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平成２９年度第２回淀川区区政会議 

教育・子育て部会 

 

    日 時：平成３０年１月１８日（木） 

        午後６時３２分～午後８時０１分 

    場 所：淀川区役所５階会議室５０４ 

 

○西政策企画課長 

 それでは、長らくお待たせいたしました。定刻を若干過ぎております。ただいまよ

り、平成２９年度第２回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、本日の進行役を努めさせていただきます、淀川区役所政策企画課長の西と申し

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 委員の皆様方には、御多用中のところ当会へ御臨席を賜りまして、まことにありが

とうございます。 

 それでは、まず、開会に先立ちまして、お手元の資料のほうを確認させていただき

ます。着座にて失礼いたします。 

 まず１枚目、「淀川区区政会議第２回教育・子育て部会次第」とあるものでござい

ます。２枚目、「配付資料一覧」。その次、「資料１ 部会名簿」、それと、表裏に

なっておりますけども、「資料２ 座席表」。「資料３ ２０１８年度運営方針（素

案）」の抜粋でございます。上のほうに、重点的に取り組む主な経営課題と書いてる

もので、右肩に資料３とあります。その少し下に教育と書いているホチキスどめの資

料でございます。「資料４ ２０１８年度（平成３０年度）区長自由経費予算要求額

一覧」とある、いろいろ各事業の予算額が記載されているもの、表裏１枚物でござい

ます。「資料５ 区政会議における２０１８年度（平成３０年度）運営方針に関する

意見への対応方針（追加分）」とあるもので、Ａ３の横長のものでございます。「資
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料６ 区政会議における淀川区将来ビジョンに関する意見への対応方針（追加分）」、

こちらもＡ３の横長のものでございます。「資料７ 淀川区将来ビジョンに関するパ

ブリックコメント手続きの実施結果について」、Ａ４の表裏１枚物でございます。そ

れと、本日、関連する各事業のリーフレット等をお手元のほうにお配りしております

ので、そちらも確認させていただきます。 

 まず１つ目が、クリップどめをしている頭に「ヨドジュク」とあるものでございま

す。中身のほうでございますけども、この「ヨドジュク」とあるものが表紙でござい

ますけども、２枚目が「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」、３枚目が「淀川漢字

名人育成計画」、４つ目がホチキスどめをしているものでございます、上のほうに

「子どもたちの体力・運動能力向上を考える」という資料でございます。その次が、

「淀川すいみん白書２０１７」、このカラー刷りのリーフレットでございます。その

次が、「よどマガ！」の３月号でございます。それと、「放課後の勉強会みらいスク

ール」、これもＡ４の表裏１枚物でございます。それと、クリップどめとは別に、後

でちょっと追加させていただいたんですけども、カラー刷りで「「スマホ時代」を生

きる子どもたちのために」でございます。 

 もう一団のほうの資料ですけども、表紙のほうが「病児保育」のカラー刷りの裏表

でございます。２枚目が、「ピアカウンセリングのご案内」という、ホチキスどめを

しているもの。３つ目が、この「ＹＯＤＯＧＡＷＡ子育て支援ＭＡＰ」、この小さい

折り畳みになっているものでございます。次が、「子育て相談しています」というカ

ラー刷りのもの。次が、「ゆめキッズ」とある、これもカラーのもの。あと、最後に

なりますが、「おやこであそびにおいで！」という、またこのカラー刷りのものでご

ざいます。それと、あと淀川区の広報誌である「よどマガ！」の１月号、「ＹＯＤＯ

－ＲＥＰＯ」の４１号、あと御意見表、これをそれぞれのお手元のほうへお配りして

おりますが、不足等ございませんでしょうか。ありましたら、挙手いただきましたら、

事務局のほうからお持ちいたしますが、大丈夫でしょうか。 
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 ありがとうございます。また、問題等がありましたら会議途中でも結構です。何か。 

○石田委員 

 一番最後の携帯電話の追加資料がありません。 

○西政策企画課長 

 済みませんでした。ほかの方々、よろしゅうございますでしょうか。 

 また会議の途中で何かお気づきになられたら、挙手いただきましたら事務局のほう

からお持ちいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、私のほうより区政会議委員の皆様方を紹介させていただきます。 

 まず、こちらから石田委員でございます。 

○石田委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 泉水委員でございます。 

○泉水委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 中道委員でございます。 

○中道委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 和田委員でございます。 

○和田委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 山本委員でございます。 
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○山本委員 

 よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 増田委員でございます。 

○増田委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 なお、本日は、岡鼻委員及び福島委員におかれましては、のっぴきならない御都合

が発生したということで、欠席という連絡を頂戴しております。 

 現在、区政会議教育・子育て部会委員８名中６名の出席をいただいております。定

数の２分の１以上の委員が出席されておりますので、会議が有効にされていることを

御報告申し上げます。 

 続いて、区役所の職員につきましては紹介は省略させていただきますが、お手元の

資料の座席表に職員名と役職をつけておりますので、そちらのほうを御覧いただきま

すようお願いいたします。 

 区政会議の部会は、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でございます。少人数の会議で

ございますので、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

あるというふうに考えております。 

 また、今回は委員改選に伴いまして、新しく委員になられた方も多く御出席いただ

いております。運営方針の具体的な取り組みにつきまして、より理解を深めていただ

いた上で、委員の皆様方の御質問や御意見も頂戴してまいりたいと考えておるところ

でございます。 

 この会議は午後８時２０分をめどに、午後８時３０分までには終わってまいりたい
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と考えておりますので、御協力いただきますようお願いいたします。また、発言、説

明の際にはできるだけ簡潔にまとめていただきまして、スムーズな進行に御協力いた

だきますようお願いいたします。 

 続きまして、次第の３、議長及び副議長の選出に移ります。 

 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例第７条では、議長は区政会議を主宰

する。副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、区

政会議を主宰するということになっております。また、この条例では、区政会議の委

員は、その互選により議長及び副議長を選任することとなっております。  

 まず、開会に当たりまして、この部会の議長と副議長をそれぞれ自薦、互選によっ

て選出する必要がございますが、まず議長につきまして他薦を含めて、どなたかおら

れませんでしょうか。 

 どなたか。自薦でも他薦でも結構でございますので。 

 いきなり議長を引き受けてくれも非常に難しい話かもしれないですけども、互選で

選出いただくことになっておりますので、どなたか、お声をいただければ助かるんで

すが。 

○石田委員 

 私は今回、初めてなので、前回からの引き続きでされている方が、こういう会議に

も出ていらっしゃるのではないかと思うんですけれども。 

○西政策企画課長 

 前回からの引き続きということになりますと、福島委員が前回からの引き続きとい

うことになりまして、実はきょうも御出席と承っておったんですが、ちょっと御家族

の都合で急遽欠席ということになっており、福島委員も、また、岡鼻委員も同じなん

ですけども、事務局のほうで事前に議長、副議長の選出につきまして御意見はないか

ということを伺いましたところ、出席された皆さん方に一任するというふうに承って

おるところで。 
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○泉水委員 

 何か、進め方の資料ってあるんですか。 

○西政策企画課長 

 はい、議長席に。また適宜、事務局のほうからサポート等をさせていただきます。 

○泉水委員 

 そしたら、僕がします。 

○西政策企画課長 

 そうですか。ありがとうございます。 

 泉水委員のほうから、立候補のお声を頂戴いたしました。皆様方、よろしゅうござ

いますでしょうか。御異議なしということで。ありがとうございます。 

 そうしたら、済みません。泉水委員に議長の就任を、よろしくお願いいたします。 

 あわせて、副議長も御選出いただきたいんですけども、どうしましょうか。  

 副議長も、どなたか、お声があれば助かるんですが。 

○山本委員 

 和田さんを推薦します。 

○西政策企画課長 

 和田さんを推す声がありましたが、皆さん方はいかがでしょうか。 

 和田さん、よろしゅうございますか。 

○和田委員 

 いいです。 

○西政策企画課長 

 和田委員のほうが副議長に就任ということで、皆さん御異議なしということで。  

 そしたら、和田委員、副議長に御就任、よろしくお願いいたします。 

 泉水委員、和田委員におかれましては、議長、副議長に就任、誠にありがとうござ

います。簡単で結構でございますので、議長、副議長就任に当たって一言いただけれ
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ばと思います。よろしくお願いします。 

○泉水議長 

 地域は三津屋で、今回、初めて子育て部会のほうに参加をさせていただいておりま

す、泉水と申します。よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございました。 

 和田副議長、お願いいたします。 

○和田副議長 

 北中島から選出されています、和田と申します。以前はＰＴＡを長くやっていまし

たけども、孫たちがちょうど小学生なんで、教育・子育て部会に入ろうと思いました。  

 以上です。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ここから泉水議長に進行のほうをお願いいたしますので、よろしくお願

いいたします。 

○泉水議長 

 座って失礼いたします。 

 それでは、次第に則しまして４．議題の（１）「教育・子育ての取り組みについ

て」を進めさせていただきます。 

 まずは、事務局より説明をお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 改めまして、政策企画課長の西でございます。まず、議題の進め方について、私の

ほうから簡単に説明をさせていただきます。 

 お手元にございます資料につきまして説明いたします。 

 「資料４」を御覧いただきたいんですけども、予算額を掲載しているものでござい



8 

ますが、こちらのほう、前回１２月の全体会議で区役所の全ての事業がわかるように

してほしいという御意見がありましたので、それを受けまして平成３０年度の事業ご

との予算要求額を一覧にしたものを作成して、手元のほうに用意させていただいたも

のでございます。次に、Ａ３横長になりますけども、「資料５」と「資料６」、こち

らのほうでございますが、これも前回の会議でいただいた御意見の中で、日程の関係

から会議資料として対応方針をお示しできなかったものについて、その対応方針を記

載しているものでございます。それぞれ、本日の会議の参考資料としてお使いいただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題のほうを進めてまいりますが、この部会に初めて御出席いただいて

いる委員も多くいらっしゃいますので、２０１８年度運営方針において部会で関連し

ている「経営課題２、教育・子育て支援の充実」の具体的取組ごとの取組内容につき

まして事務局より御紹介をさせていただき、また、それぞれの取り組みの事業の内容

につきまして御理解を深めていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。また、説明の後、委員の皆様方から御意見、御質問を伺ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

 それでは、「めざすべき成果及び略２－１、学校教育支援」の取組内容につきまし

て、市民協働課より説明させていただきます。 

○榊原教育支援担当課長 

 いつもお世話になっております。教育支援担当課長、榊原です。  

 時間も限られていることから、早速、この課題、運営方針の具体的取組等の説明を

させていただきたいと思います。座って説明させていただきたいと思います。 

 私のほうからは「経営課題２」ということで、具体的取組が「２－１－１」から、

全体では「２－１－８」まであるんですけども、「２－１－６」まで具体的取組を中

心に１０分、１５分程度、時間をいただきまして説明をさせていただきたいと思いま

す。 
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 まず、「資料３」の一番上の表のところでございますけども、皆様、新聞報道等で

既にいろいろ見ていただいているかと思いますけども、残念ながら大阪市におけます

小中学校の全国での学力テスト、あるいは、体力テストについての結果が、ずっとな

んですけども、余り芳しい状態ではないということです。今回、政令指定都市の順位

というのも明らかになっておるんですけども、政令指定都市の中でも一番下というこ

とでなっております。これを何とかしていきたいということで、市長、教育長共々大

きな課題と思っておりまして予算を含め重点的に取り組んでいるところでございます。 

 その中で分析している内容としましては、睡眠習慣と朝食喫食と学力の相関関係が

あるというのがデータとしても出てきております。そういったことと、あと、この学

力調査の際に児童生徒にアンケートみたいなものをとっておりまして、質問紙という

形で呼んでおるんですけども、その中で授業時間以外の勉強の時間というものを聞い

ております。その中で、大阪市の中では授業時間以外の勉強を全くしない割合という

のが、全国に比べて高い状況にあります。こういったところに何か鍵があるのかなと

いうことがございまして、これらのデータ、状況をもとに具体的取組ということで挙

げさせていただいております。 

 この具体的取組につきましては、この運営方針をつくるに当たりまして、基本的に

は代表的なものを挙げさせていただいているということと、あと、いわゆるＰＤＣＡ、

Plan・Do・Check・Actionですか、それを回していくことによって効果が得られるよ

うなものを具体的取組ということで挙げさせていただいております。ですので、私ど

もがやっている全ての事業がここに載っているわけではございませんで、いわゆる代

表的なものでありますとか、ＰＤＣＡを回すことによって効果が出るだろうと思われ

るようなものについて、挙げさせていただいているというところでございます。 

 ちょっと前置きが長くなりましたが、その中で「具体的取組２－１－１」というと

ころに入っていきたいと思います。１枚めくっていただいて、下に小さい字でページ

数を２と付けさせていただいているんですけども、そこのところで「２－１－１、ヨ
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ドジュク」ということで紹介させていただきます。 

 この「ヨドジュク」につきましては、先ほど御説明したように、やはり家庭での勉

強というのがなかなか進んでいないというような課題意識に注目しまして、主に一般

的な塾というのは、自分の実力を更に上げていくというふうなところの視点があろう

かと思いますけど、この「ヨドジュク」につきましては、主な観点としましては家庭

学習といいますか、授業以外の学習習慣を付けていただくというのをメーンに立てた

事業ということで、２０１５年度から始めてまいっております。今年度は３カ所で展

開しておりまして、美津島中学校、十三中学校、東三国中学校で展開してきておりま

す。 

 これにつきましては、大阪市の塾代助成事業で交付されていますバウチャー、塾代

助成カードを使って参加できることにより、できるだけ負担を少なくするということ

と、あと、学校を使うということで、学校の使用料というのを大阪市のほうで肩がわ

りする中で、事業者においてはその浮いたお金で、さらに生徒の方に濃い内容の勉強

を、学力支援をしていただく。その形で家庭学習、学習習慣をつけていただくという

ことを目的に展開してきているところです。ですので、業績目標としては「週５日以

上自宅学習に取り組む」と回答する生徒を３０％以上にするとか、あと、学力検定の

結果を比較して上昇するというところも目標として入れているところです。お配りし

た、このパンフレットが募集のパンフになっております。 

 続きまして、「小学生補習充実事業」、これもいわゆる、「ヨドジュク」は中学校

をターゲットにしております。３カ所の中学校でやっているんですけども、もちろん

区内どこの中学校から参加していただいても結構というしつらえになっているんです

けども、それの、簡単に言いますと小学生版が「淀川区小学生補習充実事業」という

ことになっております。 

 これにつきましては、区のほうで予算を付けていくので、学校での授業以外のとこ

ろで補習的な支援をしていくということで、各小学校に「どうですか」ということで
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投げかけをしまして、そこで「やってみよう」という学校に対して展開してきており

ます。これも２０１５年度から始めておりまして、現在９校で、来年４月からは１０

校で展開することになっております。これも「ヨドジュク」と同じ考え方で学習習慣

をつけていただく中で学力も上げていただくという内容のメニューとなっております。 

 続きまして、「淀川区英語交流事業」です。これはパンフレットがございまして、

この夏に開催しました「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」というような名前をつ

けてやっております。ちょうど皆様が今いらっしゃる、この会議室の横を全部ぶち抜

きまして、こちらを会場に「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」というのを開催し

ております。これにつきましては、小学生・中学生向けにオールイングリッシュ、こ

こに入っていただいたら英語で全部しゃべる、日本語は原則禁止というような形での、

いわゆる英語村というような事業を展開しております。 

 それ以外にも、今年度は英語講座、スピーチコンテストといった事業を展開してき

ております。英語につきましては、今現在、小学生から正式な授業として英語教育と

いうものが取り組まれることになってきております。その中で、区役所で実施する事

業について一度教育委員会と話し合いをしました。主には、区役所と学校で役割分担

をどう考えていったらいいかということで、教育委員会の英語担当の教壇にも立たれ

ている方と話をした中で、やはり学校では学習をしていこうという観点でやっていこ

うと考えているので、区役所では、どちらかというとネイティブの外国人と会話がで

きるというような表現でありますとか、体験を主に担っていただきたいというような

話になりました。その中で、この英語交流事業についても一定整理をしていこうと思

っております。その中で、先ほど言いました英語村、「Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｅｓｔｉ

ｖａｌ」を開催して、そこで体験していただくというような展開を考えてきておりま

す。 

 これは、実は、全区に先駆けて淀川区で、こういった取り組みをしたんですけども、

今、ほぼ２４区全部でこういった英語の教育の取り組みというのが進んできておりま
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す。それと、先ほど申しましたように、教育委員会のほうと役割分担というものをし

ておりますので、いわゆる事業としてはよい意味でルーチン化してきているというこ

とでございます。その中で、先ほど申しましたＰＤＣＡを回すというような意味合い

からはちょっと外れてきているので、この運営方針の中からは、来年度はこの英語交

流事業も外してもいいのではないかというような話が、ちょっと内部で出てきており

ます。それにつきましては、先ほど申しましたように、ここに挙がっているのが全て

我々がやっている事業ではございませんで、ほかに出てきていない事業もあるんです

けども、ＰＤＣＡを回して注目していく事業というよりかは、成熟した事業となって

きていますので、その辺のところも一度、考え直したいなというふうに考えていると

ころでございます。 

 「英語交流事業」は以上でございます。 

 続きまして、次のページでございますけども、「淀川区学力向上支援事業」で「淀

川漢字名人育成計画」。これは、ちょっとＡ４の縦の刷り物で出させてもらっている

んですけども、これを来年度は初めて取り入れていこうと思っております。 

 これは、実は淀川区の中学校の校長会から、たっての希望で、是非とも漢検、いわ

ゆる漢字検定の支援を区役所のほうでいただきたいというお話がありました。漢字検

定を受けることによって国語に関心が集まることによって読解力の向上が見込まれる

と。それによって、国語だけではなくて、いわゆる英語であるとか数学においても文

章題に効果が出てくるというようなエビデンスもいただきましたので、区役所のほう

で支援をしていきたいと。 

 実際の計画は各中学校で立てて、いわゆる学校ごとの運営の計画に載せていただい

て、学校協議会で議論をしていただきながら進めていくというような流れになってく

ると思っております。 

 続きまして、「児童・生徒の体力づくり支援事業」でございます。これにつきまし

ては資料を付けておりまして、「子どもたちの体力・運動能力向上を考える」という
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ところで、淀川区と、関西ＪＳ協会というのが区内で頑張っていただいている団体が

あるんですけども、そこと協定を結びまして、ＴＡＰ体操というふうに呼んでおるん

ですけども、その体操というものを学校のほうに展開していきたいと思っているとこ

ろです。既に、もう展開してきております。 

 ＴＡＰ体操というのは、このＴＡＰ体操の資料をめくっていただいて、ＴＡＰ体操

説明書というふうに書いてあるんですけども、いわゆる準備体操で、陸上の走り方の

ときに適切な準備体操であるとか、球技のときの適切な準備体操、器械体操のときの

適切な準備体操、表現、いわゆるダンスのほうですね。ダンスの前にする準備体操と

いうものを、ＪＳ協会さんと小学校の校長先生が協力して作っていただいているもの

でございます。これを各学校に展開していきたいというふうに思っております。もう

既に試行的にはやっておるんですけども、できるだけ多くの学校に、これを展開して

いきたいと思っております。 

 そのほかに、ここに書かれてありますように走り方教室であるとか、水泳とか、そ

ういった出前講座をしていきたいと思っております。その中で、今まで区主催のイベ

ントをやっておりまして、いわゆる「ヨドスポ」という形でスポーツセンターでやっ

ていた事業があるんですけども、それは来ていただくということになりますので。今、

分権型教育行政という流れの中で、区役所が今まで入れなかった学校の授業の中にも

入って支援ができるということもあり、また、小学校のほうからも体力づくりで支援

をいただきたいということもありますので、そちらのほうにできるだけ集中していき

たいと思っていますので、この「ヨドスポ」については一旦、検討をし直そうかなと

考えているところです。 

 あと、ＴＡＰ体操につきましては、今まで別出しでやろうかというふうに思ってお

ったんですけども、先ほど申しましたように、だんだん小学校のほうでも取り入れの

動きが出てきていますので、ほかの走り方教室と同じような形に含めて、組み替えを

していきたいと思っております。 



14 

 最後ですけども、「ヨドネル」です。これにつきましては、冒頭の生活習慣が学力

に影響があるということもありますし、それを各学校で既に生活習慣、「早寝・早起

き・朝ごはん」というのをやっているんですけども、それも淀川区を挙げて運動とし

てやっていけないかということで、２０１６年度から取り組んでいるものです。 

 この中で、各保護者の方や児童・生徒の方に説得力を持たせるためにも、いわゆる

データ、エビデンス、証拠というものが必要ではないかということで、２カ年にわた

って学校で児童・生徒にアンケートをとりまして、どういったものが原因になって睡

眠不足が起こるのか、睡眠不足になったらどうなるのかというところを、データを基

に調べて啓発をしてきているものです。これは、「睡眠白書２０１７」に最新のデー

タが載っておりますし、２カ年の比較も載せているところでございます。 

 続きまして、「よどマガ！」のほうですけども、これ、昨年の３月号ということで

大分前になるんですけども、これをめくっていただいて開いたところに、例えば北中

島では睡眠タイムということで、いわゆるお昼寝に取り組んでいただいて、その結果、

保健室の利用人数が減少というような成果がでています。あと、ここで載せています

のは木川南小学校、新東三国小学校、新高小学校でそれぞれ、さまざまな取り組みを

していただいていますけども、もう全ての淀川区内の学校でヨドネルについての取り

組みをしていただいています。それについては、各校の運営の計画のほうにも載せて

いただいて、学校協議会で議論をしていただいているところでございます。 

 時間が限られていることもありまして、ちょっとはしょった説明になりますけども、

私の担当のほうの説明を以上で終わらせていただきます。 

○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 いつもお世話になります。保健福祉課福祉担当課長代理の大下と申します。よろし

くお願いいたします。座って説明をさせていただきます。 

 私のほうからは、具体的取組の「２－１－８」、資料で言いますと「資料３」の６

ページ、「生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業（子ども未来輝き事業）」といい
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ます。この事業の説明をさせていただきます。 

 この事業の内容ですけども、パンフレット類の中にこういったものがございまして、

この「放課後の勉強会みらいスクール」、これが「子ども未来輝き事業」に当たりま

して、今年度行っている生徒募集のチラシ、写真があるほうがチラシでして、裏面が

来年度の、平成３０年度の受講生を募集するチラシとなっております。この「２－１

－８」の取組内容につきましては、この来年度の受講生の募集チラシのほうに内容が

載っておりますので、このチラシを用いて説明をさせていただきたいと思います。 

 その前にこの「資料３」の１ページなんですけども、先ほど榊原課長から全体の御

説明はあったところですけれども、１点だけ、ちょっと御説明をさせていただきます。 

 授業時間以外の勉強を全くしない割合というところですけども、そこの右のほうに

まいりまして、困窮度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲという横長の棒グラフがあると思うんですけども、

その困窮度というのは、Ⅰというのが一番困窮度の高いものになりまして、困窮度が

高くなるにつれて授業時間以外の勉強を全くしない割合が高くなっている。そういっ

たエビデンスになっています。ここへ着目して取り組んでいる事業でございます。 

 「子ども未来輝き事業」は個別指導型で行っております。生徒３人に１人の指導員

の先生が教える形をとっております。困窮家庭の子どもへの学習支援事業ということ

でございますので、自分自身が困窮かどうかというのが、そういったところもわかり

にくいところでございますので、具体的にこういうふうに例示を挙げて、生活保護受

給世帯であるとか、児童扶養手当受給世帯、就学援助対象世帯、市民税非課税世帯等

と挙げさせてもらっています。子どもたちということですけど、対象は小学１年生か

ら中学３年生の子どもたちとしております。この来年度の受講者の募集のチラシで、

そこに書いていますとおり「２月１日から募集を開始します」とありますけど、「よ

どマガ！」の２月号に受講生を募集する記事を載せる予定にしております。 

 内容ですけれども、１人の生徒さんにつき週１回２時間程度、曜日や時間ですけど

平日の放課後であるとか、土曜、日曜の午前や午後の時間のどれかを選んでいただく
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形をとっております。場所は、区民センターや集会所等で実施しております。個別指

導型の少人数制ということで、１コマ当たりの定員は６名から９名としております。

学習支援方法はこのように、最初に学力状況の把握をして、個別指導できめ細かい支

援を行い、基礎学力の向上をめざしていく。中学３年生には受験対策を行いますし、

なかなか学校等で学習ができないような子どもたちでしたら、関係性づくりの配慮も

行います。その他の取組みというところですけど、キャリア教育というところがある

んですけれども、価値観の違いを知り、社会性を育み、自己肯定感を向上させていく

ということで、ある程度年齢の近い大学生であるとか、若い社会人である方のお話を

聞くなど、さまざまなお話を聞いて自己肯定感の向上を図っていきます。  

次に、３０年度からの新たな取り組みなんですけども、体験学習も盛り込んでい

きたいと考えています。それから、平成２９年度からの取り組みなんですけども、子

どもの居場所の確保につながるような取り組みである子ども食堂さん、こちらと連携

させていただきまして、同時開催を行っております。 

 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○泉水議長 

 ありがとうございました。 

 では、質疑応答及び意見交換に移らせていただきます。先ほど説明のあった取り組

み内容を踏まえ、御質問や御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。  

○中道委員 

 体力づくりのところなんですけども、各学校でＴＡＰ体操を実施しているというこ

となんですけど、私、たまたま新高小学校なんですけども、新高小学校はそれができ

ていないそうなんです。それは、やっぱり学校で差があるんですか。 

○榊原教育支援担当課長 

 やはり学校でやっていただくことについては、基本的には学校長がマネジメントを

していただいて、我々からメニューは出させてもらっているんですけども、実際の教
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育を行うに当たっては学校長の判断で選択していただくと考えております。 

 「ヨドジュク」等につきましては、区役所のほうから実際、学校教育ではなくて補

習的な、家庭学習的なところは担っているので、それは全員に幅広くやっていただく

ということなんですけども、実際、体育の時間に「スポーツ出前講座」をやっていた

だくとか、先ほど言いました「漢字検定」をどう取り入れていくとかいうのは、各学

校の校長先生の御判断に任せています。 

 ですので、新高小学校の校長先生につきましては、これは、あるのはわかっている

けども、ほかの例えば走り方とか水泳とか、そういうところに注力したいというふう

に思っていらっしゃるかもしれませんし、御自身でこの準備体操についてはお考えを

お持ちで、ＴＡＰ体操を取り入れていないということもあろうかと思います。 

○中道委員 

 学校協議会というのを私、傍聴させてもらったんですけど、ＴＡＰ体操をしたいん

ですけどできないそうなんですよ、時間がなくて。最初はやろうとしたけれども、朝、

やっぱり児童数がすごく多いんで、先生も５０人ぐらいいてる多分一番大きい小学校

なんですけど、もう時間がギチギチで取り入れたくてもできないと。 

 これ、すごくいいんですけど、学校によったら、もういっぱいいっぱいで、できる

学校とできない学校があるような気がするので。それは、もう学校に任せるというこ

としかできないのですか。 

○榊原教育支援担当課長 

 基本部分はやっぱり学校、校長先生の判断になろうかと思います。その中で、ちょ

っとこの関連かどうかはわからないんですけども、私どものほうで例えばきょうはダ

ンスをやりますというところでいうと、そのダンスの時間の前にＴＡＰ体操というの

を入れていただくというようなイメージで持っておったんですけども、話を聞いてい

ますと、そのＴＡＰ体操だけで体操の１時間をとったほうが取り入れやすいというと

ころもあるみたいなので。 
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 だから、当初の我々の思惑とはちょっと違うんですけども、ＴＡＰ体操として１時

間やっていただくということも、来年度からはありということでやっていきたいと思

います。その中で新高小さんのほうが、時間がとれるようであれば、やっていただく

のもありかなというふうには思っております。ちょっと、その辺は柔軟にやっていき

たいなと思っています。 

○増田委員 

 増田です。最後の「生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業」について、お伺いし

たいことがあります。 

 こちらなんですけれども、小学校、中学校向けということで、このめざす姿という

のはどこまでを考えて、こちらを取り組まれているんでしょうか。 

○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 この「資料３」の１ページ目ということで、大きくはおおむね１０年後、２０年後

を念頭に置いて、子どもたちの未来が生まれ育った環境に左右されることなく、自分

の可能性を追求できる、そういったことをめざしておるんですけれども、そもそもそ

のように考えたのは、生活困窮家庭の子どもたちは将来、大人になってもまた生活困

窮に陥る可能性が高いというエビデンスがあります。それはなぜかというと、その生

活困窮家庭の子どもたちの高校進学率がやっぱり低いというのが、これもまた出てい

ます。 

 ということは、将来の１０年後、２０年後の姿をめざすのは当然なんですけど、ま

ず近いところのもくろみとしては、高校へ進学して、さらに卒業して、そうすると高

校を卒業した子どもたちは中卒の子どもたちよりも就労の機会に恵まれていますので、

まずはそこで安定した就労もできますし、さらには、高校を卒業したんであれば大学

等もめざせるようになります。そういったことで、中期の目標といいましたらそうい

ったことですし、長期といえば子どもたちの未来が生まれ育った環境によって左右さ

れることのない、自分の可能性を追求できるような、そういったこともめざしていま
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す。 

○増田委員 

 ありがとうございます。 

 私もそれを、将来ビジョンのところの項目で読みまして、実は１２月４日の区政会

議の全体会議の前に、ちょっと質問をさせていただいたんですけれども、ここの生活

困窮家庭の子どもたちの小学校、中学校までで高校進学をするところまでですよね、

今回のこの事業に関して。そのときに、生活困窮家庭の子というのは、やっぱりそれ

でも大学進学というところは、恐らく自分の家庭の事情では諦めざるを得ないだろう

という声を、実際に支援側は聞いているというのをちょっと耳にしたんです。そこま

では、なかなか支援を行政的な支援事業としてはできないと思うんですけれども、そ

のときのこの対応方針を書いていただいたので。大下さんの部署でしょうか。 

 そこに大学進学等については、進学を希望する子どもたちが進学を断念する理由と

して経済的理由を挙げているということになっているので、大学等で就学するために

必要な資金の貸し付けとか、各種支援制度の情報提供をこれからしていきたいという

返答をいただいていると思うので、ぜひ、この平成３０年度の受講生募集の中の、そ

の他のいろいろな取り組みの中にそれを入れていただくことはできないかなと思って。  

 その子たちに、まだ中学生なんで、なかなか理解はできないかもしれないんだけれ

ども、いろいろな大学進学についても支援制度はありますよというようなことを入れ

ていただけたらなと思っているし。あとは、逆にそういうのを聞かせる分野というの

は、高校生の子に聞いてもらってもいいのかなと思うんです。こういうときに、例え

ばさまざまな大学生や社会人のお話がありますというようなものを、高校生の子たち

にも聞いてもらったりとかするのも、子どもたちの将来、未来を、夢を諦めることの

ない淀川区になるんじゃないかなと思うので、ぜひ、そういったものを取り組んでい

ただきたいと思うことと、あとは、そのところに教育・子育て支援を所管する教育委

員会と、こども青少年局へ伝達したということの、何か結果はありましたでしょうか。 
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○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 まず１点目ですけども、大学等の進学とか、そういったところの支援につきまして

は、先ほど増田委員がおっしゃっていただいた内容なんですけれども、この「子ども

未来輝き事業」については、小学生、中学生を対象にしていますと申し上げています

が、チラシの中に「等」とか、「予定」とかというのが、ところどころに見え隠れ、

ごめんなさい、このバージョンでは記載がないんですけど、一定の場合には、実は高

校生も受講していたりします。 

 なぜかというと、この事業に参加する場合は、小学１年生から中学３年生まで、最

初はその段階で募集するんですけど、じゃあ中学校を卒業して高校生になりましたと。

このときなんですけど、生活保護受給家庭の場合については、特にここは困窮家庭の

中でも最も困窮している家庭だと思います。やっぱり支援が必要かなと思っていまし

て、高校進学後につきましても、この事業へ参加を希望する場合は引き続き参加をし

ていただいています。そういった支援を行うということは高校中退防止にもつながり

ますので、中退防止につながれば、また、先ほど申し上げたように大学等の進学等も

めざしていける形になります。支援の対象は小学生か中学生が本体ですが、高校生と

いうのはわずかですけど、そういった取り組みもこの事業の中では細々ではございま

すが、何とかこの仕組みの中でやっております。 

 それと、あと２点目の御意見ですけど、そちらのほうは、ちょっと直接には私聞い

ておりませんでして、進捗状況といいますか、そちらのほうは済みません、まだ把握

し切れておりません。 

○増田委員 

 ありがとうございます。 

 すごい、うれしいです。頑張ってください。ありがとうございます。 

○泉水議長 

 ほかに、御質問等ございませんでしょうか。 
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○和田副議長 

 今の関連なんですけども、このパンフレットは、どういう形で配られるんですか。 

○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 手づくりのチラシですので、あと、費用もございませんでして。区役所と、あと今、

子ども食堂さんと連携させていただいてますので、御了解をいただけた子ども食堂さ

んのほうに置いていただいております。 

○和田副議長 

 基本的には小学校、中学校の学校のほうで、困窮家庭というのは多分把握されてい

ると思うんです。ですから、学校のほうで「こういうのがあるよ」ということを、や

っぱり保護者の方に周知徹底していただければ、その中から、これに応募してくれる

方が増えてくるんやないかと思います。 

 ですから、何でもそうなんでしょうけども、広報というのは非常に大切で、どのよ

うにしたら効果があるかということを、是非、それも含めて御検討いただければと思

います。 

○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 小学校、中学校への周知であるとか御協力につきましては、小学校、中学校の校長

会、教頭会等で周知だとか御協力の依頼を働きかけているところです。 

○和田副議長 

 わかりました。 

○泉水議長 

 ほかに、ございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○石田委員 

 ちょっと今の関連なんですけど、この「みらいスクール」というのは、生活困窮世

帯のお子さんが来られるということを公にすると、それを知ったお子さん、周りがど
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う思われるかなと思うんですけれども。 

 それと、あともう一点、子ども食堂とどう関わりを持って、されているのかなと思

って、それがお伺いしたいです。 

○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 １点目の御懸念なんですけど、それは私も考えました。子ども食堂と連携させてい

ただくような話を子ども食堂さんとしたときに、この事業に参加している子ども以外

で子ども食堂を利用される子どもたち、御家庭がいらっしゃいます。そこに、この事

業参加者が参加するという。こうなると、そこに「あの子は生活困窮家庭の子どもじ

ゃないか」とか、そういった言葉につながるようなことをおっしゃる方だとか、そう

いったことは全くなくて、スティグマが発生する場合があるので、そこを懸念して、

当初は子ども食堂さんが定例的に行う日としている日以外で、別日で開催していこう

ということを考えていました。 

 しかし、子ども食堂さんとの話の中で、特にそこは、とりあえず同じ通常の開催日

でやってみようよということで開催しました。すると、特にそういった御懸念のよう

な、「あの子どもは生活困窮家庭の子じゃないか」とか言われたりとか、子どもたち

自身がそう思ったりだとか、そういった言葉につながるようなことをおっしゃる方だ

とか、そういったことは全くなくて、２点目のご質問につながりますが、十三小学校

の近くでされている子ども食堂さんがあり、そこが、１階で子ども食堂をされていま

す。２階に普通の和室があって、テーブルとか置いていただいていて、連携の形とし

ては１階で食事の提供や、２階まで食事を持ってきてくださったりもするんですけど、

そこで食事の提供を受けてから２階で学習支援をするという形にしています。その子

どもたちは、食事をしたりだとか、勉強中でも窓ガラスを開けてそこから見える友達

とかに手を振ったりして、そのあたりは子どもたち自身も全く気にしていませんです

し、周りの方々もそのあたりは、今のところ何かおっしゃるような方もございません。  

 こういった事業を行っているのは淀川区だけでなくて、あと数区、２４区の中で何
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区かやっていらっしゃるんですけど、ちょっとずつ仕組みとか違いますけど、やっぱ

りそういったことを懸念して募集方法や事業実施方法をどうするのかとか、そういっ

たことを懸念して、逆に参加者数が当初に思っているよりも伸びないという、そうい

った苦労もされているようです。 

 この事業は、定員が２９年度４２名で、来年度、３０年度は５１名に増員します。

今年度４２名のところ、キャンセル待ちが出るまでのお申し込みをいただいています

し、来年度も多数の方に御応募いただけるんだと思っています。懸念はないことはな

いんですけど、今のところ問題がないのでこのまま、こういった形は続けていこうか

なと思っています。 

○石田委員 

 ほぼ全員の方が、子ども食堂さんと一緒にされているということですか。 

○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 ほぼとは。 

○石田委員 

 参加者の全員が、いろんなところの子ども食堂さんと連携してされているというこ

とでしょうか。 

○大下保健福祉課福祉担当課長代理 

 今、子ども食堂さん、淀川区内に数カ所あるんですけど、連携させていただけてい

るところが１カ所でして、そこで連携しています。 

 こちらの写真があるほうのパンフレットですけど、クラスはこのような形です。金

曜日は夕刻、土日は午前中か午後、この中で全部で７コマ開催しています。 

 連携させてもらっている子ども食堂さんは、金曜日の夕刻にやっていらっしゃいま

して、この金曜日クラスがその子ども食堂の開催日時に当たっています。金曜日のこ

の夕刻の時間帯に参加するクラスの子どもたちは、全員、食事の提供を受けてから学

習の指導をしてもらっています。その他の土曜や日曜とかのクラスに所属している子
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どもたちはどうかといいますと、その子たちへも子ども食堂への参加を呼びかけて来

てもらっています。 

 ただ、その子たちは、指導員の数に限りがありますので、自分で宿題とかを持って

きて自習をしている形であったりです。参加者数としては金曜日クラスが定員６名で

やっているので、その子たちがまず６名と考えると、呼びかけて来てもらっている子

どもたちが、あとプラス数名から１０名程度ということで、全体では１０名前後ぐら

いの参加をしていただいています。 

○泉水議長 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 時間も参りましたので、次のテーマに移らせていただきます。 

 では、事務局より、「めざす成果及び戦略２－２、子育て支援」について説明をお

願いします。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 改めまして、こんばんは。区役所の子育て支援担当の課長をしています、川谷と申

します。どうぞよろしくお願いします。着席で説明させていただきます。 

 そうしましたら、お手元にお配りしている「資料３」の７ページをごらんください。 

 子育て支援に関する取り組みとしましては、運営方針で３つの事業を挙げておりま

す。事業としましては、まず訪問型病児保育、そして発達障害に関する支援事業、そ

して子育て相談事業、「よどっこ子育て相談事業」というネーミングで取り組んでい

ます。 

 今日お越しの皆様も今回、新たにこの部会委員に就任された方ですので、この事業

がどういう事業かということをお聞きいただくよい機会かなと思いましたので、私が

説明しますより直接の担当職員から順番に説明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。 

 まず、病児保育につきましては、担当係長の斎藤のほうから説明をさせていただき
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ます。ちょっと席が壁際ですけど、皆さんお聞きください。よろしくお願いします。  

○保健福祉課訪問型病児保育事業担当職員 

 私から御説明をさせていただきます。座って説明させていただきます。  

 お手元の「資料３」の９ページ、「具体的取組２－２－１」の中段にあります「訪

問型病児保育推進事業」につきまして、御説明をさせていただきます。 

 まず、病児・病後児保育につきましては、大阪市全体におきまして療養期に利用さ

れる病時、また、回復時に利用される病後児保育を、それぞれ預かる施設型の保育事

業を行っております。ただ、現在、こちらの施設型の事業につきましては、保育ニー

ズが高まる中で施設の場所の問題や定員の関係で、全ての方が利用できていないとい

うのが現状でございます。そこで、淀川区におきましては平成２５年度の試行期を経

て、平成２６年度より現在の「訪問型病児保育（共済型）の推進事業」を区独自施策

として行っております。 

 この事業につきましては、利用者が、いわゆる保険料のような形で会費を拠出し、

保育料に充てるという共済型モデルの訪問型病児保育となっております。具体的には、

後ろのほうにもチラシをつけさせていただいておりますけれども、病児保育利用の有

無にかかわらず、月会費３，０００円を登録されている方から御負担いただいて、月

１回目の保育料に充てるというようなものになっております。午後５時半以降の利用

や月２回目以降の場合は、別途、延長保育料をいただくというような形になっており

ます。 

 病児・病後児保育の施設型の事業につきましては、利用時間がおおむね午後５時ま

でということになっておりますけれども、この訪問型病児保育につきましては、最大

で午後８時まで利用できるということになっております。また、保育者が保護者の方

にかわってかかりつけ医に受診いただくということなど、病児保育サービスを必要と

されております保護者のニーズに合ったサービスを展開しております。また、施設型

の病児・病後児保育の定員がいっぱいで預けられないという方のほかに、夜から朝方
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にかけて子どもさんが急に熱を出したけれども仕事が休めないという方のためにも対

応できますよう、１００％の保育者派遣を保証しております。 

 ２０１７年８月末現在ですけども、実会員１１８名の方が登録いただき、これまで

累計１，０３０日の利用実績ということになっております。２０１８年度の業績目標

としましては、より多くの保護者に安心してお仕事などをしていただけますよう、登

録者２０９名をめざして、今後、進めていきたいと思っております。 

 以上、「訪問型病児保育（共済型）推進事業」の、簡単ではありますが御説明とさ

せていただきます。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 子ども相談担当をさせていただいております。座って失礼させていただきます。  

 次に、１０ページになります「発達障がい児等子育て支援事業」について、御説明

させていただきます。 

 発達障がい児等を育てる保護者の子育ては非常に困難で、子どもの問題行動などで

困ったり、悩む保護者も多いという状況です。それにもかかわらず、同じ悩みや経験

を持つ立場で身近に、個別ニーズに応じて相談できる場所や機関があまりなくて、子

育ての負担感が高いという状況にあります。そこで、子育て支援室では、発達障がい

児等を養育している保護者を対象とするピアカウンセリング、このＡ４の用紙２枚の

うちの１枚になります。この「ピアカウンセリングのご案内」というところになりま

すけども、これを１年に、来年度は４０回実施しまして、発達に隔たりのあるお子様

の子育てで不安を感じておられる保護者の方に対し、今までそういうようなお子様を

育てられた先輩保護者の方が苦労に共感したり、具体的な支援について提案したりと

いうような相談のピアカウンセリングというものを行います。 

 それとともに、もう１枚のチラシになりますが、「親子であそぼう！」というもの

で、リトミックやダンス等に親子で参加し、親子で楽しんだ後にお子様と保護者の方

が分かれて、親同士の交流会もできるというような講座も開催しております。こちら
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のほうは年５回ということで、小学生、それから、就学前の発達のおくれや隔たりを

お持ちのお子様と、その御家族が参加していただいています。 

 そういう事業内容を周知するために、年度当初に区内の保育所、幼稚園、小中学校、

療育機関及び子育て支援関係機関等にこのチラシ、それと、後ろに挟んでおります

「子育て相談しています」という子育て支援室の周知ビラも一緒に配布させていただ

いています。これは、子育て支援室に相談に来られた方や、また、乳幼児健診時のと

きに来られたり、発達に心配があるというような相談に来られた方に、このようなチ

ラシをお渡しして案内しております。 

 小さいお子さんをお持ちの方が相談にも来やすいようにということで、４０回のう

ち１５回ですが、一時保育を実施できるような体制も確保しております。それで、発

達障害に関する区民の相談ニーズに対応して、子育ての不安感を軽減できるような事

業内容を整備していくとともに、日々困っている保護者への事業内容の周知を今後も

徹底していこうと思っているところです。 

 次にまいります。 

 次の「よどっこ子育て支援事業等」についての御説明をさせていただきます。 

 子育て支援室では、ひとり親世帯や精神疾患を抱えているケースの相談がとても多

く、子育てが困難であるにもかかわらず、適切な子育て支援サービスを十分に活用で

きていない、自ら情報をキャッチできる知識やパワーが弱かったり、人とのつながり

が希薄でＳＯＳが出しにくいというような状態にあります。また、支援者のいない孤

独な状況で子育てをしている場合、親としての自己肯定感が得られなくなり、子育て

に対する不安が高まっています。そのような御家庭に対して、子育て支援室こども相

談担当では、子育て講座「ゆめちゃん☆ハッピールーム」というものを年１１回開催

しております。それが、この水色の「おやこであそびにおいで！」というチラシにな

っております。 

 ここでは、発達段階に応じた遊びの提供や保護者のニーズに合った講座等。 
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 わかりますか、済みません。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ちょっと、チラシがいっぱいあって。一番後ろのほうにある。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 一番後ろのほうです。お家の絵がある、夢ちゃんが載っている分になります。 

 これが、子育て講座「ゆめちゃん☆ハッピールーム」というものです。２階２３番

窓口のすぐ横の情報ルームで、大体月１回、年１１回開催していまして、発達段階に

応じた遊びの提供や保護者のニーズに合った講座等を開催するということをしており

ます。 

 また、その講座の中で子育ての情報提供や、子育て相談を受けるというようなこと

をしたり、親子のかかわり方を伝えるために触れ合い遊びや手遊び、それから、その

年齢に応じた絵本の紹介なんかもしております。そうしながら児童虐待の予防、早期

発見ということにつなげていこうと思っております。 

 また、子育て情報誌「ゆめキッズ」というものを発行しております。それが、この

紫のＡ３を２つに折ったものです。中が子育てカレンダーになっております。「ゆめ

キッズ」と上に書いてあります。こちらのほうを２カ月に１回、配布させていただい

ています。３，０００部掛ける２カ月に１回なので、年６回ということになっており

ます。こちらは小規模保育園や認可外保育施設にも配布をしておりまして、あとは、

こういう区役所や保育所、幼稚園、それから小児科にも置かせていただいて、身近で

手にとれるような状況にさせていただいています。 

 それと、区役所１階の子育ての総合相談窓口（すまいる・すてっぷ）においては、

保護者のニーズに応じた子育て講座や子育て施設などの御案内をさせていただいてい

ます。 

 そして、区内のいろいろな子育て支援施設が集まって、子育て支援連絡会というも

のを年７回開催していまして、この子育て支援室や、あと保健師、それから公立保育
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所や幼稚園、子育てプラザ、支援センター、つどいの広場、図書館、社会福祉協議会、

博愛社、すまいるすてっぷが参加しまして、区内のさまざまな子育てサービスについ

ての情報共有をして、区民に提供していくということをしております。 

 それで、こういうふうに子育て情報誌や子育て講座などで子育てにおけるさまざま

な情報発信をして、必要な支援やサービスにつながっていただくように、情報提供を

今後もしていこうと思っているところです。 

 以上です。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 以上です。よろしくお願いします。 

○泉水議長 

 ありがとうございました。 

 では、意見交換に移らせていただきます。御質問等、意見等ございませんでしょう

か。増田さん。 

○増田委員 

 最後の、土屋さんが説明されたところの中の「発達障がい児等子育て支援事業」と

いうのは、大体どのくらいの年齢の方々がいらっしゃっているんでしょうか。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 ピアカウンセリングのほうは、１８歳までのお子様をお持ちになられている保護者

の方が来られています。「親子であそぼう！」の親子講座のほうは、小学校は大体低

学年の方までなんですが、就学前の方のほうが多いです。 

○増田委員 

 ありがとうございます。 

 先ほどの「ヨドジュク」であるとか、それから、「小学校の補習授業」なんかにつ

ながっていったりはするんでしょうか、その発達障がい児さんが。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 
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 またそれとは別で、療育とか放課後デイサービスというものがありまして、そのお

子様の状況によりまして、こちらの家庭児童相談員がお子様と保護者の方と面談をさ

せいただきまして、その子に応じた、一般の授業レベルでは難しい子どもさんにはこ

ういうことをしたらいいんじゃないかというような、個々に応じた学習のできるとこ

ろにおつなぎさせていただいています。療育というようなことになるんですけれど。 

○増田委員 

 ありがとうございます。 

 それと、今度は全体なんですけれども、こういった子育て情報って結構、ママさん

たちというのはネットで検索したりして情報を拾っていると思うんですけれども、そ

ちらのほうのアクションは何かされていますでしょうか。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 具体的なのは、どのぐらいのですか。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 一応、こういうものを発行したときは、全てホームページでは上げさせていただい

ていまして、上げたときにすぐ新着情報で出て、見ていただいたり、あとツイートと

か、フェイスブックにも載せさせていただくようにはしています。  

○増田委員 

 そしたら、「淀川区 子育て」とかで検索したら拾えるような感じの、検索エンジ

ンのかけ方とか。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

あと、子育て支援ＭＡＰとゆめキッズとハッピールームのほうは、ＱＲコードを

読み取ってスマホから見ていただくということもできるようになっております。  

○増田委員 

 カレンダーは、ＱＲコードで読み取れますか。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 
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 カレンダーも、ゆめキッズのほうはちょっと検索していただくような形になります

けど、カレンダーのほうもホームページには出ています。 

○増田委員 

 なかなかホームページを見るということが、最初にホームページというのがないと

思うので、是非検索がかけやすいような、ちょっと工夫をしていただけたらいいかな

というふうに思います。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 ありがとうございます。 

○増田委員 

 ありがとうございます。 

○泉水議長 

 どうぞ。 

○中道委員 

 中道です。 

 私、実際、今、子育て中なんですけども幼稚園の子がいてまして、３人目なんです

けども、全体的にすごく充実はしているんですけども、実際、今、世間で産後鬱とか

育児ノイローゼとかっていうのは、どういう対策、この「よどっこ子育て支援事業」

の中に含まれているんですか。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 そういうのも、子育て相談として相談していただく方は結構いらっしゃいます。な

ので、そういうときには、ちょっとゆっくりお話を聞かせていただいて、それで、ち

ょっとすっきりしていただければお話を聞かせていただくということもしたり、あと、

２週間に１回とか１カ月に１回とか、継続的に面談をさせていただいて、お母さんの

ガス抜きや息抜きをしていただいたり。それでもやっぱり、クリニックにかかったほ

うがいいなという場合には、クリニックの紹介をさせていただいたり、場合によって
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は一緒について行かせていただくということもございます。 

○中道委員 

 多分、その相談に来られる方は、まだ大丈夫だと思うんですね。もう鬱になってい

る方は相談にも行けなくて、苦しんでいるお母さんたちが多分たくさんいらっしゃっ

て、それは多分届かないんですよね、こういったところに。でも、２年前かなんかで、

東京２３区の産後鬱で自殺された方が六十何人か、１０年間の結果であったというこ

とで、やっぱり大阪も同じ都会なので、多分そういうふうに、最悪自殺される方もい

らっしゃるとは思うんですよ。そこにも目を向けてもらって、これはもちろん、こう

やってやっていくのもいいんですけども、声に出せないお母さんとかの支援を、ぜひ

何か取り組んでほしいんですけども。 

 例えば、妊娠されてプレママみたいな感じで、出産後とかの冊子というんですか。

産後はこうしたほうがいいですよという冊子は配られていると思うんですけど、例え

ばパパに向けて、何か冊子ってありますか。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 妊娠期とか出産後すぐのことというのは、保健師のほうがよく関わらせていただい

ているんですけども、お父さんに対する冊子の提供もすごく大事だということで、少

し前からこちらのほうでも情報を集めながら、何かできないかと、検討しているとこ

ろではあるんですけども。 

 大阪市内で、そういうプレパパだとか、お父さんの育児教室というようなものの開

催があれば、お父さんとお母さんの間でちょっと子育て感のずれがあって、お母さん

が苦しんでいるというふうなあたりでは、そういうものを淀川区内での開催ではなか

ったりもしますけども、御案内をさせていただくということもしております。 

○中道委員 

 ぜひ今後、前も言ったんですけど、どうしてもお母さん、今、ワンオペ育児って言

われていますけども、もうお父さんのほうはなかなか自覚しにくいので、できたら、
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お父さん専用の何か読んでくださいっていう、こういうものですよというのを是非作

って、必ず読んでくださいっていうふうにして。 

 まず、それが一番、産後鬱、やっぱり今は核家族なので、お父さんの助けが一番重

要だと思うので、その辺をまた考えていただいたら。お願いします。 

○保健福祉課子ども相談担当職員 

 貴重な御意見、ありがとうございます。 

 こちらのほうでもすごく今、考えているところでして、また検討して、どうにか何

か考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

○泉水議長 

 ほかに、ございませんでしょうか。 

 それでは、時間も参りましたので、次のテーマに移らせていただきます。 

 続きまして、「議題（２）淀川区将来ビジョンについて」、事務局よりお願いしま

す。 

○西政策企画課長 

 改めまして、政策企画課長の西でございます。 

 「資料７」を御覧いただけますでしょうか。「淀川区将来ビジョン２０２２－みん

なの笑顔をつなげるまち－（素案）」と表題にあるものでございます。 

 こちらのほうは、前回１２月の全体会議におきましても皆さん方に御紹介をさせて

いただいたものでございますが、そこにありますように、１１月２０日から１２月２

２日にかけましてパブリックコメントを実施させていただきました。意見の募集の方

法といたしましては、郵送、ファクス、Ｅメール、持参ということでございます。素

案の公表の方向といたしましては、インターネットによる公表と、区役所のほうにも

配布のほうをさせていただいております。 

 意見の提出の件数でございますけれども、１件ほどいただいております。  

 その１件の内容でございます。このペーパーの裏面をごらんいただきたいんですけ
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ども、いただいた意見は向かって左側のほうでございます。サブタイトルが「みんな

の笑顔をつなげるまち」となっている。ここの、ペーパーの上のほうのサブタイトル

が「－みんなの笑顔をつなげるまち－」となっておるかと思いますけども、この「み

んなの笑顔をつなげるまち」となっているのを、本当は「みんなの笑顔がつながるま

ち」のほうがいいのではないかという御指摘でございます。行政側が「笑顔をつなげ

る」のではなくて、自然と住民の皆様方の「笑顔がつながる」ような、そのようなま

ちづくりをめざすべきではないかと、そのような御意見でございました。 

 それに対する当方、区役所の考え方でございます。また右側のほうでございますけ

ども、全く御指摘のとおりであると考えておりまして、淀川区といたしましても行政

が「笑顔をつなげる」のではなくて、自然と住民の皆様方の「笑顔がつながる」よう

なまちづくりをめざしたいと考えておるところでございます。つきましては、表題の

ほうを「淀川区将来ビジョン２０２２－みんなの笑顔がつながるまち－」に変更させ

ていただきたいと現在、考えておるところでございます。 

 なお、この変更した将来ビジョンの案につきましては、現在、区政会議委員の皆様

からもさまざまな意見を受けておるところでございますが、内容の調整を今現在、行

っておるところでございます。また別途、区役所のホームページなどで淀川区将来ビ

ジョン案といたしまして公表させていただきます。 

 また、ことし３月に全体会議も開きますので、そちらのほうとあわせて皆様方から、

この将来ビジョンに対しまして御意見を頂戴いたしまして、今年度中には、この案が

とれた成案という形で策定をしてまいりたいと考えておるところでございます。何と

ぞ、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○泉水議長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何か御意見はございませんでしょうか。 
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 それでは、ないようですので、本日の議題は以上でございます。 

 それでは、進行は事務局にお返しいたします。ありがとうございました。 

○西政策企画課長 

 泉水議長、議事進行、ありがとうございました。 

 本日、時間の関係などで御意見等、発言できなかったものがあるようでございまし

たら、お手元のほうに御意見表というのをお配りしておろうかと思いますので、そち

らのほうを御記入いただきまして、今月２６日までに事務局のほうに御提出いただき

ましたら、対応のほうを考え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。 

 先ほども少し触れましたけれども、次回全体会議を３月２０日で、現在、開催する

予定としております。時間は本日と同じ午後６時３０分から、この区役所の５階の会

議室を会場として予定しております。年度末の御多用中のところ、まことに恐縮には

存じますが、何とぞよろしく御臨席を賜りますようお願いいたします。 

 それでは、このあたりで第２回淀川区区政会議教育・子育て部会を終了してまいり

ます。 

 本日は、長時間にわたりまして真摯な御議論を賜りまして、ありがとうございます。 

  

―了― 


