちょっとできない部分も多うございますけれども、御参考にして

いただければと思うところです。今こういうことにつきまして、また御質問いただけ

たら、わかる範囲ではお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上、ちょっと長くなりましたけど、ありがとうございました。  

○福島議長 

 はい。では、意見交換に移らせていただきます。今のお話を聞いて御意見のある方。  

○中園総務課長 

 できれば、議長よろしいでしょうか。 

○福島議長 

 はい。 

○中園総務課長 

 こういうふうな活動が、地域で今まだ芽生えてるよとか、こういうのを知ってるか

とかいうのをお申し出いただけたら、私どもまたそういうようなこと調査してまいり

ます。今協力体制といたしましては、社会福祉協議会、そちらのほうにはもう話はい

っております。そして、あとは情報収集の手段としまして、「ザ・淀川」さんだとか、
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「大阪散歩」、前まで「淀川散歩」といったんですけども、そういうところにも協力

依頼したり、先般はちょっと私の先輩が事務局長をやっているということで、加島の

友愛会さんのほうにもちょっとお願いしに行ったり、そういう今まだ広がりを集めて

おるところでございます。皆さん方でもこういうところ行ったらどうやとか、そうい

うところをちょっとお教えいただく機会をいただければと思っているところでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○福島議長 

 ありますか。 

○辻川委員 

 よろしいですかね。 

○福島議長 

 はい。 

○辻川委員 

 先ほど子どもの貧困対策の部分で、資料３で御説明をいただいたところなんですけ

ど、これはオール大阪ということで御説明があったと思うんだけど、その中で淀川版

としては、まだそのデータは集約はできてないということの認識なんですかね。  

○中園総務課長 

 そうですね。この場でちょっと若干言わせていただければ。私どもデータをもらっ

てますので、ちょっと淀川の状況を少し出してみたところがあるんです。これ表に出

したときに、最終のどの部分と違ってたら何なんで、数字的なものは詳しくはという

か、大阪平均よりも若干下回ってます。 

○辻川委員 

 そこが、１番問題でありましてね。全体に大阪市、オール大阪という中でも、全国

から比べて下ですよね。それをさらに淀川区の中、子どもたちがさらに低いというこ

とになりましたら、一層にやはり危機感を感じながらということもある、ありますよ
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ね。 

○中園総務課長 

 そうですね。おっしゃるとおりです。はい。 

○辻川委員 

 そんな中で、４年ほど前から生涯学習ルームでしています講座を、子どもの居場所

みたいなところで、土曜授業にしてのなか塾というのをしてるんですね。それは、子

どもたちの居場所でもありますけども、その中でものづくり、またお料理であったり、

そういうことも含めて、なかなか学校で体感できない体験できないことをもとにしな

がら、土曜授業として展開してるんですけども、その中でも、やはりこの子に支援が

要るなというような子どももいますし、そうでもなくって、まだ安心やなと思う反面

もあるんですけれども、そういう事業のやはりこの今進められようとしてる事業と、

何か一緒にリンクさせながら、さらに展開できるような、前にもお話しさせてもらっ

たかもわかりませんけど、そんな部分にやっぱり有効的にそのルーム授業も発展した

らいいかなというふうに思ったりしてるんです。それは、やはり教育という枠組みも

ありますので、なかなか厳しい部分もあったりするので、そこのところの柔軟性とい

うか。そこを含めてお考えいただければ、とても次のステップにつながるかなという

ふうな気がします。 

○中園総務課長 

 やはり民間さんが立ち上げているところといえば、やはりある程度フリーな、自由

なというところがあるんですけれども、役所がやってしまうと、どうしても何かあっ

たらどうなんだろうというところがありますので、どうしてもちょっと制約をかけて

しまうと。公金を入れるということになれば、じゃあなぜこの子らにということがあ

るので、そうすると所得制限だとか、そういうのをかけてしまう。そういうところを

もって、今立ち上げておられるところに話をもっていったとしても、おまえら何言う

とんねんと言われるのがせいぜいなんで、そこのところの支援がどうなんだろう。じ
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ゃあ、役所のネームバリューを利用して、各種団体さんのほうからその地活協さんと

協力して寄附金を集めて回ろうだとか、それとか人材バンク的なところを立ち上げて、

同席してもらうだとか、そういうふうなところが１番確実な支援なのかな。余り民間

がやってるところに足かせをかけにいくような活動はしないほうがいいんだろうなと

は思っております。 

 ただ、それが今民間側にしてみたら、こういう支援があるんだよというのを知らな

い方もいらっしゃるんで、そこにはチラシを持っていかしていただいて、知っていた

だく。本当に学習支援はやったりしてますので、その学習支援は使用していいか、居

場所のない方にね。居場所がない、居場所を与えてあげるだけではなくて、じゃあ勉

強はどうしよう。じゃあそうしてるうちに、じゃあそこも勉強を支援してる人がそこ

に行って教えると、そういうような広がりになればなというのが目標なんですけどね。

なかなか。 

○福島議長 

 私が発言してもいいんでしょうか。すいません。この本来の意味でいったら、本当

に困っている貧困の子どもであったり、親も含めてなんですけれども、なかなかやっ

ぱり手が挙げれないんじゃないかなというのが実情だと思うんですね。ちょうど今の

この御時世で、自分が貧困やと認めるのもしんどいし、わかってはいるけれども手を

挙げにくいというのも、多分実情だと思うんですね。でも本当に困っていて、どうし

ていいかわからないという人がいてはると思うんですね。そのときに、例えば学校で

あったりとか、近所の人であったりとか、地域の方が気づくというのは、例えば服装

が乱れているとか、食べてないだろうなとか、本来なら小学校行ってる時間にうろう

ろしてるなとか、いろいろあると思うんですけど、見つける場所というのは。学校の

中でも、学校も中学校も今給食ありますけれども、遠足であったりとか、どうしても

お弁当を持ってこなければいけないときに、お弁当が持ってこれないとかという家庭

の子というのは、少なからずいてると思うんですね。私が実際子どもの在学中も、今
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もいてます。実際、その例えばお弁当を買うお金はあるんだけれども、今はお弁当は

コンビニでもスーパーでも買えるので、持ってこようと思えばわからずにもってくる

ことは可能なんですけど、実際それ親がつくったものではなくて、子どもが朝お弁当

を買って持ってきてたりとかということもあると思うんですけど、そういう子たちに

手を差し伸べるのってすごく難しくて、何て言うかな。やっぱりその自尊心とかもあ

るし、自分がそうだというのも、なかなかわかりにくく気づかない場合もあると思う

んですね。周りが気づいても。だから、その辺に本来は手を差し伸べてほしいという

のは、親として思うんですね。区役所から手を差し伸べてほしいと思うのは。実際は

そういうこういうとこに来れる子というのは、ちょっとやっぱり余裕があったり、ま

だそこまでじゃないけど、ちょっと御飯食べられるから行こうかなとか、勉強できる

から行こうかなというレベルの子ではない、本当に困っている人たちに役所としては

手を差し伸べてほしくて、その子たちをじゃあどうして見つけるかといったら、やっ

ぱり学校であったり、地域であったりというところから民生の人だったりとか、そう

いう人から声を上げてもらわないと、なかなか本人さんからはわからないし、それを

言ったところで多分認めないかもしれない。自分は違うって言うかもしれないし、う

ち知ってる子なんかでも、お金は持ってるんですね。子どもがお金を持ってるんです

けど、じゃあそれをどう使っていいかがわからない。５００円玉握りしめて、それで

パンを買ったり、食べ物を買えばいいんだけど、じゃあそれは持ったままでどうして

いいかわからないとか、それでお菓子を買ってみて、みんなに振る舞ってみたりとか

いろいろするんですけど、使い方が間違っているとかいろいろあるんですね。親にし

たらほったらかしになってる子どもが多くて、そのほったらかしも気づかないという

のが多分今の現状だし、大阪市のこの出てこない多分その端数のところに出てくる見

つけてない人は多分そういう人かなと思うんですね。その手の差し伸べ方が、どれが

１番ベストがちょっとまだ私もわからないんですけれども、そういうところに本来な

ら公的資金を投入してほしいなというのが、親としての意見なんですね。そこを見つ
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けてほしいというのも、実際今もこの時間に晩御飯食べてない子どもがいるというこ

となので、その子たちにちゃんと行き届くようなシステムをつくってほしいなという

のが、私の意見です。 

○中園総務課長 

 やっぱりですね。その役所の、先ほども申しましたけど、役所がその貧困対策と銘

打ってやってしまうと、誰も来ません。今思うところでいけば、やはりこういうふう

に立ち上げてくださってるところ、そこがどんどん活性化して、ふつうの子が来ても

いいんですよ。貧しい子が誘われて来てくれたらいいんです。そこをいわゆる継続的

に、いわゆる持続的に続かんかったら意味がないので、それを何とか続けていけるよ

うな。御飯だけでいいのかという問題も当然出てきますので、そこにやはり学習とい

うのがついていけば、その場をしのいで、なおかつよく言われる貧困の連鎖というと

ころですね。少しでも成績が上がって、いい学校に行ける、そういう学力主義かいっ

て言われるのかもしれませんけど、せめて高校には行けるぐらいになれるような支援

って、そこら辺の学習支援的なところについて言えば、やはりお金、塾行けないと行

けるというのは差がありますので、そこはある程度の収入制限をした上で、塾に行か

せたりバウチャーですね。そういうのを適用できたりというような公的もありますの

で、うまいことクロスできるような方法はないかなという、ないかなというような情

けないところなんですけど。 

○福島議長 

 そうですね。何かうちはその塾代のバウチャー使ってるんですけど、その手続まあ

まあ面倒くさいんですね。親がしても面倒くさいんですよ、書類一通り書かなあかん、

判こは押さなあかん、出さなあかんというのを、じゃあ自分が、もしお母さんそれし

てくれない子どもが自分でそれできるかなというのもあるし、今ネットもあるし、そ

ういう子らって結構お金持ってて、スマホだったりいろんなもの持ってるので、勉強

はしようと思ったらできる環境ではあるかもしれないですけど、まあしないというの
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があったり、できないとは思うんですけど、なかなかそういう事務的な手続をすると

かということが、それもやっぱり所得制限もあるからそれを出さないと多分だめなの

もわかるんですけど、何かでももうちょっと簡単にならないかなとか、何かそれをか

わりにしてくれる場所があるとか、そういうこういう場所で手続しますよという場所

があるとかというのがあればいいのかなというのもありますし、そういうところで受

け付けできますよとかね。 

○中園総務課長 

 そうですね。まだやっぱりそういうところでいくと、それを受けるための所得制限

とかがありますからね。 

○福島議長 

 その辺が難しいですよね。 

○中園総務課長 

 本当に子どもたちが助けを求めようとしたときに、本当に助けてあげれるのかっち

ゅうんやったら、もうおっしゃるとおりかなと思います。何があるんだと言われると、

黙るしかないという。 

○福島議長 

 だから、昔でいったらちょっとおせっかいなおばちゃんとかおっちゃんとかがした

げよかと言ったのが、そういう所得制限とかがあると、その書類もそろえなければい

けないとか、そういう秘密にしているところもあからさまにしなければいけないとい

うのがひっかかるのかなと思ったり、実際所得は、親は両方とも働いてはったりとか

することもあると思うので、所得はあってそこにひっかからない子もいてるだろうし、

何かその辺がその今言われてる大阪市のこの貧困、淀川区の貧困も難しいのかなとい

うのと、どうやって助けてあげたらいいのかというのがちょっとわからないのかなと

思ってるんですけど。 

○中園総務課長 
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 あんた貧困やろと言うて、周りの家に乗り込んでいく人なんか、これは全然ない話

なので、いかにそれが見えてくるようになるかというたら、やはり今私の持論みたい

なこと言うて申しわけないんですけど、私ら子どものころって絶対的貧困ってあった

んですね。もう食べられないとか、いつもひもじい思いしてるとか、汚い服ばっかり

着てる。ちょうど田舎の子だったので、それって別に貧困、苦しくも何ともなかった

です。周りを見たら皆一緒でしたから。 

 でも、今そうじゃないと思うんです。そういう貧困の人でも、周りと比べると貧困

なんだよというところが、やっぱり１番苦しいところじゃないか。同じもの食べに行

って、１人だけ違うもの食べれない、１人だけ我慢できないよね。じゃあ、そこでお

金使う。それお金使ったら、もとが少ないわけですから、使えなくなってしまう。そ

ういう刹那的に生きてるという人らが、やっぱり今の相対的貧困の家庭なんじゃない

か。でも、それどうやって見つけるのって。お母さんがもうこんなんしながら勤めに

いって、あのさって言って、でもそのスマホ持って、１万円近くかかるわけですよね。

使用料がね。でも、もうそれ使えてるから、じゃあ大丈夫なのかといったら、そうじ

ゃないと思うんです。もうこれがないと、周りと話できない。人とつながれない。そ

ういう人がいらっしゃる。でも、そういう人って、そのスタイル見ているだけじゃ貧

困かどうかわからない。どうしたらいいんでしょうというところなんです。子どもた

ちで、やっぱりお話ししてると思うんですね。どこでその子たちをキャッチしていく

か、見つけていくか。役所に来てくれて、相談に来てくれたら、キャッチできるんで

す。でも、そんな人らは案外来ないです。隠してる。 

○嘉悦委員 

 最初から踏み込んだ話になってるんで、ちょっと発言すると、後戻りするので非常

に恥ずかしいんですけど、私勉強不足なんで、この貧困、子どもの貧困という意味が

ね。僕まだはっきり自分自身でとらえられてないんですよね。これあれですか。経済

的な面での貧困。大体ふつう貧困いうたら、貧しいいうたら、経済的にとでは分かれ
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る面と結びつくんですけど、この場合はどうなんですか。子どもの貧困という場合は、

それだけでは何かなさそうな感じ。 

○中園総務課長 

 はい。おっしゃるとおりです。まあ言うたら、貧困というところが１番センセーシ

ョナルな話なので、これ子どもが貧困なわけじゃないんですね。当然のこと、親が貧

困というのが１つ大きなとこがあります。 

○嘉悦委員 

ね。もうそういうことなんやしね。 

○中園総務課長 

 だから、それと親の方の体質が変わったというんですかね。ネグレクト状態の子ど

もたちもいてると。それと子どもたちが必然的に、やはり子どもとしてみたら、他の

子が与えられてるようなものを与えられない。子どもの心の貧困、そういうようなも

のも当然含まれると。ですから、物質面だけで貧困をとらえてるということではない

と考えております。 

○嘉悦委員 

 家庭的に恵まれてない、金銭的じゃなくて、そうしたら、例えば金持ちの子どもで

も貧困というのはあり得るということですね。 

○中園総務課長 

 あり得ますね。もうほったらかして、お金さえ与えといたらええやろという子が、

ここの中でいう誰にも相談できないとか、そういう数字であらわれてるかもしれませ

ん。 

○嘉悦委員 

 案外貧しくても、心豊かな子どももいるかもしれんしね。さっきの貧乏でも、別に

そんなん思わなかったというね。 

○中園総務課長 
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 周りの家みんな貧乏でしたから。 

○嘉悦委員 

 まあ相対的なものも、絶対的貧困はあるんやろうけど。さっきも話出てましたけど、

やっぱりわかりにくいんじゃないかなと思いますね。そういう子どもが、たくさんの

中でね。この子が貧困というか、この子が恵まれてないというか。なかなかね。そう

いう、何かやっぱりそういうキャッチ、キャッチするって最初に書いてあるのかな。  

○中園総務課長 

 そうですね。 

○嘉悦委員 

 要支援世帯のキャッチという部分やけど。 

○中園総務課長 

 これは窓口に来られて、１番端的なところで言うと、転入してきました。お母さん

と子どもさんだけでと言ってきた場合、要らん話ではございますけれども、こういう

支援ありますよとかいうのをさりげなくお渡しするとかね。あんたこれ絶対と言うと、

またそれはこれになりますので、そこをさりげなく御紹介さし上げるとか、それとか

相談に、３階なんかが生活支援のところに相談に来られたときに、ほかに有効な手段

ありますよとか、そういう相談を受けるところにつてもありますので、そこでそれを

逃さず紹介できるかというところが大きいと思うから、そこはキャッチと、それとと

もに、いろんな地域の方や民間の支援活動してくださってるところに対して、私ども

のその施策のパンフレットを置かせてもらうとか、役所が書いたかた苦しいものじゃ

なくて、もうちょっとやわらかいようなものにして置かせていただいて、何かこんな

んあるんやと気づいていただく、そういうのもキャッチかなと思ってます。  

○嘉悦委員 

 通常、常識的に貧しい人がこれを見て、その自分は貧しいですと言うて手を挙げる

ひとはまあいないやろうし、ましてや子どもがね。僕あの貧しいって言って、助けを
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求めるというのはなかなかやから、周囲がそれを見つけてあれするということやね。

差し伸べるいうか、手を。それが大事なんでしょうね。だから、僕このキャッチする

というのは、非常に大事なような気がするんですけどね。どうやってキャッチするか

というのをね。 

○中園総務課長 

 そうですね。だから、今のところでいうと、私どもでキャッチできるところは役所

に来ていただいて、そこのところでのお困りじゃないかなというところでキャッチす

るのがまず第一できます。 

 その次に、キャッチというところでやると、こういう民間さんとかがやってたり、

私どもの公的機関でやってるようなところに人が集う場で、そういう横つながりのパ

ンフレットを置くことによって、これは私どもがキャッチするよりも、来てくださっ

てる方にキャッチしてもらいたいんですけどね。 

○辻川委員 

 このデータの中で感じますのは、やはりキャッチをしようと思ったとき、学校に随

分入るときには、その様子をね、見ながら、この子にね、という思いがあるんですけ

ど、そんな人ばっかりじゃないんじゃないですかね。地域で活動する者もね。そうい

う意味では、１番身近にいる先生方、学校長も含めて、そういう方々からやはり信頼

おける人たちにその情報を共有しながら、その子どもたちを救っていくみたいな仕組

みをつくらないと見えない。１番見えない。そういうところで、幾ら民間のそういう

場があっても、今お話あるように、私は貧困者なんです、なんて、全くそういう手は

挙がらないと思う。むしろ、本当にこの子に必要やね、支援が必要や、というような

ことになりましたときには、やはり情報を共有する、それは教育であったり、そうい

う意味ではこのプロジェクトというのは、とても大事なことやけれども、この中に学

校の現場が入っていない。 

○中園総務課長 
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 なるほど。はいはいはい。 

○辻川委員 

 だから、そういう現場の声をやっぱりそれぞれのチームさんにこれ流すことがいい

のかわからないね。あれですけど。でも、今言ったように、守秘義務も含めて守りな

がら情報を提供する、そのことによって、その子が幸せになるという道にもつながっ

ていくかなというふうに思うんですけど、この今の取り組みの中では、学校現場が全

然見えないみたいなところがある。 

○中園総務課長 

 なるほどね。ここは大きなところを探していただきますので、私らのこれの詳細と

いいますか、活動これからどうしようかなという中には、やっぱり学校へのインタビ

ュー。 

○辻川委員 

 そうですね。 

○中園総務課長 

 はい。学校さんのほうから、そういう貧困の子どもは出してる、ほうり出してたら

教えてねというわけにはきませんので、こういう活動をやりますって、教育支援って

こういうのがあるんです。民間のほうでもこんなことしてくれてますっていうところ

を伝えて、ただ学校がね。じゃあこういうのやってるから行け、ビラを配ったとして、

例えば、ここの中にもあるんですけども、十三のこども０円食堂というところが、そ

こも自己経営でやってるんですけども、十三の子が行ってるかといったら、やっぱり

行ってないんですね。やっぱり近場に行って、そこに使ってるっていうたらというよ

うな恥じらいの、子どもたちもというところが。じゃあどこからいうたら、周辺から

来てるので、この周辺から来てて、そこでにぎわってくれたら、そこにまた行きやす

くなるんやろうなと、今まず１つ考えてるのが、こちらにもちょっときょう担当者が

来てるんですけどね。子ども未来輝き授業っていうのをやってまして、そちらのほう
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が、ここの表の１番上にある子ども未来輝き事業というところです。これ今生活困窮

世帯というところの所得制限等の調査した上で利用してる子どもたち、中学生に対し

ましての学習支援とキャリア教育と、本人さんの将来性、将来を見込んで相談を受け

たり、カウンセリングしたりという教育なんですけども、そういうことを週１回やっ

てると。今のところは２０名ほどなんですけどね。来年ちょっと拡充するんですが、

その子たちを一度子ども０円食堂に連れていってみようと、そういうところでコラボ

できないかなという動きは、ちょっと今調整をしてるところです。今年度中に１回で

きればいいなと思ってるんですけど、受け入れる側と、それとちょっと送る側もちょ

っといろいろありますので、今調整中ではあるんですけど、そういうふうな、まず何

らかの形で、そういう既存の分をコラボさせていって広がりをつくりたいなというの

が、まず思ってるところです。そういう広がりがあれば、やっぱり学校さんのほうも、

うちの子お世話になってるんや、とかいうようなところがまた見えてくれば、また変

わってくるかな。学校には、インタビューは行こうと思ってます。 

○榊原教育支援担当課長 

 ちょっとよろしいでしょうか。今さらながらなんですけども、こないだ民生委員・

児童委員の方の名簿というのを、学校長の方と共有する場がありました。ついこない

だなんですけども、今さらなんですけど、１つは今学校選択制というのがありますの

で、校区を超えて行く子がいますので、見守りの際も、言うたら今までやったらその

校区の方は、校区の民生委員・児童委員さんが見れればいいということなんですけど、

わたってくると両方かかわらないといけないねということで、学校長に対して区内全

員の民生委員・児童委員の方の名簿をお持ちして、共有してきました。ですので、そ

こから学校のほうと民生委員・児童委員さんのほうのつながりが、今始まったところ

なんで、今すぐにはできてないんですけど、今後広がっていくかなというふうに考え

ています。だから、そこをもうちょっと育てていかないといけないなというところが

あります。 
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 ちょっと学校現場は、やはり今ちょっと前から個人情報保護というのがすごいきつ

くなってしまってて、なかなか学校としては出すのが怖いという恐れをもってますの

で、そこを今教育委員会の中でもそこを、例えば学校の成績もそうなんですけども、

含めて何とかもうちょっと出していけないかというのは、検討はされてるみたいです。  

 もうちょっと先ほど福島委員がおっしゃっていただいたバウチャー、学校のほうか

らとかいう話があるんですけど、これも今の風潮で個人情報なので、なかなかバウチ

ャーは誰がもらってるかとか、もらってないかとか、これはうちの縦割りの悪いとこ

ろなんですけど、こども青少年局がやってる制度なんですけど、バウチャー制度、そ

この誰がもらってるかというのは、なかなか出せないという話だったんです。でも榊

区長が、それやったら学校のほうがわからへんやないかと、その辺何とか情報共有で

きへんのか、という課題を出していまして、今検討中ですので、学校のほうでも誰が

受けてる、誰が受けてない、ほんで明らかにこの子受けれるのにな、という子につい

ては、学校から勧めるということもやってはどうかという話があるんですけど、まだ

ちょっとそこまでは実際には進んでないんですけども、今構想としてはそういうのが

あるということで、よりそれちょっと今後進めていかなあかんなと。この場合でいた

だいた意見ですので、またここの意見がまた後押しになって、ああやっぱりそう、皆

さんそう思いますよねということでいけば、また教育委員会とかこども青少年局も動

いていくんかな、と思いますので、貴重な意見いただいたなと思っています。ありが

とうございます。 

○福島議長 

 さっきのそれで言うと、その個人情報もあると思うので、手続に来てもらえたらな

と思うんですね。学校も多分かかわるのも嫌やろうし、知ってしまったらややこしい

人もいてはるやろうから、やっぱりそれを知られたくないという人も実際いてはると

思うんですね。その所得を知られたくないとか、子どもはわからないにしても、親と

してそこを言いたくないという人もいてはると思うので、こっちからじゃないとでき
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ないというのが基本なのはわかるんですけど、できればそういう子の手助けをするの

であれば、出向いてきてほしいなというのはあるんですけど、それは窓口がどこにな

るかわからないですよ。学校じゃなくてもいいんです。ここで受け付けしますよとい

うところで、それは区役所でもいいでしょうし、別の場所でもいいんでしょうけど、

ここでここに行けば手続できますよというのがあればいいのかなと思う。  

○榊原教育支援担当課長 

 より申請がしやすい、申し込みしやすいような申請場所とか、状況の設定というの

が必要になってくるのかなということですよね。はい。ありがとうございます。  

○辻川委員 

 ある意味ね。これから学校説明会、新入生の学校説明会等々がありますよね。そん

な中で、皆さんの前でこれがそうであるとかないとかは別として、皆さん対象にそう

いうこういう話も含めて、きちっとするということで何らかのきっかけで足がかりで

説明いただいたな、そうしたらこれは区役所さんに言っていったらいいんだろうかな

というような、ちょっとした、何ですかね。次へ進展するようなことになるかもわか

らないので、やっぱり学校説明会は大事な場として、いろんな情報を提供してあげる

というのは大事なというふうに思いますよね。 

 それと、民生委員のお話ありましたけど、民生委員会は学校とやはりそういうこと

も含めて課題共有してるんです。ですので、その子がどんな子どもさんであるかとい

うことを認識しながら授業を進めていくみたいなことをしていますので、やはりどこ

の地域もやはり民生委員さんと学校が１つになりながら、情報もね。個人情報も含め

て守りながら展開していったらいいのかなというふうに思います。  

○榊原教育支援担当課長 

 はい、ありがとうございます。 

○嘉悦委員 

 保護者に説明するときに、何もその貧困とかそういう言葉を使う必要はないわけや
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ね。 

○辻川委員 

 ないですのでね。 

○嘉悦委員 

 こういうのがありますよというふうなのを、もっと幅広い説明にしようとすれば、

その説明の仕方、やり方も工夫すればいいんとちゃいますか。貧困みたいな言葉を使

わなくても。 

 それともう一つ、僕今話聞いてる簡単な、これ見てたら、例えば食事何かをしない

子のパーセンテージから言うたら、もう極めて低いですよね。例えば、ほかの教育問

題とかも同じ、全部。つまりその子らが貧困の対象になると思うんやけど、というこ

とは数的に少ないわけやから、恐らく学校なんかは簡単に把握できるんじゃないかな

と思いますわ。だから、その子らを把握してるのをそのままにせずに、個別的に何か

方法を考えて対応、手を差し伸べるいうんかな、対応していくというほうがええんと

ちゃうかな。何かこう貧困対策いうことで、あんまりこの。もっと全体的に大阪も教

育のレベルアップのことについてやったほうがいいな。 

○越智委員 

 ちょっといいですかな。俺、貧困いう言葉あんまり使いたくないけど、これ食べな

いとかね。いろいろありますやん。これ枝分かれ、食べない理由とか何とかは書かさ

せてますの。 

○中園総務課長 

 いや、そこまで詳細はどうやったかな。 

○越智委員 

 その詳細わからんかったら、原因がわからない。食べないという。ただ単に食べた

くないから食べんねやとかいうふうに丸しとんかもわからんし。 

○中園総務課長 
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 ちょっとどうやったっけな。そこら辺のところは、前設問みたいなことで、あんま

り覚えてない。 

○越智委員 

 いやいや、そう思いますよ。食べないなんかいうのね。朝飯は食べんやつ、社会人

でも結構おるんやから、別に時間が、寝ときたいからいうて食べんやつおるけど、晩

飯はやっぱりあれやろな。食べない。俺ら大人でも家では食べたくないやつようけお

るんやから。 

○嘉悦委員 

 僕はこれ食べさせてもらえないような気がする。親がね。もうほったらかしで食べ

させてない。 

○越智委員 

 親からこの話をしても食べないなんかいう子いるんやな。親がつくってやってない

んと違うかということなんです。そうしたら、その要はこの質問で食べない言うて、

次の理由として何で食べないんですかと、そうしたら親がつくってくれてないとかの

ね。何とかいうその理由づけがなかったら、何ぼ貧困対策やどうの食べさすかと言う

たところで、問題の解決になりませんやん。 

○中園総務課長 

 そこら辺のところは、多分あると思います。そのストレートに書くと、これ子ども

も一緒に親もアンケート書いてますから。 

○越智委員 

 ああ、親も一緒に。 

○中園総務課長 

 あんた何書くねんみたいな話になってくる。 

○越智委員 

 親も一緒に書いとるわけ。 
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○中園総務課長 

 はい。 

○越智委員 

 子どもだけが書いとう、親と分かれて書いとるわけと違うんやね。 

○中園総務課長 

 はい。一応ものは別なんですけどもね。家族に対して、その誰が書いたかはわから

ないんですけども、その家族のひもづけはできるようにだけはしてるんですけども。

ですから、そこら辺のところはちょっと親と子で見解が分かれるところがあるかもし

れませんけれども。 

○越智委員 

 ほなもっと多いかもわからんね。こないだあれ、話変わるけど、今度０円食堂とい

うんで、あれ何の新聞やったかな、十三のあれ何か出てましたやんか。 

○辻川委員 

 出てました。 

○越智委員 

 俺、日経しか読んでないからあれ日経かな、あと賛助会員言うたらおかしいですけ

ど、１，０００円か何か募金、１，０００円以上募金してくれませんかいうような文

言出ておったと思たけど。まあまあ何回も言うようやけど、今も皆さん言うたように、

わしが貧困や何か言うて手を挙げるやついませんしな、現実。 

○今田委員 

 俺らから言わしたら、子どもの貧困いうんじゃなしに、親のほうがね。結局、親の

愛情何かがなさ過ぎるから貧困というように、僕は受けとるんだけどね。今のことか

らいったら。例えば、朝のお弁当にしてもね。やっぱり子どもが結構お金持ってるん

ですよね。あれ。お小遣いみたいなの持っておるんですわ。昼でも朝でも、要はお母

さんがつくってくれたらいいんやけど、そのつくる気持ちがなかったらね。やっぱり
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子どもにしてみたらもっと貧困なるんですね。もう自分にしたら、やっぱり寂しい思

い、それが通常になってもうて、社会人になってもそういうふうになってしまうとい

うのも、結構おるからね。今。もう今社会人なんか、今先ほど言ったように、もう弁

当、朝御飯食べるまで寝てたほうがええですよいうのも結構いてると思いますよ。  

○中園総務課長 

 いまだに。 

○今田委員 

 何かそうなってくるんですね。 

○越智委員 

 うちらの会社でもおるな。 

○今田委員 

 せやから、やっぱり最初のときの教育で、親がちゃんとして本当に貧困いう人はも

う本当に少ないと思うんですね。一生懸命その気になれば、どこでも働くところもあ

るし、ただお母さん１人になってくるとしんどいとこもありますけどね。せやけど、

やっぱり気持ちいうのが大事で、親の気持ちが子どもに伝わるようなことをしていか

んと、子どもいつまでたっても貧困なんのかなあというような感じがするんですけど

ね。 

○中園総務課長 

 ただ一般的なところで、そのお母さんと、子ども。お母さんひとり親の家庭の年収

っちゅうのは、やっぱり２００万程度らしいので、そうして考えると、その月に何ぼ

っていったら１５～６万なんですよね。持ち家やったら何とかなるでしょうけども、

いやそれでアパート借りて、子ども学校に通わせて、子ども御飯食べさせては、やっ

ぱり厳しいところあるでしょう。そのお母さんが、じゃあのほほんと働いてるかっち

ゃあそうじゃなくて、やっぱり臨時職員みたいな形、正社員じゃなく、夜もバイトし

て、それでもやっと１４～１５万とかいうようなのが、今の所得事情らしいです。僕
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も実際に聞いた話だけなのでね。何とも言えませんけども。そこら辺のところで、何

かこう言ったらおかしいですけど、お金ためなさいとか、その余裕もないのに、じゃ

あ毎月１万ずつためて、１年ためて何ぼになるんだ、１２万というような、何かその

やっぱり刹那的に生きてしまうんやろうなというのはね。思いますね。あんまり先の

こと考えない。じゃあ、先のこと考えないからか、宵越しのお金は持たないじゃない

ですけど、使いますからね。やっぱりそういう、本当に、心が貧困になってきてる。 

○今田委員 

 本当にそれのほうが問題やと思うんやけどね。 

○中園総務課長 

 親も子も。 

○今田委員 

 だから、昔は兄弟が多かったでしょう。 

○中園総務課長 

 はい。 

○今田委員 

 家帰っても、兄弟で話するし、今１人っ子やから、１人っ子が多いですわね。極端

なこと言えば。 

○中園総務課長 

 はい、そうですね。 

○越智委員 

 せいぜい２人と。 

○今田委員 

 やっぱり家帰ってきて、誰もおらへんで１人でぽつんとおる。まあ１人っ子いうた

らね。することない。そうやけど、教育にかけてるお金は昔から比べたらもっと多い

と思うんですね。昔は全然もう服装でも兄弟皆上から下まで同じようなもの、兄弟が
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同じ服着てたりね。今は何か違うでしょ。兄弟でもね。見な違う服装したり、貧困い

うのは、僕今はもう当てはまらないような気がするねんけどね。ぜいたくになってる

んやね。もう今やったら。それはぜいたくと貧困との差というのは、どんなもんかい

うのがわかってないんちゃうかなと思うしね。やっぱり誰か兄弟で面倒みるとか、家

帰ってきたら誰か話をする、それはやっぱりそれが親の教育の仕方かなと思うんやけ

どね。そうやから、僕らも悪い子皆いつもやけど、親から教育し直さなあかんないう

て、いつも言うねんけど、子どもには全然罪ないよいうて、全てね。 

○中園総務課長 

 よくネットでも見たら、もう朝から晩まで働いて１５～６万やとかいうて、お母さ

んが書いてるどうのこうのっていろいろしてたら、周りのネット難民、ネット住民の

皆さん厳しいんですよね。そんだけもらってたら上等やみたいなのが。だから、そう

なってくると本当に愚痴も書かれへんよねというような、言えないような状況、それ

はあると思う。 

○越智委員 

 今言われたように、今ほとんど貧困やとかでも、スマホとか何か皆持ってますやん。

これあれよ。一月ね。何やかんやいうたら、やっぱり１万ぐらいかかってるわけ。子

どもにも皆持たせとったら、２万、３万即とぶ。 

○辻川委員 

 多分経済的なものではなくて、やっぱり何ですかね。ネグレクトが１番大きいかな

と思ったりするんですよね。やっぱり家庭の中で、食事をつくらないで、それとかや

っぱり子どもの制服も含めて、もう本当に白の服が制服がこんな色になるんですよね。

これ本当に実際にあるわけでね。やっぱり気になるから、一緒に洗濯しないみたいな

話をしたりするんですけども、やっぱりそこの部分やなと、本当にお金がなくてしん

どくてという人は一生懸命頑張りはるじゃないですか。頑張った中で、何とかしはる

というところがあるんやけども、今言ったように、家事をしないとか、家事の中には
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洗濯、掃除も含めて、だからそういうことが貧困につながる。目で見る貧困につなが

っていくんかなと思ったりしますので、そんな子がやっぱり１番大事にしてあげない

と、むしろ育たないかなというふうに思うし、その部分を考えたら、その子どもの貧

困という言葉で、人を言葉で何か解決するのはとても何かせつないなというふうに思

いますけどね。 

○嘉悦委員 

 今の意見にも通じるとこがあるんやけど、僕はこの貧困、子どもの貧困のこの対策

というのは、２つの目からのアプローチいうんかな、考える必要があるという気がし

ます。今いろいろと具体的に食事がどうとか、睡眠時間とかいうのは、子どもに対す

る手を差し伸べる対策が、またこれも大事やけど、これだけでは根本的な解決にはな

らんと思います。やっぱりその子どもがどういう環境にあるのか、つまり家庭ですよ

ね。ちゃらんぽらんの親の家庭やったら、幾ら子どもにあれしたって、もうやっぱり

結局家庭におる時間がないわけやから、親の影響下でいろいろとやっぱり貧しさから

抜け出されへんと思うので、だから子どもには差し伸べながら、やっぱりその問題家

庭の対策も、ここら辺をちょっとね。なかなか難しいけど、でなかったら根本的な解

決にはならへんやろうという気がしますね。 

○辻川委員 

 今ここで対策としてるのは、ハードな部分をやっぱり見てはるんかなって。でも、

もっともっとソフトな部分を地域で、これは地域で考えなあかんやろうし、ＰＴＡさ

んを含めて考えなあかんやろなというふうには思いますよね。 

○越智委員 

 辻川さん言われるように、難しい思います。それは地域で考えて、おいおいあそこ

ちょっとあれと違うか何か言うて、それで役所と何とかでそら相談したところで、そ

れを小さな親切と大きな迷惑やと。 

○辻川委員 
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 だから、地域言いましても、やっぱりそれは全くほんまに純なソフトですわ。どん

なふうにケアをしていくかというのは、もうものすごくナイーブなもんやなというの

が。 

○越智委員 

 案外とそういった親に関してプライドもってんのや。言われたくないというね。  

○中園総務課長 

 虐待がいい例ですよね。虐待事例いうて、例えば電話しても。 

○嘉悦委員 

 それはやっぱり政府とか行政とかの関係も絡んでくるんですけどね。そこまでした

らね。 

○中園総務課長 

 でも見てもうちはしてへんと、ところでやっぱりひき下がらざるを得ませんからね。

これだと何の権限もないわけですから。 

○越智委員 

 最後に何かあって、相談来とったけど役所が何も対応とれへんかったという話が。  

○中園総務課長 

 おっしゃるとおりです。 

○福島議長 

 じゃあ、ちょっと意見もたくさんあれなんですけども、次の議題のほうに移らせて

いただきたいと思います。 

 続きましては、待機児童対策についての意見と御質問いただきたいと思います。  

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そうしたら、私のほうから説明をさせていただきます。区役所２階の部署、子育て

支援担当の川谷と申します。よろしくお願いします。 

 まず、お手元にお配りしてる資料です。５番のほうを先ごらんください。 
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 今も大阪だけではなくて、もう各所で東京もですけど、待機児童問題がすごく言わ

れています。各自治体でも待機児童対策が重要課題になっております。大阪市も言う

までもなくですけども、まず状況です。 

 資料の５番のほうごらんいただきますと、これ昨年１０月１日現在のデータです。

これ全国、大阪市全体の状況です。項目の１２番目に淀川区があります。改めて見て

いただきますと、淀川区が合計で待機児童が２９人があります。よく待機児童って何

十人、何百人と聞くけど、えらい淀川少ないないうふうに思われるかもしれませんけ

ども、実はこの待機児童というのは、本当にもうどこにも入れない、保育所に入れな

いという、入れてないという状況の子どもさんのことを指しておりまして、それ以外

に保留児童というのがございます。その右のほうに、待機児童から除外するものとい

うところに３０１名というところがあります。待機児童の２９名と、この除外という

ところを足して１番右に利用保留数と３３０というのがございます。ここが今待機児

童だけではなくて、本来の希望のところに入れなかったり、今たまたま入ってないけ

ども、本来は保育所を必要とするというところのお子さんが含まれています。 

 この資料の裏面ですね。そこの横向きの資料をごらんください。  

 この待機児童保留の説明です。淀川区のところが真ん中辺にきますけれども、１番

上の項目、これはもう同じ考え方です。待機児童とともに、上の項目でいうと（Ｃ）

利用保留数というのがあります。ここの、まず転所希望、ひいていうとこの、これ今

は保育所に入ってるんですけども、実は第一希望ではない。本来希望するところに入

れなかったけども、保育所には何とか入らなきゃというところで、遠いところに通っ

てるとか、場合によっては兄弟が分かれてしまっている。先上の子どもが入ってて、

今度は下の子どもはあそこに入れなかったというので、ちょっと本来行きたいところ

が行けてないなという方もここに含まれます。 

 その横の育休中、育児休暇というのは、今会社のほうで休暇がとれてますけど、こ

れ復帰をすると保育所にたちまち預けないと、もう仕事にいけないんだという、今は
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何とかしのいでますという方です。その横、求職活動休止中、これは少数ですけども、

一旦入って仕事を一旦は離れて、今就職活動は休止してるけども、このままでは保育

所出ないといけないんだというふうになってしまう方。 

 あと１つ飛ばして、これはもう幼稚園に今入っているというところですけれど、こ

れをおきまして、Ｈのところが特定保育所希望等、ここはもう本人の保護者の方に私

的な理由ですね。保育要件よりも、どうしてもここに行きたいんだと、ほかに利用の

調整がつくとこがあるにもかかわらず、ちょっとそこには行きたいない。もう１番こ

こに行きたいんだというところで入所を待ってる方がここに入りまして、この数が結

構多いです。ここの特定保育所希望等のところに含まれる方は、本来の入れないとい

うところからちょっと外れますので、この１１９名を除いたところの数字が、実際入

れてない。保育所の入所がかなっていないという考え方になりまして、それで言いま

すと、全体の３３０から１１９をひいた２００余りが、淀川区では去年の１０月現在

で入所保留という状態があります。市長もこの平成３０年の４月の時点で、３０年度

の当初で入所保留をもう０にするという公約をお伝えしてました。その期限がどんど

ん迫って来てますので、このままではどうもならん、何とかしないと、というのが現

状です。こういう案が、待機と入所保留という考え方をお知りおきいただいて、それ

では資料の４のほうですね。ごらんください。 

 その今大阪市の現状を踏まえまして、何とかしないといけないというところの取り

組みを今進めていこうとしています。この資料につきましては、昨年１２月の１９日

に大阪市の待機児童解消対策本部会いうのをもちました。本部長は大阪市長、吉村市

長です。そこに何名かの区長と、あと関係局の職員とかも入りまして、対策会議を今

進めています。この資料自体は、その本部会議の３日後ぐらいに１２月２２日に区長

の会議、区長会議でその結果を報告しているときの方針を書かれた資料です。ここを

ちょっとごらんください。 

 まず上のほうには申しましたように書かれておりまして、３０年の４月までに保育
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を必要とする全ての児童に対応する入所の確保をめざしていくということが必要にな

ってきます。そのために今対策会議、特別チームという会議を設けまして、今どうい

うふうにしていくんだろうという検討を進めながら、具体の対策に入っていこうとし

ています。この会議自体が、もうフルオープン。もう公開でやりました。マスコミも

入って、それだけ市長、吉村市長も、内々でどうしようかという内々会議ではなくて、

もうこんだけ本気でやるんだという姿勢を見せた会議になりました。 

 そこで打ち出した方針が、まず最初の枠のところに書かれています。新たな特別対

策の案です。 

 まず１つ目が、私有財産を活用した施設の整備、ここで初めて吉村市長も方針出し

たんですけれども、まず今では全く変わらないので、供給をもっと需用を上回るぐら

い整備しないといけないというぐらいで進めないといけないという考えのもとで、２

４各区役所の庁舎内なり庁舎周辺ですね。敷地に保育施設を設置を考えてほしいとい

うことで、今各区にその指示が出ています。それとあわせまして、各区内にある市有

財産ですね。言うなら市有地。今ちょっと休止してるとことか、転用できないかなと

いうところをどんどんリストアップして、保育所の整備に活用してほしい、優先活用

という指示が出ています。 

 ２つ目の星印。これは今やってないとこですけれども、保育送迎バス事業と。これ

今すごく待機、保留が多いところでは受け入れできないので、空きのあるところにそ

ういう送迎ステーションをつくりまして、ワゴン車とかマイクロバスとか、そういう

ので運んで入所枠を確保するという保育施設という案も考えております。 

 ３点目が土地オーナーに対する助成。これはオーナーですね。土地をおもちの方に

保育施設の整備用に提供していただきたいというための提案です。マンションとか住

宅地とかそういうところにというのが一般的ですけど、何とか保育所に提供していた

だきたいなと、そのためには優遇措置も要るいうことで、固定資産税の減額相当分の

助成を考えるというところです。 
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 あとその下の星のところは、保育所の整備補助金の増額です。整備費用もやっぱり

お金のかかることですので、増額をはかりました。もちろん財源捻出も考えないとい

けないですけども、そこは財政のほうとやりくりを、今調整をはかっているところで

す。 

 最後の星印が、大規模マンションへの保育所設置の事前協議条例化と、大きいマン

ションを建てるときに、その中に保育所の設置をして、そこに優先的にそこの住人を

入るような、そういうこともできないかなというところが出ております。  

 これが新たな案です。今までなかったことがいろいろ出ております 

 下の枠のほうでは、現行対策の拡充、より手厚くいうところです。建設補助金の対

象枠の拡大。今まで社会福祉法人だけだったのを、民間会社にも拡大しましょうとか、

それで事業をやると、保育所に応募するところの促進をするとか、あと補助の対象の

拡大、どういうふうな施設、地域と対象というところの拡大をしたり、あとはもう小

規模保育所というのが今多いんですけども、それも１９人限定となると、なかなかス

ペースのこととか、場所のこともありますので、より狭めて１２人以上とかいうふう

に、もうこじんまりでもいいですからやってもらえませんかというふうにして、ちょ

っとでも施設をふやしていこうというところを出したりですね。 

 １番下にちょっとわかりにくいですけど、アスタリスク、米印で書いてますように、

これ市会を通らない、予算が通らないと決定してませんので、こども青少年局がこの

案を出した上で、今度の市会で審議いただいて、決定した上で正式に確定したいとい

う状況になっております。これにつきましては、きょう用意している資料はこれだけ

ですけれども、大阪市ではいろいろ取り組んでいます、ということについてホームペ

ージの公表とかも実はしておりまして、あんまり資料はもう今多くなりますのでつけ

てないんですけれども、例えば、先日１月２４日に、大阪市の予算をホームページで

公表しています。そこで各局の予算の中でこういう保育所の整備につきましては、こ

ども青少年局の予算ということで、細かく公表しています。そこにも同じように資料
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をつけまして、新たなこういう取り組み事業にはこういうふうな予算をつけていく、

考えていきますというところの報告といいますか、市民の皆様に公表しているところ

です。 

 あと具体には、こういうまず方向性が出まして、言ってるだけではあきませんので、

例えば区役所の中でしたら、うちの淀川でしたら、小規模施設はどこの場所を保育所

で使えるかなというのを今総務課中心にしぼっていって、言うのは簡単ですけど、技

術的にどうかなというのもありますので、その技術の件についても、これから具体に

しぼっていくというか検討していくとこです。例えば、建物２階以上でしたら、２方

向に避難の通路がないといけないとか、あとは水回りの施設が要るとか、やっぱりい

ろんなルールがありますので、そこのルールに合致するような場所であるかどうかと

いうのを、これから詰めていくところです。 

 あといろんな周知につきましても、今までも会議で学校の空き教室とか、そんなん

の活用もいいんやないかという御提案とか御意見もいただいてますので、本当にまさ

にそういうふうな考え方でも、今ちょっと使っていないところとか、空きがあるとこ

ろとか、何か転用できるかなというところのリストアップをしながら、そういうとこ

ろの整備を進めていきたいというところがあります。 

 あと多分皆さんもうーんと思われると思いますけど、もっと施設をふやしてとなる

と、当然スタッフも要ることですので、保育士、今保育士不足の率はすごく問題にな

っていますので、これもきょうお配りしている資料のところにはつけてないんですけ

ども、ホームページのほうでもちょっとそこは入れてたんですけども、保育士さんの

雇用についての特典といいますか、そういうふうな取り組みについての予算もつけて

るようです。潜在保育士の就職支援の拡充とかいうところも取り組んでいます。 

 これがちょっと今の現状ですので、待機児童、待機児童というのはすごく言われて

いるところですけど、具体に何をして、何をどうすれば有効に進んで、保育士が実際

にふえて、今は入れない子どもたちが入れるようになるんじゃないかというところが、
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これから大事なポイントだと思いますので、どんな御意見でも構いませんので、いろ

んな御意見とか提案とかいただけたらありがたいなと思っています。 

 私からは以上です。 

○福島議長 

 はい。では、意見交換に移らせていただきます。 

○越智委員 

 いいですかな。前からわしはいつもよう言うとんねんけども、学校の空き教室とか、

保育士が足らんのやったら、６５歳以上の元気な人を一応ボランティアでそこに集ま

ってもろて、それから１人の保育士にそういった方が３、４人ついてでもね。全員保

育士がそういう、いわゆる児童数の割合でおらんとあかんから言うたらややこしなる

わけや。何ぼでもふやして、場所をふやして、これから少子化になるのに、箱問題ま

た大きなるだけやで。現実。そこら辺も加味して、予算も考えていかないと、これえ

え提案はしとるけど、そこを一生懸命こういったものつくりましたとか、何とか言う

んやなしに、役所なんかでそうしたら有効できるとこ探そう言うんやったら、そうい

った今の観点であいてるとこを探さんかったら、また建設するのに金要りますよ。現

実。そこら辺のとこ考えんと、そのハードのほうでね。だから、そういったことを考

えてやるべきと違うかな。僕は前々から言うてますけどね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ええ、ええ。もうまさにおっしゃるとおりで、場所は場所だけのことで、スタッフ

とかその辺絶対要りますので、今例えばこういう規模の保育所でいったら資格のある

保育士さんはこんだけ以上要りますよとか、ルールがありますので、そこについても

またどういうしていくんだというのも、国自体も今その辺は検討に入ってるようです

ので、そういうルールづくりというのもこれから進んでいくと思います。  

○越智委員 

 ましてや、本当あれこれから老老介護になっていくから。もう。 
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○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そうですね。多分保育施設と、高齢者施設の合体とか。 

○越智委員 

 それは一緒にしたほうがいい。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そのような案もありと思うんですね。どこかの自治体でもニュースでそういうのも

見ましたので、階が変われば、上に子どもいてて下おりたら、おじいちゃん、おばあ

ちゃんがいてて、一緒に交流してとか、そんな施設というのをよその自治体で、確か

に見ましたので。 

○越智委員 

 どこかの東京のとこやったんかな。公園に保育所つくるいうたら、うるさいとかな

んとかって、もってのほかや思うけどね。僕は。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ありましたね。それもちょっと問題というか、やっぱり住民の方にとっては、待機

対策、保育所がいるな。けど、うちの近所にできたらうるさいなっていうのが、やっ

ぱりあると思うんですね。今、岡鼻さんが「うんうん」言うことで。 

○岡鼻委員 

 新高の中央公園。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 岡鼻さんもうなずかれてますけど、新高地域で、私担当新高なんですけども、例え

ば都市公園の特区整備、特区活用というのもあって、公園で保育所を整備できないか

なという案もあります。ただ、やっぱり公園というのは、本来の公園っていろんな利

用されてる方も多いので、そこで保育所ができて場所が減るとちょっと困るなという

こともあるかもしれませんし。 

 今説明してないんですけども、大阪市も公募をかけて、多くの事業者が手を挙げて
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いただくように、今までこれ役所的な考えやと思うんですけれども、どの辺の地域で

募集かけたらいいですかという照会がありました。うちの榊区長が、対象地域は全域

で。もっといろんな必要なネタ、ネタいうたらあれですけど、この辺の地域が特に待

機・保留が多いよとか、そういうふうな、事業者さんがやっぱり見て参考になるよう

な情報はどんどん出すべきやというアドバイスもあって、うちの淀川のほうでは、そ

ういう情報も、公募のほうにつけ加えて公募情報を公表しました。今までなかったっ

ていうか、前回なかったのが、去年の８月に公募した結果、秋に応募が一カ所ありま

して、それは今新高のほうで工事が始まっていると思うんです。 

○岡鼻委員 

 住民対応うまいこといったんかな思て、それ心配してました。反対にあわなかった

かなと思って。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そうですか。 

○岡鼻委員 

 御近所のね。それまだやってないと思いますので、今はさっきも言われたみたいに、

賛成やけど、隣につくってもうたら嫌やとか、そんな感じですよね。今はね。もちろ

ん賛成やけど、自分の家の隣とか近所、前とかいうたら嫌やと言いはる人が多いじゃ

ないですか。たから、あそこふだん車も何も通らないところを、やっぱり送り迎えで

人通りが多くなるから、お商売してはる人もいらっしゃるし、もちろん個人住宅も多

いんですけど、その住民対応がうまいこといくかなと思って、それは懸念して、そう

いう時代なんですね。今はね。 

○越智委員 

 それを言い出したら何もできんようなる。 

○岡鼻委員 

 いやいや、もう決定なんですよね。決定。 
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○川谷保健・子育て支援担当課長 

 もう今工事始まってるところは、もう決定して、もう工事も始まってます。  

○岡鼻委員 

 ただスムーズにいってもらったらいいなと思ってるんですけど。  

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そこは、丁寧にやっぱり地域の方への説明とか、お断りとかいうのは、もちろん業

者の方も進めていくべきところですので、この前の地活協の会議のときに、会長も業

者さんの資料も添付して、こういうような説明とかを考えているようですよいう情報

出しはされてまして、その地元の町会のほうにもどうするかというのは考えてもらっ

ているようです。 

○岡鼻委員 

 そうですね。地元の町会長と住民で、まだその日程はまだ決まってないと思います

けど。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 という考えやと会長が示されて、声がけとかされてたようですので、そこはもう地

域住民の方は地域住民の方で、言うべきことはしっかり言っていただいて、業者の方

は説明責任というか、そこはしっかりされてるというところが、１番肝心かなと思い

ます。 

○岡鼻委員 

 そうですね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そこをちょっとあんまり丁寧にしないと、問題になり、全然進まなくなってしまう

と思います。 

○福島議長 

 だから、保育園の子どもにね。例えば静かにしろは無理やと思うんですよね。声出
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すなとかもね。私例えば、その言うてる閑静な住宅街が淀川区にあるかどうかわから

んけど、その静かなところに住んではる人が、言ってるみたいに近所にできたら、に

ぎやかになるのは多分にぎやかになると思うんです。その説明も大事なんですけど、

例えば保育園の側も、毎日騒いでるわけじゃないと思うんですよ。例えば、きょうは

運動会の練習をするので、ちょっと今週騒ぎますよとか、ちょっと昼間うるさくしま

すよとかというのを、ちょっと住民の方にちょっと御挨拶回るとか、事前のちょっと

声かえがあったら大分違うんと思うんですよね。この日はもう年間行事で決まってる

この日とこの日は、ちょっと子どもがうるさくしますというようなことがあれば、ち

ょっとおさまるんじゃないかなというところもあるし、そこも踏まえてのつくるのや

と思うので、できたからどうこうじゃなくて、できた後も多分それもすごく大事やし、

つくる前の説明も大事やと思うんですけど、騒いでしまっているものをどうすること

もできないと思うので。 

○越智委員 

 それはあるよ、うちらの市営住宅、神崎川住宅今建てかえておるけど、隣西加島保

育所やけど、それで運動会のときに、やっぱり住民のやつが言うからね。保育所に言

いに行ったらしい。俺らも出て行って、年に１回ぐらいやから堪忍したらんかいやと

いうので、あれしたけどね。保育所のほうには、あんたらもあんたらやと。きょう、

あしたね。運動会やるんでお願いしますと。場合によっては、また自治会長なんかで

もね。来賓として来てくださいいうことぐらい一言言えや言うて。それやって、まる

くおさまるんやね。出て行ったら。 

○岡鼻委員 

 そうです。気をつけます。 

○辻川委員 

 あれですよね。きのう西区のほうの待機児童についてのテレビ放映があって見てた

んですけど、本田であったりね。北堀江の問題。待機児童を解消するために、旧のこ
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ども文化センターはねという話だったんです。やっぱりそこも裏のマンションと折り

合いが悪くてみたいな話があったりですね。だから、今おっしゃったように、やっぱ

り解決していこう思ったら、やっぱり住民の人の協力も得ながらしていくというのは

ね。もう本当に大事なことやなと思うんです。 

 淀川の場合、まあここにも新たな特別対策ということで、保育送迎バスが運行する

となってますよね。どういう意味では、区内のどこにいてましても、まあまあ距離は

ありますでしょうけども、ある意味それは可能な範囲でそこの場所を、どこの場所に

おかれてもつくられても、可能であるみたいな認識を今したんですね。そのことを考

えれば、もうこの児童数が減少して、この学校はもう廃校しますよみたいな論争があ

ったり、地域との論争があったり、いやいや、もうこのままいきますよみたいな話が

あったりする中で、やはりそういう学校が現実にありますので、空き教室ですね。そ

ういう教室が出てるのであるならば、むしろそこを使いながら、地域の人の理解を得

ながらすれば、かなりのこの待機児童もう０というところにはいきつくんかなという

ふうに思いますし、新たなところを考えることよりも、今ある資源、財産を生かしな

がら、地域の協力を得てつくっていくというのは、とっても大事かなと思います。  

○越智委員 

 だから、それは私がもう前々から言うてること。 

○辻川委員 

 ずっとおっしゃってますよね。 

○越智委員 

 俺、区政会議の委員になってから。去年の３月も言うて、それで部会のときにも言

うやないか。こっちらで、あら市長もそういうことも考えてます言われへんかったん

とちゃうの。 

○辻川委員 

 だから、現実にもうそういう学校が生徒数が減少してという学校があるわけですの
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で、やっぱりそれを活用するという、何回もおっしゃってるように、やっぱりそれは

実現に向けて努力するべきかなというふうに思いますよね。 

○越智委員 

 例えば、加島小学校、加島いうたらちょっと陸の孤島みたいな感じやけど、加島小

学校でもかなり児童数減っとうけどね。何年か前ピークのときやったら、卒業生百五、

六十人ぐらいおったんかな。それで、ことしなんか新入生かな。９０人割っとるもん

ね。去年で１００人ぐらいやったんかな。順々減っていきよる。少ないほうが俺はえ

えかなと思うときあるけど、卒業式のときね。１５０、６０人おったときやったら、

卒業式ごっつい時間かかるねや。また一人ずつ呼びよるから。 

○岡鼻委員 

 一人一人ね。夢をね。 

○辻川委員 

 今行ってる学校さんというのは、とても真ん中に近いですし、送迎バスも動きやす

いし、今名前を出せば、やはり差し支えるかなというふうに思って言ってませんけれ

ども、やはり１クラスでも２０数人前後ですのでね。やっぱりそういうところをどこ

と、一番に地域の人はあってほしいと思うんでしょうけども、子どものためにはやは

り少数の人数で子どもを育てるというのは、とてもちょっとマイナスのほうが大きい

かなと個人的に思いますので、やはりそれを解消するためにも、また今何回も言うよ

うに、地域の資源を生かすためにも、やっぱり頑張っていただきたいなと思います。  

○越智委員 

 これ送迎バスいうんはあれですか。塾とかあんなんの送迎バスと一緒やから、別に

制約受けるとかなんとかないわけやね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 制約というのは。 

○越智委員 
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 例えば、福祉バス発車したときには、あれですやん。ぐちぐちぐちぐち文句言われ

たやんか。西さんのほうが、よう知っとるやんか。 

○西政策企画課長 

 多分、幼稚園とかそういうこと一緒なら。 

○越智委員 

 年寄りやったらあかんのか。 

○西政策企画課長 

 子どもに限定。多分ひらうとこ、ひらうかわからんへんけど、乗せるところは、言

ってみたらおろすとこは１つ、うちはね。 

○越智委員 

 いや、俺やったらば、これは話とぶけど、７０歳以上の福祉バスでも一緒やん。現

実。場所を固定してるのやから。 

○西政策企画課長 

 ただあれは乗りおり自由ですので、どこも。 

○越智委員 

 だから、俺が聞いとるのは、これ特定の送迎バスやったらいいんですかいうて聞い

てる。何か制約はないんですね。 

○西政策企画課長 

 多分送迎バスですので、ちょっとこれどういう運行計画になるのか。 

○越智委員 

 多分構わんと思うでしょ。ふつうの塾とかなんとかバスが迎えに来てんねやから。 

○中園総務課長 

 要はスクールバスの考え方ですね。 

○西政策企画課長 

 逆にそこら辺は、もう僕らが。 
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○越智委員 

 だから、老人バスは違うということやな。 

○西政策企画課長 

 言われることがないようなやり方をやりはるはずです。 

○今田委員 

 これ私立の保育園なんか、家の前まで迎えに来てましたやん。 

○越智委員 

 ああ、そうですか。 

○今田委員 

 それでなかったらできませんもん。 

○越智委員 

 ああ、私立の。 

○今田委員 

 それでなかったら、親が今度大変やね。その場所に決めたら、親がまた行かなあか

んし。 

○越智委員 

 確かに加島の駅前なんかでも結構来とるな。いろいろ。 

○今田委員 

 １つや２つの子、例えばバス連れてくいうたら大変ですよ。 

○嘉悦委員 

 ２つほど質問やけど、この今の状況、大体１割ぐらいなんですかね。あれからする

と。待機・保留数は。淀川区内と大阪市でも。だから、この傾向がずっとしばらく続

くのかどうかということと、１つですね。この傾向が。それとも、さっきも言った少

子化で、これはもうだんだんだんだん自動的に年々減っていくのか、それか横ばいな

のか、またふえるのか、その傾向が、子ども数が。それが１つ。 
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 それと、淀川区内で保育所たくさんありますわね。そうすると、そこの中でその満

杯のところもあったり、あるいはちょっと余裕のあるところとか、いろいろある中、

全部満杯なのか、それともここが満杯で、ここはもうちょっと１０人、２０人ぐらい

余裕があるとか、ちょっとこの地域での偏在でっていうの書いてあるけど。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そうですね。 

○嘉悦委員 

 そういうのがあるのかどうか、そこの２つちょっとどうでしょう。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 まず本当に長期で見ると、子どもというのは減っていく傾向かと思いますけども、

ただ本庁局のほうでこの当面の推移で見ると、ずっともうこのままでは足らないとい

うふうに、ほぼ横ばい的には見てるようです。 

 あと区によりますけど、淀川でしたら、人口も今第２になってますし、転出入もす

ごく多いというところもあって、やっぱりマンションも大規模マンションもかなり建

ってきていますので、ちょうどその子育て世代が入りやすいようなマンションもふえ

てると、神崎川のほうもできてますしという状況もやっぱりあるようで、地域偏在で

いいますと、結構うちの区を見ると、こう４分割にすると、北東から中心のほうがよ

り多いと、入所保留の子どもさんが多いという傾向はやっぱりあります。そういう地

域偏在性も見ながら、全域で保育所が足らないんですとはいうものの、やはり事業者

のほうこの辺でつくれば、子どもたちがよりたくさん入るところはあるなという見立

ては、そういう資料を出すことでされてると思います。 

 あと、もう一つのほうの全保育所がというのですけど、定員が埋まっていないとこ

ろもあるのはあるんですけども、そこは認可定員と利用定員というか、保育所さんに

よってはスタッフの方がその認可定員全部埋めるほどいてないとか、いろいろな事情

もあると思いますけど、全部認可定員ほど受けれないというところもあるにはあるよ
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うです。ちょっと保育所によって人気というか、立地条件とかもあるとは思うんです

けれども、即入りにくいところと、比較的は入れてるところというのはあるようです。  

 今現在、ちょうど一斉入所が始まってるんですけども、きょうおつけしたのはこれ

去年の１０月１日現在の状況であったりですけど、担当から聞いてる分には、１年前

の一斉入所よりも、まだちょっと入れない子どもさんがふえるのかな、より厳しさが

ますのかなというふうには聞いてまして、実はもう近々２月の３日今週末に、内定通

知を送ります。そこでは、かなりの方がやっぱり入れないという方がいてますので、

来週には窓口で、もうかなり厳しい苦情とか抗議とか、どうなってるねんということ

が、また絶対出るよということを、ちょっと今すごく心配いているような状況はあり

ます。 

○嘉悦委員 

 そうしたら、将来の予測いうか予想、これ物すごく重要やと思うんですわ。それは

正確にというか、ある程度厳格に見通しをしないと、それによって新たに施設をつく

るのか、もう新たにつくってももう減少傾向やからもったいないということで、さっ

きのあの空き施設利用という、その判断が分かれると思うので、その将来予測いうの

はすごく大事な気がしますわ。 

 それと、もう一つの２つ目のやつは、偏在してるのであれば、このバスをね。通園

バス、ここの送迎バスを活用すれば、比較的コスト的には安くいけるん違うかな。淀

川区内で走るんやったら、そんなんね。あれやけども。 

○越智委員 

 それはあれやけど、難しいよ。例えば親にしたら、やっぱり住人が何か病気になっ

たりする、行ってあげれるとこやないとあかんわけなんです。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 その話は、会議でも出てました。 

○越智委員 
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 そうでしょ。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 やっぱりそこがすごくネックになるかなと、いざ迎えに行くいうときに、違うとこ

ろにわざわざ行くとか、熱出たからいうて急なお迎えになったときとか。 

○岡鼻委員 

 仕事場の関係もあります。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 しんどいなという場面が出るのかなと。 

○嘉悦委員 

 そうすると、区内でそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないわけでしょ。数的にこ

れ見たら。そうすると、それがばらばらになってるわけでしょ。そうすると、例えば

１０人とか２０人とか、あるいは３０人だけですよ。それのために、新たな施設をつ

くるというのは、ちょっと、要らない気がするな。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 すいません。きょうおつけしてない資料のことばっかりで恐縮なんですけど、きょ

うやったですかね。ホームページでアップしてるんですけれども、ちょっと今の計画

のままでは足らないよという見立てが、これ各区から今の申し込み状況で出しました。

淀川におきましては、今までの計画でいうと、通常のというか、ふつう規模の保育所

を１カ所と、小規模を２カ所いると言ってるけど、いやそれでは足りない。それを０

歳から５歳全部が足りないのではなくて、市長も言ってるように、みんなが入れるよ

うにということを解消するには、１歳だけ、２歳だけはみ出しててもだめなわけで、

特に今乳児が多いんですけど、０から２歳をちゃんとカバーするようには、小規模を

まずつくりましょうというところです。小規模で淀川でいうと、今計算上ですけど、

プラス６園は要るなということになりまして、プラス６カ所を上乗せして公募、事業

者応募してもらえませんかというのを、今発表してるとこです。それで、あとはどれ
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だけ応募がくるかなという状況にあります。 

 今会長おっしゃってるように、先の見通しもなくつくる言うて、要らなくなって無

駄なお金もあるし、そこで今おっしゃってるように、有効活用というか、今あるとこ

ろの活用をある程度限られた財源ですれば、まだ市民の方への説明がつくと思うんで

すけど、何か無駄にお金をかけて、あと要らんようになってこれどう転用するねんと

いうのもあるかと思いますので、そこはかなり慎重にやらないといけないという話は、

もう会議で出てました。 

○辻川委員 

 そのときに、病気になって熱が出て迎えに来てくださいってなりますよね。利便性

も悪いのに、何かそんなとこ行きたくないというようなことになりかねないですよね。

そのときに、ここでずっとあれしている何でしたかね。医療、事前に申し込んでて。  

○中園総務課長 

 訪問型病児。 

○辻川委員 

 そうですね。そういうような医療つきにしといたら、ああ、ここでお願いできるん

や、そしたら迎えに行かなくて仕事の帰りに迎えに行ってみたいなことになるし、だ

から、保育だけ考えないで、今あるシステムと一緒にしたものを有効活用するという

のもありかなと思いますよね。 

○越智委員 

 老人ホームみたいやな。 

○辻川委員 

 そうですね。そうしたら安心やし、入るときに事前にこの医療もついてますよとな

ったときに、むしろ親も安心して仕事に行けるみたいなところにいきつくんかな。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ちょっと病児保育も、訪問型でも、うちの区が初めてやっていうところがありまし
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て、施設型もありますけど、やはり連れていくのが無理だと、もう自宅に来てもらっ

て引き継いで仕事に行けるという方が、やっぱりたくさんいらっしゃって、病児保育

も今は積極的に取り組んでいるというのもあります。さらにそういう施設とのドッキ

ングというか、そういうのがうまいこと回れば、よりうまくいくかもしれないですね。  

○辻川委員 

 今嘉悦会長さんもおっしゃったように、つくってみてそれが子どもの減少、児童の

就学前の子どもたちの減少によって要らなくなったってなっても、あるものを有効に

使っていくわけやから、そんなにマイナスは出ないかなというふうに思いますよね。  

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 何ぼでも財源、お金がありますよでは決してありませんので、そこはすごく重要な

ところだと思います。 

 あとバスの送迎は、何か熱とかあるときにもよるんですけど、小さい子どもさんで

すので、幼稚園バスのように先生が１人ついて座っててねというわけにいかないので、

付き添い同乗のスタッフもかなりいるなというふうな問題も、やっぱりあるようでし

て、ちょっとそんなに簡単にはなかなかさっさといかない案件だなという課題意識も

出てました。 

○岡鼻委員 

 具体的に決まってるのは、新高のあの１件だけですか。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 どれですか。 

○岡鼻委員 

 新高の。具体的に決まってるのは。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 保育所の。 

○岡鼻委員 
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 保育所。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ほかの区も、もう手挙げたところはもちろんあります。 

○岡鼻委員 

 淀川区。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 淀川で前回の公募で、手が挙がって公募あったのはこれだけですね。また、今回公

募しますので、そこでまたどれだけ区内で手を挙げる業者が出てくるかというところ

は、ちょっとこれからという状況ですね。どうしても、さっきおっしゃったような住

民問題というか、住宅地にできると、どうしてもそこがやっぱり気にはなるところで

はありますけどね。 

○岡鼻委員 

 そうですね。中央公園のほうも話は進めるようにということで。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 あれもなかなか、あれはでも法的に改正をして、枠をなくすという。 

○岡鼻委員 

 法律を変えないと。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 枠をなくすという案が今出てます。それは今後国会で審議されると思うんですけど、

今の間はまだ枠の中で法の中でやらなあきませんので、ちょっとなかなか簡単にはい

かないようです。 

○岡鼻委員 

 時間がかかるんですね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ただそこも、吉村市長はもう進めてほしいという指示は、こども青少年局、本庁局
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に出してますので、局では今はそこはどうしていくかというのを検討に入ってます。 

○嘉悦委員 

 ちょっと法的なあれになるんやけど、さっき認可定員とかいうて言葉出てたんです

けど、今ある既存の施設があるでしょう。今やってるところ、保育所は。そこを一時

的に法律改正がいるやろうけど、例えば１００人定員のところを１２０人にするとか、

１１０人にするとか、そういうふうなことができるかできないかというのは検討した

ことあるんですかね。 

○越智委員 

 保育士の問題ありはんねんで。 

○嘉悦委員 

 保育士も、だから当然ふやさんでも、新しくつくるにしても、また保育士要るわけ

やから、施設に要るでしょ。ところが、もう施設、うちのその施設があるわけやから、

増築するまでもなく、ちょっと数をふやすということはできないのか。そうすれば、

物すごく１番簡単。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 スペースがね。広さの問題がまずはありますので、何歳児クラスはこんだけ要りま

すよとか、それが一定あって、今回区役所でも整備しないとという案件のときに、当

然我々も技術的には専門外なんですけれども、保育所の施設ってどんな要件があるん

やというのをこの前見てたんですけど、やはりそういうスペース、何ぼ以上であって、

こういう水回りの施設がいるとか、いろんなルールがあるようですので、そこを考え

ないといけなくなると思いますね。あとは、もうスタッフの方をどんだけそろえられ

るかということだと思います。 

○越智委員 

 だから、僕が言うように、年寄り、年寄というか、高齢者にさせえや、ということ

ですよね。それは、保育士になろう思ったらテスト要りますよ。あるいは、そういっ
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たその１人に対して、例えば高齢者３人ぐらいついてもらうというようなやり方しか

ないと思います。 

○岡鼻委員 

 法律変えないかんね。規制緩和。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 元気な高齢者がどんどんふえていく。 

○越智委員 

 もう高齢者いうたら、７５歳ぐらいかららしいで。 

○辻川委員 

 こないだ高齢者のケースワーカーさんじゃんなくてヘルパーさんの資格も、高齢者

が多くなるので、必要な項目というのが緩和されて、免許をもたない一般の人も、こ

の範囲の仕事はできますみたいなことにもなりましたよね。なったんです。だから、

ヘルパーの資格２級がなくても、ヘルパー仕事いうんですかね。基礎的なことはでき

ることになってるので、やはり保育についても、保育士の免許じゃなくても、やはり

できる範囲で、今言いはったボランティアができるような範囲で、雇用ができたらも

うそれで解決していくんかなというね。 

○越智委員 

 ボランティアやとただやけど、有償ボランティアでやったら。 

○辻川委員 

 有償ボランティアでね。だから、ヘルパーさんも有償のボランティアさんで２級を

もたない人というふうに募集がしていまして、辻川さんしませんかみたいな話があっ

て、いやいや私もう高齢者やからいけませんみたいな話をしたんですけども。  

○越智委員 

 ますますそうやけど、わい言うように老人学会がね。今は６５じゃあ高齢者言うと

ったのに、７５に答申しとんねやんか。現実。案外と長生きするのはええかどうかわ
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からんのやけど、現実。そうやけど、１つはやっぱり生きがいの緊張感はあって、自

分自身のあれになると思います。そういった小さい子どもを自分の責任でみてるとい

うこと。 

 それともう一つ、話題にもあったように、要は老人ホームみたいなところで併設し

て、ほならやっぱりたまに訪問してやってったら、認知症になりにくいかもわからん。

人間そんなもんでっせ。 

○福島議長 

 その新たにつくるとさっきおっしゃってた件なんですけど、もしその今そういう住

民のこととか何も度外視して、建てる土地であるとか、場所というのは淀川区にある

んですか。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ちょっとこれがあんまりそんなに芳しくないようなんですけれども、ただ今市有地

についてはリストアップ、その他のほうで協力をお願いしてやってもらってますので、

それが使えるかどうかとか、福祉施設に適してるかどうかいうのは、ちょっともうこ

れから技術的なものとかになります。 

○越智委員 

 地域によるわな。加島でも来てみなはれ。結構御存じのように壊しよるところもあ

るやん。老人福祉会館の、何かどうか知らん。 

○福島議長 

 それ建てるときに、もうそのいわゆる保育所といって建ててしまうと、需用がある

期間ってもしかしたら短いかもしれないじゃないですか。例えば、今はすごいピーク

にきてて足りない待機児童、待機児童言うてますけど、言ってる間に下手したら５年、

１０年という歳月たったときに、それは見たら箱問題になってしまって、要らなくな

ったときの活用も含めて、建てたらどうかなと思いながら、それこそ言うてみたら、

老人ホームにするというのを前提で建てておくとか、一時は保育園で使うけれども、
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いずれは別のものになりますよというので、建つかどうかわからないですけど、そん

な専門的なこともわからないし、その建築のそういういろんなルールがあって、それ

が変わるかどうかはわからないですけれども、そういうので建てるのであれば、もし

かしたら建つかもしれないけど、その今私が全部は知らないですけど、淀川区の中で

そういう大きな余ってる土地があるとも思えないし、保育園って難しいのは、建物だ

けはあれですけど、例えば遊ぶ場所であったりとか、周りの環境だとか、そういうお

母さんが送り迎えするのにいいのかどうかというのとか、大きいそういう幹線道路の

横では危ないのかとかいろいろあるじゃないですか。そういうのに適するところがあ

るのかなというのはあるので、このテーマとしてはいいですけど、それが実際、現実

味を帯びてるのかなというのはすごくあって、ずっと言ってる間に足りないままいく

んちゃうかなというのが何かあるんですけど。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 本当に今やっと、市政として動き出したというとこ、今までそこまでやるかという

ところが、今やっと動き出したというところですので、具体のリストアップなり、そ

こをどうやという煮詰め、結論的にはもうこれからなんです。ちょっと今の時点では、

まだ。もうこんだけリストアップも進んで、ここについてはどうですかいう議論にい

きつくまでは、ちょっと残念ながらきてませんので、やっぱり市長号令のもとで大き

く今動き出したという時点ですね。 

○中園総務課長 

 議長おっしゃるとおり、土地をちょっとピックアップしてる立場としては、まあ、

財産台帳というのがありまして、そこで淀川区が、淀川区はここはもってないんです

よ。建設局とかそういうところがいろいろもってるところを、それから台帳をリスト

アップされてます。そこで、まあ言うたら子どもさんが、そういう保留児童さんが多

い地域にある空き地というのをちょっとリストアップしてるんです。ただ小規模保育

というのが前提なので、８０から１００㎡ぐらいの、それぐらいの土地を探させても
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らってます。ですから、もし跡利用ということを考えたら、１００㎡ぐらいのところ

で言うたら、お年寄りのところがまず無理かな。ですから、本当にあれはどうでした

っけ。０歳、１歳児が３．３㎡でしたっけね。１人当たりが。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 でしたかね。 

○中園総務課長 

 ２歳児はもう別に、例えてもええんか知りませんけども、ちょっと１．何㎡ぐらい

狭いんですよね。それ掛けるの人数の分が必要。それ以外は調理室だとか、当然職員

の事務室も要りますし、トイレ、それと沐浴施設、それら含めてそういう小規模であ

れば１００㎡ぐらいあればというところで、１９名ぐらいですかね。 

○辻川委員 

 まさに小学校使ったらええやんね。 

○中園総務課長 

 本当に小学校の空き教室とかね。本当に魅力的ではあるんですけど。 

○辻川委員 

 ああ、あかんのですか。 

○中園総務課長 

 いざ聞くと、そんな部屋ないよとか言われるので。 

○越智委員 

 いやいや、それは何かほかに、俺ちょっとど忘れしたんやけど、それ言うたときに、

ちょっといろいろあるんですわ言うんは、区長から聞いたことはある。 

○嘉悦委員 

 ちょっと素朴な質問ですけど、今これ大体２００人ぐらいですか。淀川区で。  

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そうですね。入所利用保留という枠でいうと２００ちょっとぐらいですかね。 



56 

○嘉悦委員 

 ２００ちょっと、２００ぐらいでしょ。そうすると、それがその狭い部屋に２００

人おるんやったら大きい施設ぽんっとつくったらいいんだろうけど、それはやっぱり

もう東から西まで点在してたわけでしょ。その人たちは。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 はい。 

○嘉悦委員 

 そうすると、１つの施設を新たにつくっても、やっぱり西と東離れてるから遠くな

ると違うんかなと思うんですけど、そこら辺のところどうなのかな。ちょっと単純な

素朴な疑問なんですけどもね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 あとは、さっき申しましたように、公募をして業者の方に保育所やってくだいよ。

あとは業者の方も、やっぱり今どきそら民間の応募もありますし、社会福祉法人もあ

るんですけども、できるだけこちらとしてはこういうふうな地域状況というか、今入

所状況ですとかいう情報を出したのを見ていただきながら、この辺の地域に場所を見

つけてとか、場所があるんやったらそこでやりたいなとかいう見立てを当然立てられ

ると思いますので、それをうまいこと合致というか、開所にうまいこと活用できれば

いいですし、その辺事業者さんのほうもそこは損しないでというか、ちゃんと子ども

さんが入ってくれるような需要あるなという見立てで、応募はされると思うんですけ

ども。 

○嘉悦委員 

 いや、その施設をここに１つ必要とか、こっちに１つ必要というのは、行政のほう

で判断してるんじゃない、決めてるんじゃないですか。僕は確かそういうふうに聞い

たような気がするんですけどね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 
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 エリアとしては、もう全域ですわ。 

○嘉悦委員 

 ここのエリアがちょっと待機児童多いから、ここに１つ施設つくる必要があるから

とか、ここは要らないなとかいう判断をちゃんと地図におとしてやってたんじゃない

ですか。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 淀川は、今もうここってもう限定してないんですよ。もう全部で。 

○嘉悦委員 

 この前うち西三国地域では、やっぱり待機児童多いということで、大阪市のほうか

らここに１つ施設が必要だというふうに提示されとったんですわ。ついこないだでき

たんですけどね。１年ほど前に新しいのが、うちの家の近くに結構大きな保育所がね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ちょっと前までは、もうこの辺の地域でいうエリア限定してました。なかなかそれ

で応募進まなかったもので。 

○嘉悦委員 

 どっちに転んでも、つくるでしょ。こうできたと。３００人か２００人の待機児童、

結局こっちの子どもはどうなるんやろな。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そうですね。 

○嘉悦委員 

 救済されるのですか。これ。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 もうなかなか全域ある程度は入れない子どもが広がっている限りは、今もう小規模

というものの、全部で８カ所ですか。必要なんですというところで募集をかけてます

ので、それをまんべんなくいけばいいですし、うちもここ、うちもここ言うて、何か
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競合してしまうとやっぱりなかなかちょっと解消というのが。 

○嘉悦委員 

 そうですよね。何かね。ちょっとそこら辺が、ちょっとどうなのかなと思う。  

○岡鼻委員 

 難しいんだけどね。 

○越智委員 

 それは功利主義でいかなしょうがないよ。 

○嘉悦委員 

 だから、さっき言ったそのバスか何かを使うというのは、それこそそこだけなんや

けどね。そうしたら、皆教室使うって言ったら、もう近いですけどね。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 吉村市長もバスについてはすごくいい考えやなっていうことの反応はありました。

だけど、どうしても簡単にはいかないようですので。 

○嘉悦委員 

 昔、保育所、幼稚園が少ないときはもうバスがもうたくさん走ってたんですけど、

今でもある程度走ってますね。バスがね。 

○辻川委員 

 走ってますね。たくさん。 

○越智委員 

 うちらなんかようけ来てますけど、いろんなところ。 

○岡鼻委員 

 いろんなところのね。 

○今田委員 

 それでも保育園に預けるのも、近所の人やっぱり多いですよ。会社へ通勤の途上に

行けるとかね。そんな人が。 
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○越智委員 

 幼稚園は違うわな。大体どこでもバスが来てるとこが幼稚園や。 

○今田委員 

 大体１歳ぐらいから預けてはるね。皆。今育児休暇が大体１年間は与えられるもん

やから、１年間は休もう思うたら休めるけどね。どっちかが。御主人が休もうが、奥

さんが休むかどっちでも構へんねんから、そういうふうになってきてるから、１歳ぐ

らいから預けてる人が多いですね。そんなに泣けへんね。今の子どもは。幼稚園、保

育園預けて、昔やったらお母さんと離れるいうたら泣いたけど、今は泣き声あんまり

聞こえへんもんね。ただ何か催ししはるときは、近所に自転車ばあっと置くからね。

もうそやから、大体通勤の範囲内で自転車と車で、もう８時過ぎから結構来ますね。  

○中園総務課長 

 そうですね。そのお迎えも結構ね。 

○今田委員 

 そうそう、お迎えは時間は何か不規則ですね。保育所は。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 近隣対策が問題ですね。 

○今田委員 

 あれはお母さんが来てみたり、お父さんが来てみたりね。どっちかが交代で来ても

らってね。まあそういうとこ、０歳いうのはあんまり、僕ら見てたら少ないような気

がするんですけどね。大体ちょっとだっこして１歳ぐらいかなと思たら、もう預けて

はりますね。御夫婦一緒に通勤するときにやって行きはる人もいてはるしね。  

○中園総務課長 

 だから、これ０歳から預けんとあかんというような家庭は、その前の前段の話につ

ながっていくところがあるかもしれません。 

○今田委員 
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 せやけど、あんまり早くから預けたら。 

○中園総務課長 

 厳しい環境にある。 

○今田委員 

 親の愛情も何にもなしかわいそうやなというような気もするねんけどね。 

○中園総務課長 

 やっぱりそこからいろいろ貧困のほうにつながっていくかもしれないです。 

○今田委員 

 なるからね。そういうことなんですわ。最終的にね。 

○中園総務課長 

 何かうまいこと締めたような気がする。 

○福島議長 

 はい。じゃあ終了時刻が近づいてまいりましたので、意見交換をここまでとさせて

いただきます。 

 あと、本日取り上げたテーマ以外で何か御意見がございましたら、今伺いますけれ

ども、よろしいでしょうか。 

 本日、事務局からお答えしてなかった部分は一旦整理の上、対応していただくよう

にお願いします。 

 それでは、事務局に進行をお返しいたします。 

○西政策企画課長 

 どうも委員の皆さん、長時間にわたりまして真摯な御討議賜りましてありがとうご

ざいます。 

 本日、御討議いただきました内容につきましては、第３回の区政会議において御報

告いただきたいと思いますので、また福島議長、次回の区政会議、内容我々のほうで

まとめさせていただきます。また、御報告等お願いします。 
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○福島議長 

 はい。 

○越智委員 

 いつごろ予定しますの。 

○西政策企画課長 

 ３月の下旬になろうかと。また決まりましたら、速やかにお知らせします。 

○越智委員 

 極力でも、やっぱり定足数満たさんとあかんから、１人でも休んだらどっかの部会

が１回流れたことあったやんか。 

○西政策企画課長 

 そういうのは。今年度は速やかに。 

○越智委員 

 前回やったんが、去年やった。おととしやった。なくなったの。夏のときに。 

○西政策企画課長 

 ２７年度です。 

 それでは、時間も参っておりますので、これにて淀川区区政会議教育・子育て部会

を終了してまいりたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

―了― 


