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「いつでも、どこでも、みんなで子育て」を合い言葉に新しい公共事業

を成功させよう！ 

 

 

２０００年にネットの活動が始まって１２年。今年度「小掠先生をしのぶ会」を開催し、多くの

方の参加をいただき参加者全員が改めて、先生が提唱した「いつでも、どこでも、みんなで子育て」

の意味を再認識しました。「子育てのつどい」「子ども元気まつり」「西成大好きふれあい運動会」 

「フリーマーケット」「西成あそぼパーク委員会」の年間の取り組みや「かえっこバザール」。どれ

もこれも開催すれば子どもたちの笑顔と出会え、元気な子どもの姿を見て安心できる素晴らしい取

り組みを開催出来ていると思います。また、開催する公園等の地元の町会や学校園のご協力により、

少しずつ確実に「みんなで子育て」が浸透していると確信をしています。ネット加盟団体、個人の

ご努力に改めて感謝したいと思います。 

しかし、１２年の活動のなかでネットの活動そのものが官主導になってはいないのか？当事者の

お母さんたちはどうしたのか？などの思いや、ネットに加盟する団体に区役所や公立保育所など公

の立場の団体が加盟いただいている事の中で、出来ること、出来ないことなどがある事も確かにな

ってきました。そんな中で今年は今後のネットの在り方についてみんなで考え、語り合い、持続可

能な時代の流れに即した、しかし、当事者性を失うことのない活動になればと思います。 

また、今年度は内閣府の「新しい公共の場づくりモデル事業」にエントリーした結果、見事に提

案が受け入れられて、大阪府下で１０の団体に選ばれました。実際には１２月から事業が開始され、

ネットの事務所開設、開所式には区長や区社会福祉協議会の乾会長のご出席をいただき、議員の方

も駆けつけていただきました。ネットの事務所が出来るのは１２年の歴史のなかで、２回目で、１

度目は国の事業終了と同時に続けることが出来なかった教訓を持っていますが、今回は事業終了後

の在り方についても継続できるように考えたいと思っています。また、実質１２月から３月末まで、

学習会やシンポジウム、カタリバ視察、おとなりの阿倍野区で子育て情報誌を編集している「まま

ちっち」との交流など、役員や事務局の皆さんにたいへん忙しい思いをさせました。ご苦労様でし

た。しかし、忙しい思いをしたことは決して無駄ではなく、区役所との関係が深まったり、学習会

で新しい事を学んだり、マスコミがネットや西成の活動や仕組みについて注目していることが分か

るなど多くの収穫がありました。今年度もこの活動が続きますが、実り多い活動に成るようにと思

っています。大阪市の行政改革の嵐の中で、子どもに関係するこれまでの施策が後退しないように、

また、私たち自身が出来ることは私たち自身がやるという中でも「新しい公共」や「市民共働」と

いった考え方や進め方がもっと垣根のない自由な発想で進められる事を期待し、真に「新しい公共」

が育つ事を願っています。 

 

（わが町にしなり子育てネット 寺本 良弘） 
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Ⅰ．2011年度年間活動記録 

 

1．わが町にしなり子育てネットの運営 
わが町にしなり子育てネットの加盟団体が連携して事業を運営するために、役員会・事務局会・

子育て支援関係機関会議などを開催しました。 

 

①総会 

【日  時】2011 年 6 月 9日(木) 午後 1時 30 分から 

【場 所】市民交流センターにしなり 

【内  容】2010 年度の事業報告と 2011 年度の事業計画 

 

②役員会 

【構成メンバー】代表・副代表・事務局長・事務局次長・事務局員 

日   時 内        容 

5 月 10 日(火)午前 10 時～ 

市民交流センターにしなり 

 

2011 年度の体制について 

 

6 月 3 日(金)午後 7時～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

 

2011 年度の方針・体制についての確認 

 

8 月 17 日(水)午後 1時 30 分～ 

つどいの広場 わいわい 

 

新しい公共支援事業について 

8 月 26 日(金)午前 10 時 30 分～

区役所 

 

新しい公共支援事業の説明会 

9 月 8 日(木)午後 3時 30 分～ 

市民交流センターにしなり 

 

新しい公共支援事業について 

10 月 4 日(木)午後 6時 30 分～ 

ビアン 

 

子育てネットの今後のあり方委員会について 

10 月 21 日(金)午後１時 30 分～

市民館 

 

新しい公共支援事業について、スタッフ面接 
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10 月 28 日(金)午後 2時～ 

区役所 

 

新しい公共支援事業について、区役所、区社協と協議 

11 月 1 日(火)午後 1時～ 

子育てネットハウス 

 

新しい公共支援事業について 

 

11 月 12 日(土)午前 10 時～ 

西成区子ども・子育てプラザ 

 

新しい公共支援事業の広報について 

 

2 月 1 日(金)午後 6時～ 

区役所 

 

新しい公共支援事業について、区役所、区社協と協議 

 

③事務局会 

【構成メンバー】役員会メンバ－・事務局 

 

日   時 内        容 

4 月 21 日(木)午前 10 時～ 

つどいの広場 わいわい 

 

2011 年度の事業計画見直しについて 

 

8 月 31 日(水) 午後 7時～ 

今池こどもの家 

 

今後のあり方委員会 

9 月 22 日(水) 午後 7時～ 

今池こどもの家 

 

今後のあり方委員会 

10 月 27 日(水) 午後 7時～ 

今池こどもの家 

 

今後のあり方委員会 

11 月 25 日(金)午前 10 時～ 

子育てネットハウス 

 

子育てネットハウスの運営方法について 

12 月 8 日(金)午後 7時～ 

子育てネットハウス 

 

今後のあり方委員会 
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12 月 19 日(月)午前 10 時～ 

子育てネットハウス 

 

新しい公共支援事業について 

3 月 16 日(金)午前 10 時～ 

阿倍野区役所 

 

広報誌の発行について、ままちっちと交流 

 

 

④子育て支援関係機関会議 

【構成メンバー】子育てネットに加盟する施設・役所・団体・個人の子育て支援関係者 

【開 催 日】毎月の第 2木曜日 午後 1時 30 分より定例で開催 

日   時 内        容 

4 月 14 日(木)午後 1時 30 分～ 

市民交流センターにしなり 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会『ハギッズ』について 

講習講座部会 

子育てｻｰｸﾙ部会 

児童虐待防止部会 

 発達応援部会 2011 年度方針について 

 第 12 回子育てのつどい報告について 

 西成子育て支援施設連絡会  

あそぼパーク事業について 

第 8回子ども元気まつり実施要綱について 

2011 年度総会について 

その他  

5 月 12 日(木) 午後 1時 30 分～

市民交流センターにしなり 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会『ハギッズ』今後の運営について 

 たんぽぽから 

 講習講座部会 内容の見直し報告 ①エアロビクス

＆手作りおもちゃ ②食育～おやつ作り～ 

③絵本の読み聞かせ 

子育てｻｰｸﾙ部会 

児童虐待防止部会 

 あそぼパーク委員会 5/28 

 発達応援部会について  

第 8 回子ども元気まつりについて 

総会について議案書原稿依頼 

 第 13 回子育ての集い 2012 年 3 月 7日（水） 
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7 月 14 日(木)午後 1時 30 分～ 

市民交流センターにしなり 

各部会活動報告・予定について 

広報部会『ハギッズ』64 号発行報告 

発達応援部会 正式登録者 15 組 常時 5,6 組の参加 

小谷先生の講座を予定している。 

講習講座部会 『親子で楽しくあそぼう会』報告 

親子フィットネス 27 組参加 

児童虐待防止 MYTREE 大阪府・市と NPO えん間で契約

済、9月第 1週よりワーク入り 

子育てｻｰｸﾙ部会 

西成大好きふれあい運動会（10/17）実行委員会報告 

あそぼパーク委員会報告 “水あそびまつり” 

8/20 西成公園 

 11/3 歴史博物館にてかえっこバザール実施 

9 月 8 日(木)午後 1時 30 分～ 

市民交流センターにしなり 

各部会活動報告・予定について 

広報部会 

講習講座部会 

子育てｻｰｸﾙ部会 

児童虐待防止部会 

 発達応援部会 

 あそパ－水あそびについて の報告 

第 10 回フリーマーケットについて 南地域で開催予定

第 1 回これからのネットのあり方についての検討委員

会報告 

新しい公共支援事業 拠点事務所探し中（プラザ近くで）

10 月 13 日(木)午後 1時 30 分～

市民交流センターにしなり 

各部会活動報告・予定について 

広報部会 『ハギッズ』65 号 9 月発行について 

講習講座部会 親子で楽しくあそぼう会 

＜簡単な手作りおやつ＞募集について 

児童虐待防止部会 “はじめませんか里親”の周知 

 発達応援部会 

子育てｻｰｸﾙ部会 

西成大好きふれあい運動会最終確認事項 

あそぼパーク委員会 

第 10 回フリーマーケットについて（11/3） 

フィールド講座（12/4） 

ぴよちゃん農園野外調理（1/15） 

３班に分かれてフィールドワークの実施 

① 人と人とのつながりを作るためには 

② 子ども達の遊ぶ権利の保障 
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③ 地域との協働をすすめるためには・・・ 

新しい公共事業 進捗状況 

11 月 10 日(木)午後 1時 30 分～

市民交流センターにしなり 

 広報部会 

『ハギッズ』第 67 号１月発行について 

講習講座部会 11/2 

『親子で楽しく手作りおやつ』報告 

子育てｻｰｸﾙ部会 

西成大好きふれあい運動会について 10/19 報告 

 児童虐待防止部会 

MY TREE 前半終了し、後半へ（規模維持） 

 発達応援部会報告 

 びーんず･くらぶ 来年度幼稚園入園等により０組 

 になる可能性あり。周知方法検討中。 

 新しい公共事業について 

 新事務所の愛称・アイデア募集、物品募集 

進捗状況  事務所開き（OPEN 式典 12/5） 

12 月 8 日(木)午後 1時 30 分～ 

市民交流センターにしなり 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会 

１月号原稿依頼、印刷差し込み作業協力依頼 

 講習講座部会 

  『親子で絵本を楽しむ会』報告 前年度の反省をふ

まえ、プラザで実施した。参加者も多く良かった。

子育てｻｰｸﾙ部会 

児童虐待防止部会 

発達応援部会 

新しい公共支援事業について 

あそぼパーク委員会について 

1 月 12 日(木)午後 1時 30 分～ 

子育てネットハウス 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会「ハギッズ」第 68 号 3 月号発行について 

 講習講座部会 

子育てｻｰｸﾙ部会 

児童虐待防止部会 

発達応援部会 

新しい公共支援事業について 

第 1回企画委員会での確認内容 

人材バンクス－パ－バイザ-のイメ－ジ 

リ－フレットのイメ－ジ 

シンポジウムの開催 
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人材育成カリキュラム作りへむけた勉強会の開催 

  個人登録システム企画委員会第 2回 1/18 

あそぼパーク委員会について 

第 13回わが町にしなり子育てネット子育ての集いについて

2月 9日(木)午後 1時 30 分～ 

子育てネットハウス 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会 「ハギッズ」3月号発行に向けて 

 講習講座部会 

子育てｻｰｸﾙ部会 

児童虐待防止部会 

 発達応援部会 びーんず･くらぶ 父親対象の場も 

 開いていく事を検討 

ポリオワクチンについて 

 来年度より始まる不活性ワクチンについて 

 保護者への正しい情報を丁寧に伝える 

赤ちゃんの駅 

 安心して使いやすい場所の開拓、西成中に広げてゆく

 ことの提案 

あそぼパーク委員会 

 地域に定着しつつある。5月元気まつり、8月水あ 

 そび、11 月フリマ 

情報発信について 

 今後情報発信についての勉強会開き積極的に進める 

3 月 8 日(木)午後 1時 30 分～ 

子育てネットハウス 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会 「ハギッズ」3月号発行報告 

 5 月号発行分より 区子育て支援室発行になる 

次回編集会議 4/11 

 講習講座部会 

子育てｻｰｸﾙ部会 

児童虐待防止部会 

発達応援部会 

 パパクラブ３ヶ月に１回程度していきたい 

第３土曜日 13:30～ 

第 13 回子育ての集いの報告 

 ポスタ－啓示、周知等もっと早い時期から 

 子ども元気まつり 5/13（日） 

 トイレと地域の問題 

 

（西成区子ども・子育てプラザ 寺道 洋子） 
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2．新しい公共の場づくりのためのモデル事業 
 

「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」企画提案書 

 

 新しい公共の場づくりのためのモデル事業について、次のとおり関係書類を添付して応募します。 

 

１．応募者情報（該当する□にチェック、以下同様） 

（本事業の主担当者となる NPO 等について記載） 

団体の種類 □特定非営利活動法人 □公益法人 □一般社団・財団法人 

□特例民法法人 □社会福祉法人 □学校法人 □地縁組織 

□協同組合 ☑任意団体・ボランティア団体（法人格なし） 

□その他（              ） 

団体・組織名 わが町にしなり子育てネット 

主たる事務所の所在地 大阪市西成区梅南 1-2-6  

本件の担当者氏名 寺本 良弘 

電話番号 06-6563-1158 

メールアドレス teramoto@n-net.gr.jp 

ホームページ http://Haginet.2.pro.tok2.com/ 

団体設立年月日 西暦 2000 年 5 月 24 日 

法人設立登記年月日 西暦    年  月  日 

活動目的 「いつでも どこでも みんなで子育て」をスローガンに子育てや子育ちの

主体は親や子どもであるということを常に意識しながら。運動の広がりと専

門性のある支援の輪を広げること 

主たる活動範囲 ☑市区町村内（  大阪市西成区  ） □都道府県内 

□複数都道府県内（        ） □全国 □海外   

会員数（社員総数） 加盟 73 団体 ※別紙参照 

事務局体制 有給常勤（ ）名  有給非常勤（ ）名 

☑無給常勤及び無給非常勤（5）名 

収入総額 直近の事業年度（   2,464,492）万円 

（西暦 2010 年 4 月～ 2011 年 3 月） 
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事業概要書 

１．事業概要 

事 業 名 「児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり”、“つながりづくり”」事業 

目的・趣旨 ・西成区は子育て困難家庭が集中している地域である。（生活保護、非課税世帯、

シングル、その他世帯、障害者など） 

・困難を抱えている家庭、人ほど社会とのつながりが弱く、必要な情報が届かな

い。 

・課題や問題が幾重にも重なり、行政だけでは解決できない課題が噴出している。

・こうした保護者の責任や努力ではどうにもならない、しかし、行政の制度やサ

ービスが不十分なところに今日の子育て支援の課題が集中している。 

・わが町にしなり子育てネット（以下、子育てネットと略す）の 11 年間の活動

の成果を土台に、このすき間を埋めるための「ひとづくり」と「つながりづく

り」に取り組みたい。 

・どんなに困難な状況にあっても決して人が人を見捨てることのない、そんな人

がたくさんいる、そしてたすけあい、おせっかいのあるまちづくりをめざした

い。 

 

具体的な事業内容 

 

 

 特  徴 

 

 

 

 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体にどのような事業を実施するのかについて記載してください。 

 

（１）児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり”（パーソナルサポート）事業

（2011年度̶2012年度計画・実施） 

 

児童虐待の防止と子育て支援のために決定的に重要なことは施設やサービス

だけではない。孤立したり排除され困っている人を決して見捨てないという関係

であり人である。子育てネットでは西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会（西

成区要保護児童対策地域協議会）に結成当初から参加するとともに、大阪で唯一、

中学校区単位で気になる子どもや保護者の情報を持ち寄って支援の必要性や方

法、役割分担を話し合うケア会議の設置を提案し、そのコーディネート役を担っ

てきた。ケア会議には保育所や学校、児童相談所（こども相談センター）などか

ら様々な困難を抱えた子どもや保護者の問題が持ち込まれる。しかし、既存の制

度やサービスだけでは解決できない問題が多々出てきている。 

 こうした問題に制度やサービスの枠を超えて取り組んでいくための人材（パー

ソナルサポート）が求められている。 

（２）で取り組む子育てネットへの個人登録を通じて寄せられた相談やニーズに

ついても、まず行政サービスに誘導することを基本とするが、既存の制度やサー

ビスだけでは解決できない問題がでてくることが想定される。こうした課題解決

のための人材が必要である。 

 子育てネットでは、NPO 法人子育て運動えんと連携し、厚生労働省、大阪府、

大阪市からの委託を受け児童虐待をしている親の回復支援プログラムを提供し
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てきた。また、旧芦原病院（現浪速生野病院）と連携し、小・中学校・夜間高校

へのいのちの教育（性教育）の出前授業に取り組んできた。さらに、西成障害者

会館と連携し、発達の気になる（障害のある子も含む）親子のための問題解決機

能をもったサロンづくりにも取り組んできている。これらの取り組みを通じて子

育てや教育の現場で働く関係者とのネットワークや支援に取り組んできている。

 こうした実績を活かして児童虐待防止・子育て支援をすすめていくために求め

られている「人材育成講座」を子育てネットに参画する機関や団体はもとより広

く大阪府全域を対象に呼びかけて実施する。 

 育成した人材を登録する「児童虐待防止・子育て支援人材バンク（仮称）」を

発足し、養成した人材が継続して活動できる仕組みを整える。   

また、これまで子育てネットに関わってきた学識経験者、行政・保育所・幼稚

園・子育て支援機関の OB や養成講座の講師を「児童虐待防止・子育て支援スー

パーバイザー（仮称）」として登録する仕組みを整える。 

子育てネットの現在の事務所は「連絡先」であり、専従スタッフも配置できて

いない。こうした事業をすすめていくための事務所を借りる。 

この事務所は「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」実施のための事務

所としてスタートするが、事業終了後は、西成区内で人権問題に取り組む企業の

ネットワークである「大阪市企業人権協議会西成支部（代表：株イズミヤ）に協

力を呼びかけ、企業の社会貢献、地域貢献としての「子育て応援団（スポンサー）

制度」の確立を追求することや子育てネットのフリーマーケットに出店してくれ

る保護者の共同出資による「フリマー常設店舗」（銭湯の脱衣箱のようなスペー

スを有料でレンタルする）などを企画し、継続的に維持できるようにしていく。

  

 

<2011 年度> 

◆児童虐待防止と子育て支援の人づくりを考えるシンポジュウムの開催 

◆児童虐待防止・子育て支援人材育成講座カリキュラム作成 

◆児童虐待防止・子育て人材バンク（仮称）企画 

◆児童虐待防止・子育て支援スーパーバイザー（仮称）登録制度の企画 

◆児童虐待防止・子育て人材バンク（仮称）ステーション開設準備 

＜2012 年度＞ 

◆児童虐待防止・子育て支援育成講座の開催（年 10 回程度） 

◆児童虐待防止・子育て支援人材バンク（仮称）発足（発会式） 

◆児童虐待防止・子育て支援スーパーバイザー（仮称）登録制度スタート 

◆児童虐待防止・子育て人材バンク（仮称）ステーション開設 

 

（２）人とひとの豊かな“つながりづくり”事業（2011年度－2012

年度） 
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 孤立し、排除される子どもや保護者が増加している。子育てネットでは孤立し、

排除される子どもや保護者をなくし、人と人が豊かにつながり支えあえる「子育

ての集い」（12 年目）、「子ども元気まつり」（7 年目）、「フリーマーケット」（9

年目）、「にしなりあそぼパーク」（2年目）などの様々な事業を実施してきた。 

これらの取り組みの呼びかけは、わが町にしなり子育てネットの機関紙ハギッ

ズ（12 年目、年 6回Ａ４版 4ページ＠３０００部発行）や子育てネットのホーム

ページ、区政だよりなどを通じて情報発信している。 

 こうした取り組みを土台に子育てネットへの「個人登録制度」を導入し、登録

した家庭の携帯電話（保有率 9割を超える）へ直接子育てネットの取り組みや子

育て関係機関の情報を発信できるようにするとともに、会員の相談やニーズの発

見に役立てる。 

 とりわけ発見された会員の相談やニーズについては、まずは子育てネットのネ

ットワークを通じて適切な対応のできる窓口（行政サービス）に誘導する。しか

し、既存の行政サービスで対応できない課題については（１）で取り組む「児童

虐待防止・子育て支援人材バンク（仮称）」や「児童虐待防止・子育て支援スー

パーバイザー（仮称）」への誘導や支援につなげていく。 

 個人登録にあたっては母子手帳の申請の際に、窓口で子育てネットのリーフレ

ットを配布するなどの工夫と仕掛けづくりを西成区役所や西成区社会福祉協議、

子育て・教育関係機関とで検討する。 

運営、コーディネート機能は児童虐待防止・子育て人材バンク（仮称）ステー

ションに置き、保護者等が身近に相談できる窓口機能、支援者間の情報提供、支

援者からの相談やスキルアップのための学習会等の企画・実施をすすめる。 

  

 

＜2011 年度＞ 

◆企画委員会の立ち上げ 

◆わが町にしなり子育てネット個人登録システム計画書の策定 

◆スポンサー登録制度システム計画書の策定 

＜2012 年度＞ 

◆個人登録システムの開発 

◆個人情報保護指針・マニュアルの作成 

◆わが町にしなり子育てネットのリーフレット作成 

◆事業チラシ・ポスターの作成 

◆ボランティア養成講座の実施 

◆メールニュース発行 

◆スポンサー登録制度システムの開発 
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支援による具体的な

成果内容 

 

（１）の取り組みによって、第 1に西成区における児童虐待防止・子育て支援に

取り組む核となる人材を育成することができる。第 2に児童虐待防止・子育て支

援の校区単位でのケア会議への支援体制を充実させることができる。 

（２）の取り組みによって、第 1に子育て中の保護者と双方向の関係づくりのき

っかけができる。第 2にこのきっかけを通じて子育て中の保護者の悩みや相談を

発見し、子育てネットに加盟する専門機へ誘導することができる。 

 以上の取り組みを通じて、行政では十分に対応できない児童虐待防止・子育て

支援の取り組みに官民協働の新しい公共の場を創造することができる。 

 西成のひとづくり、つながりづくりの取り組みの成功は、他地域へも広がり、

児童虐待防止・子育て支援に取り組む人間を中心とした新しい公共の場を創造す

ることにつながる。 

 

事 業 費 

 

 

3,038,100 円 

実施期間  平成 23 年 11 月 1 日（火）～平成 24 年 3 月 31 日（土） 

実施地域 ☑府内全域 ・ その他（               ） 

 

 

新しい公共支援事業の成果等報告 

（新しい公共の場づくりのためのモデル事業分） 

 

１．成果等報告  

モデル事業名 「児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり”“つながりづくり”」事業

分類 ☑一般枠  □ＮＰＯ支援重点化枠  □震災対応案件 

事業実施主体

名 
わが町にしなり子育てネット 

実施期間 交付決定日～2012 年 3 月 31 日 

支援額 

（注釈参照） 

金 ２,７４３,６５１円  

直接人件費 1,187,360 円 諸謝金 19４,000 円 旅費等 14７,360 円 

消耗品費 70,981円 印刷製本費 220,212円 通信運搬費 68,285円 

会場借料 411,500 円 募集広告費 0 円 計画策定費委託費 300,000 円

事務機器リース費 144、000 円 預金利息-47 円 

マルチステー

クホルダー

（会議体）の

取組状況 

区役所、区社会福祉協議会、の協力のもと、主任児童委員さん等との交流

や地域協力員への協力依頼、学習会への参加要請など、ネット７２団体以

外にも事業参加呼びかけが出来ました。また、本事業をもって事務局を開

設出来たことで活動がうまく進んでいます。 

事業概要 子育てに困難を抱えている家庭に対し、具体的支援のための「人づくり」
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「つながり作り」を目的に行政サービスやネットの情報を速やかに伝える

ための「携帯メールや E メールアドレス」の登録会員の拡大を図ると同時

に具体的支援のためのコーディネーターやスーパーバイザー、また、保育

所送迎ボランティアなどの人材登録活動を展開するための事業を行いま

す。 

事業内内容 （2011 年度－2012 年度計画・実施） 

子育てに困難を抱えている家庭に対し、具体的支援のための「人づくり」

「つながり作り」を目的に行政サービスやネットの情報を速やかに伝える

ための「携帯メールや E メールアドレス」の登録会員の募集についての検

討。 

スーパーバイザーや支援人材バンク設立のための学習会等を開催しまし

た。 

 

（１）児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり”（パーソナルサポー

ト）事業 

◆児童虐待防止・子育て支援の人づくりを考えるシンポジウム行うととも

に学習会を 

3 回開催 

第１回学習会 

23 年 12 月 9 日 「子どもと虐待」 

 講師：松浦 洋栄 

 内容：西成区要保護児童地域対策協議会でのケーススタディー 

 参加者：１２人   場所：ネット事務所 

第２回学習会 

 24 年２月１６日 「情報発信におけるスキルアップ ソーシャルメディ

アについて①」 

 講師：湯川二三四、松村若子 

 内容：ツイッター、フェースブック等の活用について 

 参加者： １０人  場所：ネット事務所 

シンポジウム 

24 年 2 月 25 日 シンポジウム 「虐待ゼロのまちづくり」 

1部 講師：徳廣潤一、中村みどり ＣＶＶメンバー 

2部 シンポジスト 寺本、荘保、尾崎、  コ－ディネーター 谷川 

参加者：100 人  場所：西成区役所 

第３回学習会 

 24 年３月２日 「情報発信におけるスキルアップ ソーシャルメディア

について②」 

 講師：湯川二三四、松村若子 

 内容：ツイッター、フェースブック等の活用について 
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 参加者： １０人  場所：ネット事務所 

 

第 1 回学習会（勉強会） 

 24 年 1 月 18 日  「熊取町の子育て支援の取り組み」ホームスタート 

 講 師：ＮＰＯ法人くまとり子育ちＷＡ・輪・和 代表 坂本百合さん 

 内 容：熊取町で行うホームースタート事業について 

 参加者：20 人  場所：大阪市福祉研修・情報センター 

第 2回学習会（交流会） 

 24 年 2 月 1日 西成区主任児童委員さんとの意見交換会 

 内 容：今回の新しい公共事業の説明とグループに分かれての意見交換会

 参加者：30 人  場所：西成区役所 

第 3回学習会（勉強会） 

 24 年 2 月 7日  「依存症とは・・・」 

 講 師：大阪ＤＡＲC 倉田めば 

 内 容：依存症とは何なのかについて学習 

 参加者：60 人 場所：大阪市福祉研修・情報センター 

第４回学習会（勉強会） 

 24 年 3 月 9日 「依存症とは・・・」2回目 

 講 師：大阪ＤＡＲC 倉田めば 

 内 容：依存症についての 2回目 

 参加者：70 人  場所：大阪市福祉研修・情報センター 

第５回学習会（交流会） 

 24 年３月 15 日 「あべの子育て情報誌『ままちっち』情報交換会」 

 講師：林静香 

 内容：子育て情報誌ままちっちの編集について 

 参加者：８人   場所：阿倍野区役所 

第６回 学習会 （交流会） 

 24 年３月 18 日 「ＮＰＯ法人カタリバ視察」（東京都） 

 講師： 松本雄基 

 内容：カタリバのミッションと実際に学生さんとの会話に参加 

 参加者：４人   場所：東京都杉並区高円寺３－６６－３ カタリバ

事務所 

第７回学習会（勉強会） 

 24 年 3 月 21 日 「アルコール・薬物依存をもつ人がパパ・ママになるとき」

         ～そばにいる私たちにできること～ 

 講 師：山野 尚美 

 内 容：アルコール・薬物依存をもつ人の子育てと援助 

 参加者：６０名  場所：大阪市社会福祉研修・情報センター 
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◆児童虐待防止・子育て支援人材育成講座カリキュラム作成及び子育て支

援スーパーバイザー登録制度ならびに人材バンク（仮称）の企画、人材育

成のための学習カリキュラム策定、コーディネートを、ネットに加盟する

西成区にある NPO 法人 えん（マイツリーペアレンツ事業を行っている）

に委託した。 

 

・「人材バンク・スーパーバイザーバンク企画委員会」の開催（４回） 

第１回人材バンク企画委員会 

  23 年 12 月５日（月） 13：30～  

場所：わが町にしなり子育てネット事務所 

第２回人材バンク企画委員会 

  24 年１月 11 日（水） 10：00～  

場所：わが町にしなり子育てネット事務所 

第３回人材バンク企画委員会 

  24 年２月 10 日（金） 13：00～  

場所：わが町にしなり子育てネット事務所 

第４回人材バンク企画委員会 

  24 年３月２日（金）   13：00～  

場所：わが町にしなり子育てネット事務所 

 

◆児童虐待防止・子育て支援人材バンク（仮称）ステーション開設準備 

 

（２）人とひとの豊かな“つながりづくり”事業 

◆わが町にしなり子育てネット個人登録システム計画書策定 

◆スポンサー登録制度システム計画書策定 

◆事業を進めるための企画委員会のたち上げ 

・「個人登録システム企画委員会」の開催（４回） 

第１回  23 年 12 月７日開催 

第２回  24 年１月 18 日開催 

第３回  24 年２月 15 日開催 

第４回  24 年３月 14 日開催 

 

先進地研修 

第 1回 先進地研修 

12 月 10 日 ボランティアによる訪問型子育て支援の実際について 

 場所：大阪府社会福祉会館 （大阪府社会福祉協議会） 参加者：2名 

 成果：これで熊取の学習会につながりました。 

第 2回先進地研修 

 2 月 29 日 愛着の絆を結ぶお手伝い～子どもの虐待が起こらないために～
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 場所：新大阪 大阪市青少年センター  参加者 3名 

 成果：アメリカで行われている「ヘルシースタート」事業の学習で、ホ

ームスタートプログラムの対象者より重たい状況を抱えた対象者の

支援プログラムで今後のネットの活動に活かすために参加。 

第 3回先進地研修 

 上記に記入 

 

得られた成果

及び自己評価 

（事業成果）今回の事業を進めた結果、ホームスタートを進めるＮＰＯや

ダルクのように薬物依存の人の支援を行っている団体や多くの人の力を西

成に集めるきっかけができました。また、新しい公共という考え方を主任

児童委員や地域協力員の方に知らせる事が出来たことは大きな成果で、共

に協力し合いながら問題解決に当たるための入り口を作る事が出来まし

た。 

（目標達成度）２４年度の事業を進める上で準備としては９０点の出来で

はないかと考えます。 

（反省点、改善可能な点）非常にタイトな時間の中で急いで事業を進めた

事で多くの人にしんどい思いをさせることになりました。計画と実行の段

階でもう少し余裕をもって進めたいと思います。 

※アウトカム（支援の効果、今後の展望等）とともに、自己評価を記載してください。

評価ランク □Ｓ：特に優れた成果が得られた ☑Ａ：優れた成果が得ら

れた □Ｂ：一定の成果が得られた □Ｃ：限定的であるが

成果が得られた □Ｄ：成果が得られなかった 

 
 

～メ モ～ 
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3．各部会報告 
①講習講座部会 

   ２０１１年度、子育て講座｢親子で楽しく遊ぼう会｣を年 3回企画・実施しました。 

   運営、講師は公立保育所・私立保育園・公立幼稚園・保健福祉センター・図書館それぞれが

担当しました。 

 

〔第 1回〕  「親子で楽しくあそぼう会」 

     （親子フィットネス） 

日 時  6 月 22 日（水）１０：３０～１１：３０ 

場 所  西成区子ども・子育てプラザ 

参加数  27 組 

感 想  親子で楽しく参加できた 

     子どもが喜んでやれてよかった 

【担当：私立保育園、公立保育所、公立幼稚園】 

 

〔第 2回〕  「親子で作ろう」（ミニパンケーキ・フルーツ寒） 

       （手作りおやつ） 

日 時  １１月２日（水）１０：３０～１１：３０ 

場 所  保健福祉センター（区役所２階） 

参加数  １７組 

感 想  子どもを見ていてもらって作れてよかった 

     おいしく喜んで食べていた 

      また参加したい・寒天を始めて食べた 

【担当：保健福祉センターから保健師・栄養士】 

 

〔第３回〕  「親子で一緒に！絵本の読みっこしよう」 

 日 時  １１月２２日（火）１０：３０～１１：３０ 

場 所   西成区子ども・子育てプラザ 

参加数   ８組 

感 想   慣れた場所で参加しやすい 

                             【担当：西成図書館】 

 

                        （松通保育所  江川 睦美） 

 

＊講習講座部会の「親子で一緒に・・・」は、今では各子育て支援施設等で独自に開催されるよう

になり、当初の目的は達成できたように思われます。来年度は、この３つのイベントを「子育ての

集い」に集約して実施したいと考えています。 

（事務局） 
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② 広報部会 

・ハギッズ 

「いつでも どこでも みんなで子育て」という、子育てネットの主旨に基づき、 

乳幼児親子の意見や要望などを聞きながら、各子育て支援施設が企画した講習・講座などを中

心に掲載したミニコミ誌「ハギッズ」を隔月で年６回発行しました。 

 子どもさんとのエピソ－ドを４コマ漫画で伝える「キャサリンがゆく」には、毎回ハギッズを

ご覧のお母さん達から数々のエピソードをいただきました。 

また、第６６号より子育て支援施設カレンダ－に こどもの里、山王こどもセンタ－の枠を増設し、

より多くの子育て支援施設を知ってもらうことができるようになりました。２月には、阿倍野区

の子育て情報誌“ままちっち”の代表と阿倍野区社協担当者との交流会を開き、今後のハギッズ

の内容や、方向性についていろいろと考える機会を得ることができました。 

 

 

【ハギッズの発行】 

 

  部数：１９，８００部（3,100 部／回）＋ イベント用配布３００部×４回 

  発行回数：５・７・９・１１・１・３月（計 6回） 

  体裁：Ａ４サイズ（Ａ３二つ折）４ページ 、Ａ４サイズ１ページ（支援カレンダー用） 

  発行過程：原稿募集⇒記事作成⇒編集委員会⇒版下作成⇒校正⇒印刷⇒発送⇒発行 

  発行状況：  ４／６   第６４回 編集委員会 

         ５／１   ハギッズ第６３号発行 

         ６／８   第６５回 編集委員会 

         ７／１   ハギッズ第６４号発行 

         ８／１０  第６６回 編集委員会 

         ９／１   ハギッズ第６５号発行 

        １０／１２  第６７回 編集委員会 

        １１／１   ハギッズ第６６号発行 

        １２／１４  第６８回 編集委員会 

         １／１   ハギッズ第６７号発行 

         ２／８   第６９回 編集委員会 

         ３／１   ハギッズ第６８号発行 

 

＊平成２４年度（５月第６９号）より西成区役所子育て支援室が、にしなり子育て情報紙として 

引き続き発行し、わが町にしなり子育てネットは編集協力をいたします。 

（ハギッズ編集委員） 
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・ホームページ編集委員会 

1 事業の目標 

   ホームページを通して子育て情報や身近な情報を公開することにより、子育て中の余り外に出

て行けないお母さんたちに、必要な情報をいつでも届けることができます。子育てに悩んだり、

迷ったり、笑ったり、いろいろな方とつながりを持ち、親子ともに成長し、楽しい子育てができ

るよう願いながらホームページの管理・運営をしてきました。閲覧数は、7 万 9 千を超え、毎月

の閲覧数はおよそ 300 です。 

2 実施日程・内容・参加者・その他 

 《編集委員会の開催》 

   5 月 18 日（子ども･子育てプラザ） 参加者：出水・湯川・塚林・岡田 

   7 月 6 日（子ども･子育てプラザ） 参加者：出水・湯川 

 

《ホームページの活動内容について》 

・10 月 ホームページをリニューアルしました。 

・プルダウンメニューを導入し、活動報告やそれぞれの子育て支援施設の情報ページが、すぐに表 

示できるようになりました。 

・ネットハウスの開設を機に、「子育てネットハウスからのお知らせ」欄を追加し、会議や勉強会の 

情報を新着表示できるようにしました。詳細情報はブログ記事にリンクさせ、ブログ記事はﾂｲｯ 

ﾀｰにリンクする・・と言うように情報発信のツールをたくさん利用するようにしました。 

・西成区ブログ通り 1丁目の参加者を増やすために、西成区に関するブログを検索し、招待状を送 

りました。相手方から、申込みをしてくださるブログも出てきています。3月末で参加ブログは

36 になりました。 

・株式会社まぐまぐの無料メールマガジン配信機能を

利用し、子育てネット加盟団体が主催するイベントや、

西成区で開催される親子で楽しめるイベント情報・子

育てに役立つちょっとした情報を金曜日に配信して

います。3月末で、登録者数は 46 人。 

・子育てマップをグーグルマップを利用して西成区内

の子育て支援施設・保育所・学校・公園などを、表示

できるようにしました。ホームページを開設している

施設については、地図上の吹き出しにリンクを貼りま

した。 

・西成区地域福祉アクションプラン推進委員会とわが

町にしなり子育てネットが取り組んでいた「赤ちゃん

の駅」ページを新たに追加し、登録施設の募集や設置 

   場所の確認ができるようにしました。 

 

 (子育てネットホームページ編集ボランティアグループ たんぽぽ) 
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③子育てサークル部会 

・サロン０．１．２ 

  実施日時   毎週第３火曜日 午前１０時４５分～１１時３０分 

  場所     玉出西公園 

  参加者    おとな ５０人   こども ５２人 

 

   4／19 5／17 6／21 7／19 9／20 10／18 11／15 12／20 2／21 3／13

おとな ５ １２ ５ 雨天 

中止 

雨天 

中止 

８ ９ ３ ４ ４ 

こども ６ １２ ５ ８ １０ ３ ４ ４ 

 

  ・玉出西公園の取り組みは８年目となる。 

  ・屋外のため天候に左右され、２３年度は雨天中止２回（７月、９月） 

  ・年間での参加人数は昨年よりも少し増えた。 

  ・サロンや子育て支援施設の情報を見て、時間に合わせて来る親子もいた。 

  ・主に親子でのあそび、情報提供、育児相談などの活動を行った。 

  

 

・第６回西成大好きふれあい運動会 

開催日：2011 年 10 月 19 日（水）10：00～11：30 

 

場所：梅南多目的スポーツ広場 

 

主旨：わが町にしなり子育てネットに参加している子育てサークルと子育て支援施設利用者 

の親睦と交流を深めると共に、高齢者とのふれあいを楽しむ。 

 

後援：西成区社会福祉協議会 

 

協力：西成区民生委員協議会、西成区役所区民企画担当地域安全パトロール 

 

実行委員会：４回（反省会を含む） 

 

実行委員会メンバー（スタッフ） 

     松通子育て支援センター  西成子育て支援センター  

つどいの広場 せいか  西成区子ども・子育てプラザ   

つどいの広場・わいわい  今池こどもの家わんぱくクラブ 

西成区社会福祉協議会  

区内の子育てサロン（梅南、橘、天下茶屋、今宮、弘治） 
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参加呼びかけ 

〈親子〉松通子育て支援センター  西成子育て支援センター 

      つどいの広場 せいか  西成区子ども・子育てプラザ 

      つどいの広場・わいわい  今池こどもの家わんぱくクラブ 

      区内の子育てサロン 

 

〈高齢者〉梅南親友クラブ  橘明生倶楽部  グループホーム松通り 

       グループホームのどか津守 

 

参加人数：保護者          １０２名 

       子ども          １１４名 

       高齢者           ４７名 

       施設スタッフ        １５名 

       松通保育所児        ５４名 

       保育士           １０名 

       スタッフ・ボランティア   ５０名 

      

       合計           ３９２名 

 

 

西成大好きふれあい運動会会議等日程 

 

日程 内容 場所 

6 月 22 日（水） 第 1回実行委員会 松通子育て支援センター 

9 月 1 日（木） 第 2回実行委員会 松通子育て支援センター 

10 月 5 日（水） 第 3回実行委員会 松通子育て支援センター 

10 月 7 日（金） 申込締め切り 各施設 

10 月 18 日（火） 前日準備 梅南多目的グラウンド 

10 月 19 日（水） 西成大好きふれあい運動会 梅南多目的グラウンド 

11 月 4 日（金） 反省会 松通子育て支援センター 

 

内容 

 種目（内容） 担当 参加者 

 
開会式・ 

アヒルのダンス 
今池こどもの家 全員 

１ じゃんけん列車 
つどいの広場 せいか 

つどいのひろば・わいわい 
全員 
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２ 釣りしましょ！ 
地域子育てサロン 

西成区子ども・子育てプラザ 

乳幼児親子 

高齢者（希望者） 

３ 赤鬼と青鬼のタンゴ 松通保育所 松通保育所幼児 

４ ふわふわかくれんぼ 松通子育て支援センター 全員 

５ 実りの秋 西成子育て支援センター 
乳幼児親子 

高齢者 

 閉会式 今池こどもの家 全員 

 

 

（松通子育て支援センター 山内 洋子） 

 
④児童虐待防止部会 

・２０１１年度 ＭＹ ＴＲＥＥペアレンツ・プログラム 

（大阪市・大阪府）事業報告「わが町にしなり子育てネット」総会議案書に向けた抜粋 

運営実施 特定非営利活動法人 子育て運動えん（代表 寺本 良弘） 

MY TREE 運営担当   伊藤悠子 松浦洋栄 関口淑枝  

スーパーバイザー   森田ゆり（エンパワメント・センター） 

201１年度事業のまとめ  Summary of activities in the year  2011 

 

１．委託事業名 「MY TREE ペアレンツ・プログラムを活用した児童虐待からの家族回復支援事業」 

     

２．当事業の目的 

本事業は、児童虐待を行った保護者に対して適切な治療・支援・指導を行うことにより、保護者

が虐待という子どもへのかかわりを修正し、子どもの健全な発達をうながし、家族機能を回復させ

ることを目的とする。虐待を行った保護者が MY TREE ペアレンツ・プログラムに参加することを通

じて「セルフケア」と「問題解決」を習得し、自分自身と子どもをより深く知り、受け入れる過程

をすすみながら、子どもへの関わりを適切なものに改善していくことを目的とする。 

３.当事業の背景と今日的課題   

・児童相談所の介入機能強化による民間プログラム活用の意義とその効果 

これまで、児童相談所が子ども虐待において果たしてきた役割は、子どもに表れる家庭環境の諸

課題を包括した専門的なケースワークによる相談支援であった。 

ところが、虐待通告の増加と、インパクトのある死亡事例が報道されるにつれ、児童相談所に対

して虐待事象への介入、24 時間対応義務への社会的要請が強まり、児童相談所が警察とともに第一
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線の介入機関として位置づけられた。それは、児童相談所が相談ニーズの顕在化していない保護者

に対しても強制措置の執行者となり、時に激しく相手と対立し、権力をもって対処する役割を担う

ことである。  そこでは、従来からの相談支援機能、虐待の渦中にある親の回復支援、ケアの担

い手としての役割は、システムの外に置かれる。自治体によっては、児童相談所内部で親子支援に

特化した重点的な人員配置を行い、介入機能とまったく分けて機能させているところもある。しか

し、人的資源の確保と専門的スキルの継承、教育システムには長い時間を要する。そのため、費用

対効果の上で、相談支援機能の中でもより専門性の高いプログラムの導入には、民間 NPO 等とタイ

アップし、連携しながら家族再統合を実践している自治体もある。それは、地域社会や家族の形態

の変化や、ニーズの多様化に対応するための新しい支援の形として近年拡がってきている。 

大阪市ならびに大阪府は、官民協働メリットを生かし、事業化した先駆的な自治体として深刻な

虐待対応の親支援を行ってきた。当事業においては 2006 年から委託を始め、虐待を終止し継続フォ

ローも不要となった回復ケースも輩出している。子どもの虐待を現象面から見ると、諸問題が複雑

にからみあい、糸口の発見すら困難にみえる。そこで「MY TREE ペアレンツ・プログラム」の最大

の特徴、虐待している親自身の問題の中心に焦点を当て、虐待行動の減少ではなく、虐待の終止、

根源にせまることがクローズアップされてくる。このプロセスこそが、虐待問題の実態を明らかに

し、真の解決を導くものであり、同協働事業が 2011 年度も大きな成果を得たことをここに報告する。 

 

４．MY TREE ペアレンツ・プログラムとは 

（１）児童虐待防止法とプログラム開発の歴史 

「MY TREE ペアレンツ・プログラム」は議員立法である児童虐待防止法制定の際、国会参考人や議

員レクチャーを担当した森田ゆりによって開発された。制定当時から虐待発見後の家族再統合は論

議にのぼっており、森田は司法による親へのケア受講義務づけの重要性を主張したが、当時の事情

として、家族再統合の要となる虐待をした親に焦点を当てたプログラムの圧倒的な不足があった。

そこで、米国や日本でプログラム開発や指導にあたっていた森田が開発に取り組み、試験的実施を

経て 2003 年から養成された実践者による「MY TREE ペアレンツ・プログラム」実施が始まった。 

（２）MY TREE ペアレンツ・プログラムの概要 

「MY TREE ペアレンツ・プログラム」（以後 MY TREE）は、虐待渦中にある親たち約 10 名と３名

のファシリテーターからなるクローズドなグループミーティング。目的と対象を明確に限定し、お

よそ半年間かけて継続的段階的に回復プロセスの促進を図る、構造化された心理教育プログラムで

ある。 

【目的】参加者が、セルフケアと問題解決力を得ることにより、子どもへの虐待を終止すること。 

【対象者】子育て不安、孤立、生きること全般への自信の無さ、伴侶との関係の悪さ、PTSD 症状、

未解決の傷つき体験などを背景に、子どもを虐待している親。子育て不安に駆られているが、体罰、

虐待の状況にない親は対象としない。同一グループに性別を混在させない。 

 

５．事業の概要 

【対象者】    深刻な虐待をしている親。在宅・分離は問わない。 

大阪市、大阪府各児童相談所の相談ケースの紹介を受け、事前面接を経て決定す

る。 
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【実施期間】   平成 22 年 4 月 1日～平成 22 年 3 月 31 日（大阪府） 

平成 22 年 7 月 1日～平成 22 年 3 月 31 日（大阪市） 

【実施場所】   プログラム：大阪市社会福祉研修情報センター 

        保育：ＮＰＯ法人子育て運動えん 子育て支援員／大阪市立西成子育て支援セン

ター 

【開催日時および各回の内容・数／参加者保育児童数】    （実施状況の表参照） 

【実施回数】   毎週火・木曜日、連続 15 回の会合の後、3ヵ月後のリユニオンで解散     

          ＊個別に中間面接、終了時面接各 1回あり。計 17 回。（事前面接を含まない回数） 

        プログラム開催期間中、随時の緊急電話対応、電話相談体制あり。 

【ファシリテーター】 伊藤悠子、松浦洋栄、関口淑枝         

【報告・連絡体制】 個人情報の管理、守秘には万全の配慮を行い、実務者間の連絡は随時取り合った。

プログラム進行中に緊急性のある事態が発生した場合は、MY TREE スーパーバイザ

ー・開発者に相談すると同時に、すみやかに委託元コーディネーター（または担

当ケースワーカー）に情報を伝え相談。中間報告会でもケース検討を行った。 

【参加者の安全管理】グループのプログラムでは、安全の場であることが参加者間で共有されることが

基本条件となる。匿名クローズなグループを作り、厳密な守秘をはじめとする約

束事を毎回確認していく。参加者間の連絡は取り合わず、グループの解散までは

個人づきあいもしない。基本的に解散後も個人の交友関係はすすめない。例年、

親のみ参加も含め、往復の交通路での事故と、保育中の事故に対して保証される

保険に加入している。スタッフによる送迎を要する参加者親子もおり、安全を期

した。保育は大阪市こども青少年局との同時開催、相互協力体制がとれ、無事故

実績で終了した。 

【スーパービジョン】 3 名のファシリテーターはグループごと、すべての語りの逐語記録と毎回の振り返

り作業をもとに質的管理を行った。MY TREE スーパーバイザーからの 2回の個別相

談とスーパービジョン、3回の実践者会議でのグループスーパービジョン、回数制

限なしのメールと電話、スカイプでのスーパービジョンを受けた。 

保育については、大阪市西成子育て支援センターの協力を得て安全確保に最大の

留意をし、毎回の振り返りを行い、ワークと連動した保育で成果をあげることが

できた。 

【保育】        保育児童 のべ 38 名 

保護中の乳児の途中参加要請あり、6カ月に満たないため特別編成で対応検討した。 

途中個別ニーズあり、上記乳児ケースが措置延長となったため特別訪問体制を取

った。 

【参加者内訳】   両グループで計 24 名 
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６．結果   

詳細は添付資料にて、個別記録により報告。  

参加者の背景は様々だが、虐待の根本に強烈な自己否定、自己卑下の感情が、存在していること

は、共通といえる。その部分にさかのぼることで、表層に現れる子どもに対する迎合または虐待的

な言動も変化していく。「子どもに暴力をふるってしまう」「子どもに暴言を吐いたり無視してしま

う」「子どもの世話ができない」「子どもをほめるよりけなしてしまう」「子どもの話がゆっくり聞け

ない」などの共通項目について、修了者にはいずれも大きな改善を見ている。 

 

分離中のケースにおいても、多くの参加者が、自分が行った虐待がいかに子どもにダメージを与

えてきたかと気づき、もう取り戻しができないとあきらめるのではなく、過去は変わらないが修復

していけるという考え方を学んだと語っている。また長期分離のケースにもグループが有効に働い

たことが示された（後述）   

 

以下、参加者への終了時アンケートより。 

 

MY TREE ペアレンツ･プログラムに参加したことで、よかったこと、あなたが得たものは何ですか？ 

☆.。.:*MY TREE に参加するまで、自分がなぜ、自分を大事にできないのか、自分を受け入れられな

いのか、解明できませんでした。 

でも、やっとわかりました。 

ありのままの私を受け入れてくれる親ではなく、精神的に不安定なまま育ってしまった自分がいま

す。毎日化粧をする時、鏡に向かって「私は大切なヒトです」と言うように決めています。 

 

☆.。.:* 以前は助けてくれる人がいないという気持ちがあり、身内がいても妹なので弱音を吐くこ

とが恥ずかしかった。今は、マイツリーで助けてもらったことが安心につながり、弱音を吐くこと

が恥ずかしいことだと思わなくなった。 

 

☆.。孤独で、自分がつぶれそうになって、泣きながらセンターに「助けて」と電話して、こうやっ

てマイツリーで助けてもらえたことで、過去の虐待を受けた時、誰も助けてくれなかった気持ちが

救われた為、どんどん助けてと言えるようになった。もう一人じゃないんだ、と思え、孤立感が今

はあまりなくなった。 

 

☆.。.:* 今までいろいろな問題があった。それで“運が悪かった”“不幸の連続”と言ってしまえ

ば、そうかもしれない。でも世の中、もっとつらい経験をしても、前向きに

明るく生きている方も多い。  そういう方と自分との違いは何か。おそら

く“気持ちのリセット”が私にはできていないのだと思う。私にまだ不足し

ているのは“自分自身をありのまま受け入れる”ということだと思う。その

気持ちに欠けているので、周りの人をまっすぐ受け入れることが不得手なの

だと思う。今回のグループの皆さにも伝えたいと思う。自分を受け入れて、
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抱きしめてあげてほしいと。そうすることで、周りを受け入れることが自然とできるようになるの

ではないかと思う。 

 

☆.。.:*中学生のときぐらいから「自分を大切にする」がよくわからないで来ていたが、MY TREE に

来てわかりやすかったです。いろんな本を読んだけど、初めてわかった気がしました。深く落ちこ

むこともあるけど、今までわからなかった「自分を大切にする」を教えて頂いて、少し温かくなっ

て少し頑張れる様な気がします。 

 

☆.。.:*自分が子どもを産むまでは、こどもをたたく、けなす、虐待するなんてことは考えられな

いと思っていました。でも自分が子どもと真正面から向かい合えばあうほど、自分の思い通りに子

どもが歩まず、イライラがたまり、子どもにも毒を吐いてしまっていました。でも子どもをしつけ

るためには、体罰も仕方のないことなのだと思ってしまっていました。でも、体罰は子どもにとっ

て何のプラスにもならなかったことを今、実感している。子どもは親と一心同体ではなく、全く別

の人間なのだ。   

そのことを、これからずっと心に留めておきたいと思う。 

 

☆.。.:* 

＊子どもの全てを受け入れられるようになった。                             

＊手を挙げることがなくなった。                                    

＊話を聴けるようになった。                                      

＊親子げんかがなくなった。                                      

＊私の思いを子どもに伝えれるようになった。 

 

☆.。.:*自分のできないことを 人に頼むのは悪いことではない、と思えた。何でも自分がしなけれ

ばいけないとは思わないようになった。MY TREE に参加して、自分の気持ちが相手に伝えやすくなっ

た。 

 

☆.。.:* 視点が変わった。見る角度で見え方が違うことに気づいた。                    

相手を動かすのではなくて、自分から動いて見えるようになった。興味が出てきた。            

子どもをかわいい、かわいいと言ってたが、実際の行動はどうやったんかな？！  

 

☆.。.:* 頭ごなしではなく、一歩引いて見ると子どもの言ってる全体像がみえる。              

今まで、無駄な体力を使っていたなーと思う。   

 

☆.。.:* 前は何かに期待することなど全くなかった。今は現実に近づいてというより、 

ここからスタートさせるという期待がもてるようになった。 

 

☆.。.:* 私自身が、家でも学校でも暴力が日常茶飯事の中で育ち、たまには“威嚇的なことは必要

なんかな”と思ってきた。自分が受けてきたことがイヤだったのに、自分が親になったとたんに、
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子どもの気持ちがわからないっていうか？親としての自分の気持ちが優先になっていたと思う。 

 

自分自身が子どもの時に受けてきた体罰、その時のことを思いだしても叩かれたことしか覚えて

いない。なぜ怒られたのかその理由は思い出せない。“あそこまでされなあかんかったのか？”と思

う。自分の子どもを叩いて怒っても、なんの効果もなかったと思う。“そのときだけごめんなさい”

だったんやなと思える。逆に、私が子どもに泣きながら話したときが子どもに伝わったなというこ

とを経験した。 

 

☆.。.:*自分の怒りのコントロールができてなくて、感情がエスカレートした時頭の中で「死の危

険！！」という言葉が勝手に浮かんだ。そこでハッと我に帰ることが 2回程あった。 

ウソをついた子どもの口をもって振り回し、口が裂けてしまったという話も衝撃を受けた。子ども

は弱者で犠牲になりやすいと心から思った。絶望な気持ちになった。 

 自分や子どもの可能性は無限大で、見えていることは「氷山の一角である」という言葉は、とて

も印象に残った。いつもあの氷山の絵が浮かぶ。 

 

最後まで参加できたのはなぜでしょうか。 

 

☆.。.:* 勉強になったこと。ワークでは、とても楽しかったし、自分の意見をなんでも言えたし、

みんなが聴いてくれてわかってくれることがうれしかった。今までにはなかった輪の友達もいて（畳

の間でのつながり）、虐待に対する重み・実感を感じた。みんなの意見、自分をトーク＝自分として

の勉強になった。プラスになった。社会に対して、会社でも明るくなれたと思う。 

 

☆.。.:* 初めは、子どもを連れて、大きなマザーバッグと電車の乗り換え、プラットホームの人混

み、帰りは子どもが寝てしまう為、抱っこひもで満員電車に立ったままで、本当に通えるのかと不

安だったし、とても疲れる作業で、最後まで通えるか？イヤだったらやめようと思っていたけど、

内容がとても深かったこと、普段しゃべらないような現実のシビアな話や、否定されず自分の話を

聴いてくださる姿勢にとても安心を覚え、自分も人の話に耳を傾けることができた。 

本当は自分の話をきいてほしい（自己中心的発想）気持ちで来ていても、自分をおいて、人の話に

耳を傾けようと思える自分というものが築けたような気がします。 

また、人の貴重な話以外にもワークがあったのが、私にはとっても気づきや学びができて、迷いな

どがなくなった。 

 

☆.。.:* このプログラムに参加すると決めた時から、最後まで続けようとは決めていました。でも

最初の方は、家から出ることだけでもつらく、しんどかったです。 

でも、自分の心の中に秘めていた事を話したり、他の方々のお話しをきいて、気持ちの共有を皆さ

んとできるようになっていくにつれ、参加することが楽しみになってきました。 

「自分を変えたい」「もっと心身ともに健康になりたい」と思う気持ちはどんどん募り、このプログ

ラムの全てを学んで、自分自身を成長させたいと思うようになれたからだと思います。 
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☆.。.:* 最初は子どものため、と思い参加した。参加してすぐ、これは私のためのプログラムだと

思い、他のメンバーの話しやワークで学びを深めていくうち、絶対に参加しなくては！！という気

持ちになった。 

 

☆.。.:* 同じ悩みを持つ仲間がいたから。 

悩みを語れる、秘密を守ってくれる場があったから。 

 

☆.。.:* 気がついたら、なぜ腹がたつのかを感じるので処理の仕方も変わってきました。プログラ

ムはゆっくりと進めてくれるのでそれが入りやすい。 

 最初は、知らない人が集まることに抵抗はあったが、だんだん安心できる人々になりました。み

んながずっと笑顔でいてほしいと心から思う。会うことは、今後なくとも、大切な仲間だから参加

できたのかもしれない。 

 

☆.。.:* 学びのワークの内容がへいたんでなく、さらにどんどん深くなっていくことで、さらに学

びたい！という意欲につながったことと、自分の話が少しでも誰かの気づきにつながれば、少しで

も虐待撲滅につながればという思いと、グループの人々のその後が気になったり、心配で会いたい

などの気持ちもあり、一回でも欠かしたくないと思った。自分も素質があるのが怖かった。 

また、最後まで参加した後の自分に会いたいと思った。 

少しずつ、自分の価値観が変わっていくのも自分で感じとれたし、子どもにも目に見える変化（子

ども自身がはっきりと意見を言えたり、正直な気持ちでぶつかってきてくれたりして、おどろいた

ことが多かった）を確信した。  

 

☆.。.:* MY TREE の実践中は、どこの誰と知られていない場で、安心して語れたと思う。私は、友

達にはいつも相談される方だった、悩みがあるとは思われていなかったので、悩みなど語ったこと

がなかったように思う。 

 

☆.。.:* 子どもと離れたことをだれにも話せなかったが、マイツリーに来てから信頼できる上司や

友人に語れるようになった。仲間に支えられている感じもする。 

 

☆.。.:* はじめは遠いし、仕事も忙しいので平日木曜日に毎週なんて・・・ちょっとムリかも・・・

と思っていました。行っているうちに、行くことが楽しみになってきました。それはグループのみ

なさんが私の話を真剣に聴いてくれ、涙をながしてくれるからです。私は友人や両親にも自分の気

持ちや自分が子どもにしたことを話すことができなかった。 

でもマイツリーはありのままの自分を受け止めてくれるので、私にとって安心できる場で 

した。私を認めてくれる場ができたことで、私は信頼できる友人に子どもと離れているこ 

とや、今の気持ちを話すことができました。そして両親にも今思っていること、助けてほ 

しいことを伝えることができました。本当の自分を話せると、心がスーッとします。 

 

☆.。.:* グループのみなさんがやさしかったからです。話を聴いてくれ、「がんばって」と声をかけ
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てくれたからです。日常生活では、そんな人いなかったので・・・。 

ワークでは、自分と向き合ったり、自分が今考えていることをじっくり考えることができ、それが

楽しくなってきた。 

☆.。.:* 

＊自分自身が本当に変わりたいと思っていたし、この現状をどうしたら改善できるか知りたかった。

改善したかったから。                                       

＊同じ状況の人がいて、話をきいていて共感がすごくできて、同じ状況の人がいて、その人の話を

ききたいと思ってもいたから。自分が口下手で言えないことを、その人がいってくれてるようにも

感じた。                                    

＊その時間だけは気が楽になれたから。                                 

＊後半の話しの時間がききたかったし、他の人が変わっていく所を知れて、自分も変われるかもと

思えそうだったから。  

 

 

 

 

これからのあなたの課題は、何だと思いますか？ 

 

☆.。.:* MY TREE で、私のことを知られていない環境の中で、自分の事を話せたこと、モヤモヤ感

がワークの中で話すだけでも楽になれる実感があった。気になることの相談できる相手、・・友達が

浮かばない。意見をいわれたり、否定されたりされない MY TREE の心の楽さ。友達なら一方通行だ

から・・ますます友達に話す気にはならない。MY TREE で学んだことは、自分の問題、自分の心のケ

ア・・その部分に重点を置かないといけないなと思っている。 

 

☆.。.:* ☆.。.:*  

＊一回、バラけた家族をどうまとめていくか。                              

＊私がまとめるって思うことは今までなかったが、私がまとめなと思うようになった。 

みんなの架け橋になれるように、あいた間を埋めれるような存在でいられるように。  

 

☆.。.:* “気持ち”自分も相手もいろんな気持ちを持っている。今までは、常識的とか表面的とか

の感じで人と付き合うことが多かったが、素直に MY TREE では話せたし、聴けたので、今まで素直

になることがいいことなのに、封印していたので、それをもっと出していけたらいいなと思う。今

までは何事も本音で話せることができないことが多かった。 

 

☆.。.:* 常に「スピード」と「正確さ」と書くと大げさですが、「早くしないとしかられる」「間違

いはいかなる理由であっても怒られる」を求められて、育って来た為、今でもケガをしたり、ミス

をしたりのほとんどが、ここから来ています。「あわてず、ゆっくり・・・。」 
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がこれからの私の課題の１つです。そして心にかかえている理想の自分と現実とのギャップ…その

為に常に生きづらい思いをしているので、少しずつ理想へ近づけるよう、楽に生きられるよう、こ

つこと頑張っていけたらいいなぁと思うようになりました。 

ここまで思えるようになったのは、グループの皆さんの前向きなお話が聴けた為です。 

 

７．今年度の特徴と今後の事業展望 

児童相談所が親の回復支援プログラムを外部委託することの６つの利点（2010 年度報告）で触れ

た「拒否的な親を治療・援助の枠組みにつけるための契機となる」に関連して、今年度は、長年の

分離で動かなかったケースをグループに誘導することができ、最終的に修了するに至る成果がもた

らされた。このケースを通して、職権保護で対立、膠着をきたし、変化を見ないまま長期化した場

合でも、適切な回復支援が提供されることによって、再び家族再統合をめざす道筋が開ける可能性

を得ることができた。 

「行政に子どもを取って行かれた」恨み、関係機関への負の感情、エネルギーを燃やしたり、疲弊

してしまった親たち、困難事例として手つかずの状態にある措置延長ケースは数多く存在するであ

ろう。 

そのようなケースに対し、待つだけでは当事者は問題解決の選択肢を持たない。また、親子を分離

するだけでは子どもの救済につながらず、次世代に問題がもちこされる悪循環を生んでしまう。今

年度は、職権保護の後、7 年間も子どもと音信を取っていなかった母親からの突然の連絡を逃さず、

MY TREE ペアレンツ・プログラムへと誘導されたケースがあった。（中略）個別のサポートにより、

途中から一度も欠席をすることなくグループを離脱せずに参加、グループの進行に伴って、参加当

初はまったく持ち合わせていなかった虐待認識も大きく変化していった。ネグレクトケースの親が

自身の問題を認識して、問題解決の主体たるスタンスに立てたこと、具体的には、数年ぶりに就労、

自発的に生活保護を返上するなど、めざましい変化をみせてくれた点は 驚嘆に値するものであろ

う。しかも、「～ができたから子どもを返して」という取り引きの発想ではなく、生活環境から見直

すことで、何年かかって実現するか分からないが、親子の絆を取り戻すための土台を作っていきた

いと述べている。 

実践を経るごとに、年々深刻なケース、病理が深く事件性のあるケースも含め、MY TREE ペアレ

ンツ・プログラムに参加するようになってきている。過去 9 年間の実践の中で、すでに明らかにな

ったこととして、深刻な虐待対応の親プログラム開催には、高い匿名性とそのための広域実施が必

須であることがわかっている。職権保護のケースでは多くの参加者が「児相と離れた場所で、児相

ではない立場の人たちが運営しているプログラムと分かったから参加した」と述べる。ワークの実

施場所を児相施設外に定め、民間の機関が広域実施を運営する匿名性の高さは、参加に至る抵抗を

減らすことに役だつ。また、深刻な虐待ケースや DV 環境にある家庭には転居が多い。さらに住民登

録は別でも、生活実態は大阪市内にある参加者も例年参加されている。これまでの事業展開の上で
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も、広域実施による対応で、府市にまたがる支援の連続性が保持できたケースは少なくない。さら

にプログラムを行う上で、保育環境の整備は重要である。イベント行事における一時保育とは異な

り、被虐待児を託すための安全な保育環境と、質の高い人的資源が安定して確保される事業体制を

敷くことが必要となる。当事業では、大阪市こども青少年局の横断的な子育て支援施策による職種

間協力、トレーニングを受けた地域の子育てネットワークとの連動が生かされ、プログラムの開始

以来、適切な保育環境が安定して提供されてきた。保育を含めて、今年度はワークを行っている時

間外の対応や個別ニーズに基づく送迎、訪問要請など、民間のフレキシブルな迅速対応のメリット

が多いに発揮された年でもあった。 

現時点での課題としては、初期面接までに適切なケースを選定し、グループのベストサイズ 10 名

を確保することがプログラムの効果を最大にするが、単年度事業であるため委託開始時期の遅れが

生じる等で、適切な紹介が得られにくい点があげられる。しかし、家族再統合、段階的親子接触以

前の緊急な初期対応ケースが多く、介入機能が強く求められている大阪市の特徴もあり、今後も、

グループ形成と実践に際して、大阪市と大阪府の同時開催による広域実施の事業形態による相互補

完体制が求められる。 

官民協働、自治体・職種間協力の形は、大阪の子ども虐待防止における歴史的財産である。今後も

この実績の上に、新たな課題へのチャレンジにも応えられるよう、虐待防止分野の発展に力を尽く

したい。  

（ＮＰＯ子育て運動えん 伊藤 悠子） 

 

～メ モ～ 
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日時・内容（毎火曜日 午後1時 30分～4時）全13回＋準備会＆同窓会  

0 2011年 9月 6日 グループ準備会 ・ ・ このミーティングの目的・ルール・身体ほぐし

1  9月 13日 安心な出会いの場 ① 

2  9月 20日 安心な出会いの場 ② 私の木、I メッセージ 

3  9月 27日 わたしのエンパワメント   

4  10月 4日 怒りの仮面 

5  10月 11日 感情のコントロール   

6  10月 18日 体罰の６つの問題性 ＊この後10/25、11/1いずれかで個別の中間面接 

7  11月 8日 気持ちを聴く 

8  11月 15日 気持ちを語る 

9  11月 22日 自己肯定感：否定的ひとり言の掃除  ＊翌週の11/29は 1回休み 

10  12月 6日 自分をほめる・子どもをほめる 

11  12月 13日 母親らしさ 父親らしさ 

12  12月 20日 もっと楽なしつけの方法 

13 2012年 1月 17日 MY TREE 

＊    1月 24日または1月 31日に終了時の個別面接。 

14  3月 6日 リユニオン 

 

子子育育ててにに苦苦ししささをを感感じじてていいるる親親ののたためめのの  

MMYY  TTRREEEE  ペペアアレレンンツツププロロググララムム  

場  所：大阪市社会福祉研修情報センター   

大阪市西成区出城2-5-20  

     最寄駅：ＪＲ環状線「今宮」駅 

参加費とプログラム参加中の保育は無料で行なわれます。 

「しつけと体罰」（1400円）「気持ちの本」（1470円）（ともに
森田ゆり著 童話館出版）をテキストとして使いますので、ご

購入下さい。 

保   育：事前に申込みが必要です。（無料） 

主催問合せ先： 大阪市こども相談センター 

大阪府子ども家庭センター 

運営担当者：伊藤ゆうこ 松浦ひろえ 関口よしえ  

 
この「MY TREE ペアレンツプログラム」は、森田ゆり氏によって開発 
され、トレーニングを受けた専門スタッフが実施いたします。  

○JR大阪環状線・大和路線「今宮」駅徒歩10分
○ 市 バ ス 「 長 橋 二 丁 目 」 バ ス 停 す ぐ  

7系統（あべの橋～住吉川）赤バス西成西ループ
○地下鉄四つ橋線「花園町」駅2番出口徒歩15分

市民交流センター（もと青少年会館）

長橋二丁目バス停 

子育てにつらさを感じている、気がつけば子どもをたたいている。 
 子どもを無視してしまう。子どもの心とからだにダメージを与えてしまって  
 いると感じ、このままでは自分がどうなってしまうのかと不安を抱いて 
 いる。 そんなあなたを大切にする、回復支援プログラムです。 
 少人数での語り合いを中心とした、安心できる支え合いのグループです。 
参加者の秘密は厳守されます。ぜひご参加ください。お待ちしています。   
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日時・内容（毎木曜日 午後1時 30分～4時）全13回＋準備会＆同窓会  

0 2011年 9月 1日 グループ準備会 ・ ・ このミーティングの目的・ルール・身体ほぐし

1  9月 8日 安心な出会いの場 ① 

2  9月 15日 安心な出会いの場 ② 私の木、I メッセージ 

3  9月 22日 わたしのエンパワメント   

4  9月 29日 怒りの仮面 

5  10月 6日 感情のコントロール   

6  10月 13日 体罰の６つの問題性 ＊この後10/20、10/27いずれかで個別の中間面接

7  11月 10日 気持ちを聴く 

8  11月 17日 気持ちを語る 

9  11月 24日 自己肯定感：否定的ひとり言の掃除  ＊翌週の12/1は一回休み 

10  12月 8日 自分をほめる・子どもをほめる 

11  12月 15日 母親らしさ 父親らしさ 

12  12月 22日 もっと楽なしつけの方法 

13 2012年 1月 19日 MY TREE 

＊    1月 26日または2月 2日に終了時の個別面接。 

14  3月 1日 リユニオン 

 

子子育育ててにに苦苦ししささをを感感じじてていいるる親親ののたためめのの  

MMYY  TTRREEEE  ペペアアレレンンツツププロロググララムム  

場  所：大阪市社会福祉研修情報センター   

     大阪市西成区出城2-5-20  

     最寄駅：ＪＲ環状線「今宮」駅 
 

プログラムは無料で行なわれます。「しつけと体罰」（1400 円）
「気持ちの本」（1470円）（ともに森田ゆり著 童話館出版）を
テキストとして使いますので、ご購入下さい。 

 

主催問合せ先： 大阪府子ども家庭センター 

大阪市こども相談センター 

運営担当者：伊藤ゆうこ 松浦ひろえ 関口よしえ    

 
この「MY TREE ペアレンツプログラム」は、森田ゆり氏によって開発 
され、トレーニングを受けた専門スタッフが実施いたします。  

○JR大阪環状線・大和路線「今宮」駅徒歩10分
○ 市 バ ス 「 長 橋 二 丁 目 」 バ ス 停 す ぐ  

7系統（あべの橋～住吉川）赤バス西成西ループ
○地下鉄四つ橋線「花園町」駅2番出口徒歩15分

市民交流センター（もと青少年会館）

長橋二丁目バス停

子育てにつらさを感じている、気がつけば子どもをたたいている。 
 子どもを無視してしまう。子どもの心とからだにダメージを与えてしまって  
 いると感じ、このままでは自分がどうなってしまうのかと不安を抱いて 
 いる。 そんなあなたを大切にする、回復支援プログラムです。 
 少人数での語り合いを中心とした、安心できる支え合いのグループです。 
参加者の秘密は厳守されます。ぜひご参加ください。お待ちしています。   
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⑤ 発達応援部会 

◆発達応援部会定例会   隔月 1回程度 

 今年度は定例会の開催ができませんでした。昨年度からの課題である事務局体制及び定例

会のあり方を再検討し改善する必要がある。 

各機関、施設との個別での連携はスムーズに実施でき、各機関、施設からの紹介も増えつ

つあり、「ほっとサロン・あん」に参加している保護者へのサポートや相談、又保育所（園）

入所に伴う情報共有や受け入れも協力体制ができつつあり、参加者の安心につながっている

ことは大きな成果と言える。 

 

◆発達が気になる子ども（障がいのある子どもも含む）と保護者のサポート 

発達の気になる子どもと保護者のサロン「ほっとサロン・あん」の実施。 

開設日：毎月第 3土曜日 午後 1：30～3：00  相談随時  学習会等は別途開催 

対 象：就学前の親子 （在宅・入所（園）児は問いません） 

    （小学校入学後はすぐに終了ではなく、学校での生活や子どもの状況を把握しなが

ら相談は受けていく） 

場 所：西成区子ども・子育てプラザ 

内 容： 

あそびの場   

子どもの生活の中心ともいえる『遊び』子どもは「あそび」を通していろんな経験をしま

す。楽しい「あそび」の場面でうまくいかないことやトラブルが生じることで、保護者も不

安を感じます。また「あそび」を中心にすることで、子どもや保護者が入りやすくなると同

時に、きっかけを「あそび」にすることで保護者の具体的な悩み、子どもが困っていること

が出やすくなります。 

・ 遊びが長続きしない、そのおもちゃ本来の遊び方ができていない 

・ お友達のおもちゃを取る、逆に取られるとパニックになる、相手を叩く 

・ 集団の中でトラブルになる、参加できない  等など 

＊相談しあい、工夫し、子どもが「やってみる」ことができる場面設定。 

 

    おはなしの場   

ピアサポーターがグループのコーディネート役となり、気になっていること、不安に思う

ことを話せる場を作ります。当事者同士の意見交流の中で尊重し共感しあい、その中から出

てきた意見や情報が身近に取り組めることにつながり勇気付けとなる。必要時には悩みや困

っていることへの具体的な手立てや対応を専門家からアドバイスを受けながら、一緒に考え

ます。（あんノートの利用） 

・ 気になること、不安に思っていることを吐き出せる場。 

・ 取り除ける不安は取り除き安心にかえていく…（取り越し苦労はするだけ損） 

・ 必要な情報を収集し、提供（必要に応じて専門家の意見や手立てを聞く ） 

＊具体的な対応を一緒に考える。（ピアサポート） 
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＊初回は必ず個別相談で保護者の話をきく。個別相談は必要時に応じて随時受ける。 

 

まなびの場   

ほっとサロン・あんの取り組みを通して、保護者のニーズをきき学習会や一緒に遊ぶ場を

つくります。別途、スタッフ研修も実施します。 

 

地域連携  わが町にしなり子育てネット加盟団体との連携  

ニーズに合わせて、小学校への移行サポートを保育所（園）・保護者と一緒に取り組んだり、

必要な専門機関への紹介などを行います。 

 

「ほっとサロン・あん」はたくさんのボランティアさんの協力を得て実施してきました。

ピアサポーター、わが町にしなり子育てネット加盟団体職員、大学生、アドバイザーと参加

する保護者と子どもとのつながりを大切に支援する側、される側ではなく、一緒に取り 

組みを進めてきました。 

                 

                      

 

 

子どもの表現や発達をサポートするツールや絵本などを紹介したり、お互いの子育て経験

からアイデアを出し合ったり、始めは戸惑いや不安もあってなかなか自分の気持ちを話すこ

とが難しかったのですが、3 年目を迎え参加者同士の交流や支えあいが生まれています。ま

た、あそびの場でも子どもたちが安全に安心してあそびができるようボランティアさんから

もいろんなアイデアがあり、みんなで話し合ってルールを決めています。そして、子どもの

成長とライフステージに応じたサポートとして小学校への移行サポートを実施し、入学後は

小学校が中心となり概ね 3 ヶ月に１回程度、子どもを中心に保護者・保育園・通所施設・関

係機関・団体・ボランティアで学校生活や子どもの情報共有、手立てなど話し合う場を１年

間実施してきました。 

サロンのあり方としてめざしていた「ほっとサロン・あん」に参加していた保護者がピア

サポーターとして保育やグループミーティングにボランティアとして参加しています。 

新たに、今年度は愛染橋保育園、小谷啓二園長の協力を得て子どもの発達や子育てなど相談

や学びの強化をしてきました。また、毎回のサロン終了後のミーティングを丁寧に行い、必

要に応じて関係機関等との連携を図っています。 

 

 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 
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⑥特別部会など 

・第８回子ども元気まつり 

日時  ２０１１年６月５日（日）午前１１時～１４時半 

場所  天下茶屋公園 

主催  わが町にしなり子育てネット 

後援  大阪市教育委員会 西成区社会福祉協議会 西成区社会福祉施設連絡会 

    西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議 天下茶屋公園愛護会  

    西成区地域福祉アクションプラン推進委員会 

 

主旨・目的  ○みんなでつくろう！子ども元気まつり 

        ～いつでもどこでもみんなで子育て～ 

       ○ネットおよびその関係者と地域の諸団体の連携 

       ○地域のボランティア発掘と育成 

 

 開催内容   ①子どもハローワーク 

           ②まちづくりワークショップ 

           ③乳幼児コーナー 

           ④かえっこバザール 

           ⑤あそび・工作コーナー 

           ⑥展示体験コーナー 

           ⑦ミニミニフリマ 

           ⑧飲食コーナー 

           ⑨かえるポイント直営店 

           ⑩全体あそび 

 

来場者  １２００人 

 

まとめ  昨年から取り組み始めた、「あそぼパーク」をとりいれました。 

         子ども元気まつりの主役である子どもたちが、「こどもハローワーク」活動の中

で、子どもたちの参画・子どもたちがつくるという目的を持って進めることがで

きました。また、「まちづくりワークショップ」の取り組みの中で、子どもたち

自身が、記者・カメラマン・イラストレーターとして、子ども元気まつりを取材

し、最後に発表するという、より子どもたちを主体的とした活動を行うことがで

きました。 

 

（あおば学童保育所 古谷壽子） 
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・第１３回子育ての集い 

 ２０１２年３月７日（水）西成区民センターにて実施された第１３回「子育ての集い」は子

ども 119 名、保護者 93 名、わが町にしなり子育てネットの加盟団体及びボランティアスタッフ

123 名、合計 335 名の参加がありました。 

 

【目  的】  発足後 12 年たった子育てネットの活動や構成団体の事業内容を広く区民のみ

なさんや関係者に知ってもらいながら、ネットの目的でもある子育て中の親子の仲間づくり       

のきっかけの場を提供します。そして子どもの育つ力を親・地域住民・施設・専門機関、そし

て役所等が一体となって支援していく「子育てをみんなで」という思いと活動を町中に広げて

いきます。 

【日  時】  ２０１２年３月７日（水） 午前１０時～１２時（９時４５分受付開始） 

【場  所】  西成区民センター（西成区岸里 1-1-50 ℡6651-1131） 

【対  象】  乳幼児と保護者 （参加費無料） 

【主  催】  わが町にしなり子育てネット 

【後  援】  社会福祉法人 西成区社会福祉協議会 

  西成区社会福祉施設連絡会 

  西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会（要保護児童対策地域協議会） 

       西成区民生委員協議会 

【協  力】  ボランティア陽だまり組 

西成おもちゃ図書館パンダ 

  実行委員会で子育ての集いのあり方を検討し、お楽しみについては前年度同

様、「みんなげんきジム」を招き、会場内の設定などの改善を行った。 
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◆わいわいパンダゾーン    ・ボールプールやおもちゃがいっぱい 

               ・のりものコーナー 

◆お楽しみゾーン       ―1 部― 

・ふれあいあそび ・手あそび ・エプロンシアター  

・大型絵本 など 

―2部― 

・みんなげんきジムといっしょにあそぼう！！ 

◆乳幼児コーナー       ・乳幼児のあそびコーナー・子育て相談・紹介コーナー 

・子育て何でも相談コーナー 

（栄養士・保健師・保育士・子育てアドバイザー） 

               ・子育てサポート施設、団体紹介コーナー 

               ・身体測定コーナー 

               ・こどもの里・学童保育所紹介コーナー 

・伝承遊び（コマ・けん玉） 

◆リサイクルコーナー     ・子育てにやさしい、環境にやさしい、サイフにやさしい

コーナー 

                アレルギーサークル・あれん会活動報告を実施 

◆おもちゃ病院と食育コーナー ・おもちゃの修理や食に関する情報提供 

  エコキャップコーナー   ・エコキャップ活動の紹介   

  まいど子どもカードコーナー 

◆保育所（園）・幼稚園紹介コーナー        

◆レッツダンス        ・最後はみんなでレッツ・ダンス！！ 

【プログラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体としては、今回のメインコーナー“みんなげんきジムといっしょにあそぼう”は親子で

カラダを動かしたり、うたを歌ったりとりわけパラバルーンはこどももおとなも楽しく参加で

した。また、昨年度からは西成区民生委員協議会が後援となり、地域で子育て支援を実施して

いる地域子育てサロンの協力もあり、地域と協働して取り組む子育て支援のつながりが構築さ

れつつある。 

コーナーでは、離乳食や食に関する相談も多いことから栄養士相談も加えて子育て相談の充

実を図り、食育コ―ナーでは食生活改善推進員協議会の協力を得て、食育に関する情報提供を

行うとともに、わが町にしなり子育てネットでも活動に参加しているエコキャップ活動紹介コ

ーナー、まいど子どもカードの啓発コーナーも設けた。また、こどもの里、学童保育所のブー

スでは施設や活動の紹介の他、伝承遊びを実施し昨年とは違った参加者との関わりができた。 

 

 

 

 



 39

【アンケート集計】 

１． 今日の子育ての集いはどこで知りましたか？ 

・ハギッズ 15 ・知人から聞いた 10 ・チラシ 6 ・保育所（園）7 

・子育て支援センター6（松通り・西成）  

・西成区子ども・子育てプラザ８・つどいの広場 12（せいか・わいわい）  

・保健福祉センター1 ・その他 3  

２. どちらから来られましたか？  地区名に○をつけてください。 

・山王 2 ・天下茶屋東 1 ・天下茶屋 5 ・聖天下 2 ・岸里 2 ・岸里東 4 ・花園北 4  

・花園南 1 ・橘 4 ・玉出東 3 ・玉出西 2 ・梅南 2 ・松 2 ・鶴見橋 1 ・千本南 9  

・千本北 3・千本中 5 ・南津守７ ・長橋１ ・その他 4（阿倍野区等） 

３．子育ての集いに参加していかがでしたか？ 

<よかった点> 

・楽しかった 24 ・子どもが喜んでいた 10 ・フリーマーケットでいいものが買えた 8  

・パラバルーンが楽しかった 4 ・元気ジムが楽しかった 3  

・同年代の子どもと触れあえた 2 ・他の子どもと交流ができた 1 ・着ぐるみが良かった 1 

・いろんな情報が得られた 1 ・おやつのレシピがもらえた 1 ・子どもが良く遊んでいた 1  

・知らない人と話せた 1 ・おもちゃを直してもらえた 1 ・久しぶりのママ友に会えた 1  

・友達ができた 1 ・赤ちゃんが楽しめた 1 ・違う環境で遊べて良い刺激となった 1  

・いろんな相談ができた 1 ・スタッフの配慮が良かった 1 ・あそぶスペースが広かった 1  

・まいど子どもカードを知った 1 ・車がいっぱいあってよかった 1 

<見直してほしい点> 

・暑かった 4 ・もう少し時間が長かったら～2 ・荷物を置く場所がほしかった 1  

・曜日を変えてほしい 1 

４．みなさんは、「わが町にしなり子育てネット」をご存知でしたか？      

・はい 48   ・いいえ 17 

５．「わが町にしなり子育てネット」では子育ての集い、子ども元気まつり、フリーマーケット

をはじめ様々なイベントや講習会などを開催しています。これまでに参加されたことはあり

ますか？ 

  ・はい 28   ・いいえ 34   

６. これまでに西成区の子育て支援施設（子育て支援センター・つどいの広場など）や子育て

サロン、公園ひろばなどに参加されたことはありますか？ 

  ・はい 59   ・いいえ 4 

７. 子育てをしていてどんな情報がほしいと思いますか？ 

  ・子どもが参加できるイベント 6 ・子連れでも遊びに行きやすい場所 4  

・保育所の待機情報 2 ・同年齢の交流会 1 ・子育て講座の提供 1・小児科の情報 1  

・引越してきたので地図がほしい 1 ・育児のこと 1 ・予防接種の情報 1  
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・授乳できる場所 1 ・食事や遊び方 1  

・二人目の子どもを持つ母親の相談会 1 ・仕事のこと 1 ・しつけの仕方 1  

・親子で楽しめる遊び方 1 ・時間の使い方 1 

８. 情報収集の方法として、どんなものが利用しやすいですか？ 

  ・チラシの配布 41 ・ポスターの掲示 25 ・回覧板 16 ・ホームページ（パソコン）11  

・ホームページ（携帯電話）6 ・区役所の掲示板 1 

９. 「わが町にしなり子育てネット」では、これからもみなさまと一緒に楽しめる企画を考え

ていきたいと思っています。どんなことでも結構です。ご意見をお寄せ下さい。  

  ・毎年楽しみ、又参加したい 3 ・これからも続けてください 2  

・今回のようなイベントがもっとあるとうれしい 2 

  ・定期的（月 1回）にしてほしい 1 ・運動会など親子で楽しみたい 1  

・もう少し自由に遊ばせるおもちゃがあったら良かった 1 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 

 

・西成区子育て支援施設連絡会 

 ２００６年１１月より主に西成区内を活動エリアとして子育て支援活動を実施している、地

域子育て支援拠点事業実施施設（子育て支援センター、つどいの広場）と今池こどもの家によ

り構成し、子育て支援室がオブザーバーとなり、子どもたちの健やかな育ちを願って、子ども

と子育て家庭を支援し、構成メンバー相互の連携を図ることを目的としています。 

 

【活動内容】 

（１） 隔月 1回程度、連絡会を開催する。 

（２） 構成メンバー相互の情報交換を行うと共に、乳幼児健診時の情報提供と相談活動及び、 

区民への情報提供を行う。 

（３） 必要に応じて、構成メンバーが協働して企画や事業提案及び支援をする。 

 

◆びーんず・くらぶ 

ふたごちゃん、みつごちゃんのつどいの広場 
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【活動実績】 

  ・場 所：つどいの広場 せいか （聖化保育園 サンホール） 

  ・日 時：毎月第 3水曜日 午後 1時 30 分～3時 

（2011 年度 11 回開催、台風による中止 1 回） 

・登録数：３組 （こども６人、大人３人）   〔うち１組は住之江区在住〕 

  ・年間利用者数：21 組（こども 42 人、大人 22 人）延べ人数 

  ・内 容：室内自由遊び（ブロック、木製キッチン、ままごと、など） 

       リズムあそび、楽器あそび,絵本読み聞かせ、紙芝居、おやつ、情報交換、 

情報提供 

       クリスマス会（12 月 21 日） 

       お楽しみ会（3月 21 日） 

  ・各回毎の利用者数 

※9月 21 日 台風による暴風警報発令につき中止 

・活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔クリスマス会・楽器遊び〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔クリスマス会・集合写真〕           〔お楽しみ会・集合写真〕 

月日 4/20 5/18 6/15 7/20 8/17 10/19 11/16 12/21 1/18 2/15 3/21 合計

組数 ２ ２ ３ ２ ２ １ ２ ２ １ １ ３ ２１

子ども ４ ４ ６ ４ ４ ２ ４ ４ ２ ２ ６ ４２

保護者 ２ ２ ４ ２ ２ １ ２ ２ １ １ ３ ２２
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〔子育ての集い・広報活動〕 

【所感・課題など】 

  ・今年度は主に２組の親子が毎月利用されていたので、子ども同士も馴染みになりまし 

た。情報交換や意見交換という点では、もう少し利用者がいる方が活発になっただろう 

と思います。 

   ・年齢が低いうちから入所され、入所されると利用されなくなるので、入所後も利用で 

きるような集まりが必要かと思います。 

    来年度、試験的に土曜日の開催を企画しています。 

   ・今年度の登録者が 4月から入園されるので、4月以降も継続して利用される方はありま 

せん。 

    広報活動に力を入れ、対象者にもれなく伝わるようにしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 

 

・あそぼパーク☆Project 

 １、遊びの環境づくり委員会を１９回開催 会場（つどいの広場・わいわい） 

  第 １回 2011.04.11(年間計画・子ども元気まつり・編集委員会)  

  第 ２回 2011.04.21(子ども元気まつり・編集委員会)  

  第 ３回 2011.05.06(子ども元気まつり他)  

  第 ４回 2011.05.25(公園調査他)  

  第 ５回 2011.05.27(公園調査他) 

  第 ６回 2011.06.22(ワークショップ)  

  第 ７回 2011.07.07(みずあそびまつり他） 

  第 ８回 2011.07.14(みずあそびまつり他)  
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  第 ９回 2011.08.10(プレイワーカー養成講座他)  

  第１０回 2011.09.01(プレイワーカー養成講座他)  

  第１１回 2011.09.16(公園調査・あそパー他)  

  第１２回 2011.09.30(あそパー南津守)  

  第１３回 2011.10.07(あそパー南津守他)  

  第１４回 2011.10.21(あそパー南津守他)  

  第１５回 2011.11.02(プレイワーカー養成講座他)  

  第１６回 2011.11.18(プレイワーカー養成講座他)  

  第１７回 2011.12.16(あそパー長橋＆区民フォーラムへの参画他)  

  第１８回 2012.03.08(子育ての集い・次年度計画他) 

  第１９回 2012.03.15(次年度計画)  

２、公園調査報告書あそパーＢＯＯＫ(仮称) 西成区内の公園の基礎調査の編集を実施 

  ※次年度にこの調査結果をもとに冊子にまとめる計画。子ども元気まつりで配布予定。 

３、公園を使った子育て・子育ち支援の活動 

（１）－１ 第８回子ども元気まつり 

2011.06.05 天下茶屋公園 １１時～１５時 約１２００人参加 

（１）－２ あそパーみずあそびまつり 

      2011.08.20 西成公園ちびっこ広場 １３時～１５時 約２００人参加 

（１）－３ あそパーＩＮ南津守フリマ＆冒険遊び  

      2011.11.03 南津守中央公園 １１時～１５時 約１０００人参加 

（１）－４ あそパーＩＮ長橋３公園  

      2012.01.15 長橋３公園  １１時～１５時 約１００人参加 

（２）公園広場(乳幼児親子対象の午前中のプログラム) 

 毎月 橘東児童遊園地(第２金曜)10：45～11：30 

    玉出西公園(第３火曜)10：45～11：15 ※８月と１月のみお休み 

    天下茶屋公園(第４火曜)10：45～11：15※８月と１月のみお休み 

 

４、公園の遊びリーダー(プレイワーカー)養成講座 

 第１回講座 2011.09.07 西成区子ども・子育てプラザ 18：30～20：00 

   対 象 地域住民(公園関係者・民生、主任児童委員など)や関係機関職員や地域 

福祉アクションプランメンバー 

    テーマ ｢あそびリーダって?＆子どもを魅了する遊び講座(幼児編)｣ 

    講 師 畑野氏 別所氏（聖化保育園）稲田氏(わかくさ保育園) 

    参加者 ２５名 

 第２回講座 2011.12.05 松通公園＆梅南集会所 10：00～12：00 

    対 象 地域住民(公園関係者・民生、主任児童委員など)や関係機関職員や地域 

福祉アクションプランメンバー 

    テーマ「遊びの体験学習（小学生以上編）＆こどもの想いから見えるもの」 

    講 師 吉田氏（育徳園）平川氏（大阪市立大学） 
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    参加者 ２２名 

 第３回講座 2012.02.15 子育てネットハウス 19：30～21：00 

対 象 地域住民(公園関係者・民生、主任児童委員など)や関係機関職員や地域 

福祉アクションプランメンバー 

    テーマ「写真で振り返るあそぼパークの会」 

    講 師 吉田氏（育徳園）平川氏（大阪市立大学） 

    参加者 １４名 

【２０１１年度の活動の振り返り】 

「あそパー会議」＝「遊びの環境づくり委員会」を適時開催し、本事業の目的である“地 

域住民が利用する公園を「みんなで子育て」の場にする活動の推進”という点において様々 

な立場の方々と考える機会を持つことができた。 

その中で、少しずつではあるが地域住民と協働で活動できた点が成果といえる。 

公園での子育て・子育ち支援活動をわが町にしなり子育てネットの関係者だけが行うので 

はなく地域の福祉力向上の主体である住民の参画が得られた事は一番の成果と言える。 

また、地域の関係機関や西成区地域福祉アクションプランとの連携もあり幅広い活動展開 

ができ、西成区民フォーラムでのワークショップやかえっこバザールの実施など中心的他 

役割を担う事ができ、多くの地域の方に活動を知ってもらう事ができた。 

また子ども元気まつりなどでは、子どもが単なる参加者ではなく、参画することにより子 

どもの力が子育て・子育ちをしやすい町づくりへの活力になってきている。 

課題点としては、まだまだこの活動の拡がりは不十分で町づくりを段階的に考えた場合 

“「ＦＯＲ」～の為に” の段階である。今後は“「ＷＩＴＨ」～とともに”そして  

“「ＢＹ」～自身が”という状態を目指している。その為にもたくさんの地域の方に参加 

してもらい、継続性を持った活動展開をしていかなくてはいけない。 

また、財政的な基盤も弱さもある。この活動の必要性を行政などにも訴え官民がパートナ 

ーシップを持って取り組んでいけるような取り組みも必要なのではないだろうか。その為 

には、実践とその理論化が急がれる。 

 

(今池こどもの家 西野 伸一) 
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（１１・３あそパーIN 南津守フリマ＆冒険あそび 南津守中央公園） 

 

 

 

・橘東児童遊園地・公園ひろば 

 ２００８年にこれまで地域の 4 町会が合同で管理・運営されてきた橘東児童遊園地は地

域の高齢化や管理責任の問題などさまざまな現状をふまえ、橘東児童遊園地管理委員会を

中心に遊園地の撤去について検討されました。その結果、地域の有志の方々が管理・運営

を引き継いでくださることになり、わが町にしなり子育てネットでも地域を応援していこ

うと、橘東児童遊園地に出向いて地域の子育て中の親子を対象に、公園あそびのひろばを

実施し、継続して活動を実施しています。 

 ・公園ひろば 

【場 所】  橘東児童遊園地（西成区花園南 2丁目） 

【実施日】  毎月第２金曜日  

【時 間】  午前 10 時 45 分から午前 11 時 15 分 

【内 容】  手あそび・ふれあいあそび・絵本のよみきかせ・体操・おたのしみなど 

  参加者は西成区子ども・子育てプラザの利用者であったり、たまたま遊びに

来ている親子が中心で公園ひろばの情報を知らない方もあり地域周辺の子

育て世帯を中心に、アピールや宣伝活動が必要である。 

  玉出西公園ひろば、天下茶屋公園ひろばとともに今後の周知や方法などを西

成区子育て支援施設連絡会で検討してきました。 

 

 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 
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・かえっこクラブ 

 

●「かえっこ」は独自の子ども通貨「カエルポイント」を使用し、子ども達の様々な自主 

的な活動を生み出すワークショップです。 

 2000 年に福岡で誕生した「かえっこ」は、全国各地の学校、保育園、商店街、公園、公 

民館、個人住宅、美術館、リサイクルプラザなど様々な場所で開催され、いらなくなった 

おもちゃが世界中に循環し続けるしくみとして様々な協力者が活動を支えています。 

 

●にしなりかえっこクラブは 2007 年に発足し、不定期にかえっこバザールの開催したり、 

「オモチャ（だけ）の貸し出し」「オモチャとスタッフの出前」もやってます♪呼ばれたら 

どこでも行きます。 

 

●西成区内での「かえっこ」は、「にしなりかえっこクラブ（事務局：子ども・子育てプ 

ラザ内）」と、「山王地域（山王女性会など）」が、オモチャを保有し、定期開催として、 

「山王おまつり広場（毎年 5月 GW 中、主催：山王連合振興町会・各種団体）」、「南津守 

子どもデー（10 月頃）」、「松通り公園「あそび広場」（年 3～4回）」、「子ども元気ま 

つり」などの、ひとブースとして、「かえっこバザール」開催されています。 

 

●かえっこバザールの一例として使わなくなったオモチャを持参すると、カエルポイント 

がもらえます。 

 全国共通のカエルポイントで、欲しいオモチャと交換できます。 

バザールの運営は、子どもが主体！オモチャを査定する人・オモチャを整理する人・カエ 

ルポイントを発行する人は子ども達です。 

 オモチャの値打ちは、子どもスタッフの価値観（フィーリング）で決められます。 
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★★西成かえっこクラブ 2011 年度の活動★★★★ 

 

2011 年 6 月 5 日（日） 

第 8回子ども元気まつり＠天下茶屋公園 

 

2011 年 8 月 20 日（土） 

市民交流センターにしなり「こども楽塾 in こども祭り」のイベントのなかでかえっこバザー

ルを開催（協力）。 

 

2011 年 10 月 8 日(土） 

第 6回南津守子どもデー＠南津守北公園 にオモチャの貸し出し。 

 

2011 年 11 月 3 日（祝） 

大阪歴史博物館開館 10 周年記念事業「もっとワクワク レキハク!!」で「かえっこバザール」

開催。 

場所：大阪歴史博物館 

 西天下茶屋ボランティアグル－プ、建物を持たない西成児童館メンバーとともに、大阪歴史

博物館 1F・.2F にブースを設け、遊び場の出前と、かえっこバザールの運営を行いました。 

 歴史博物館 9F・8F・7F の各ポイントに隠されたオブジェを発見しながら、独自通貨「ゼニ

もどき」に両替。 

 大阪市立デザイン教育研究所（デ研）学生が、館内のサイン類作成を担当。当日は、デ研学

生と共に、かえっこ運営をサポートしました。 

 博物館という、専門性の高い施設の中で、「かえっこバザール」を開催することで、ふだん

に見られない、ファミリー層の来館があり、「博物館への新しい客層への取り込み」の試みに

寄与しました。 

 皿回しなどのあそびコーナーへは、ひっきりなしに訪れるお客さんに嬉しい悲鳴！でした。 

 

2011 年 11 月 23 日（水・祝） 

第 23 回建物を持たない児童館「あそび広場」 

場所：松通公園 

かえっこバザールや、あそびコーナーなど。 

 

2011 年 12 月 8 日 15:00～17:30 

大阪歴史博物館 10 周年記念事業 総括会議「博物館とかえっこバザール」に参加。 

参加者→藤浩志（かえっこ）、伊達伸明（ウクレレ）、江村耕一（デザイナー）、雨森信（ブレ

ーカープロジェクト）、松村若子（かえっこ）歴史博物館職員 5名、（ファシリテーター・吉澤

弥生・recip） 
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2012 年 1 月 28 日（土） 

西成区地域福祉アクションプラン「区民フォーラム」 

「つながり」をテーマに、オモチャのワークショップと、にしなり子ども記者クラブワークシ

ョップ。 

（1）にしなり子ども記者クラブ記者クラブ員は、写真部員＆インタビュアー＆ライターの 3

人ひと組が、大人のグループを回って、調査。 

聞いたこと→子どもの頃の遊びや、遊び場所を教えてください 

お年寄りの多くの答え→おじゃみや探偵 

子ども達の驚きの発見→昔の人は、おやつは家で作っていた★ 

 

（2）オモチャのワークショップ「ハヘン（破片）の力（ちから）」 

かえっこのオモチャ（破片）を利用して「巨大つながり文字」をみんなで作成!!! 

オモチャのクズ（←単体では、オモチャにもなりえないパーツ）が、集まることによって、メ

ッセージ性のあるオブジェ作品が完成。 

 

2012 年 3 月 18 日（日） 

第 24 回建物を持たない児童館 あそび広場 in 児童館フェスタ!! 松通公園 （雨天中止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2011.6.5 第８回子ども元気まつりかえっこバザール 天下茶屋公園） 

 

 

 

（かえっこクラブ 松村若子） 
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Ⅱ．2011年度会計決算（案） 

 

収入の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予　算　額 決  算  額 備　　　考

300,000 196,000

西成区社会福祉協議会 100,000 81,000

西成区善意銀行 100,000 45,000

大阪府善意の箱事業委員会西成支部 100,000 70,000

400,000 3,043,651

子ども元気まつり事業助成 100,000 0

公益財団法人　キリン福祉財団助成金 300,000 300,000

新しい公共の場づくりのための
モデル事業助成金

0 3,038,100

新しい公共の場づくりのための
モデル事業助成金大阪府へ戻入

0 △ 294,449

30,000 25,000

50,000 20,400

7,706 16,210

142,294 142,294

930,000 3,443,555

特　　別　　助　　成　　金

寄　　　　付　　　　金

事　　業　　収　　入

雑　　　　収　　　　入

前　　年　　度　　繰　　越　　金

合　　　　　　　　　計

項　　　　　　　　　　　　　目

事　　業　　助　　成　　金
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支出の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予　算　額 決　算　額 備　　　考

140,000 83,831

消　　　耗　　　品　　　費 35,000 2,500

通　　信　　運　　搬　　費 5,000 880

事　　　務　　　局　　　費 100,000 80,451

45,000 77,018

ミ　ニ　コ　ミ　紙　ハ　ギ　ッ　ズ 40,000 77,018

ホ　　ー　　ム　　ペ　　ー　　ジ 5,000 0

140,000 105,275

講　座　諸　経　費 20,000 22,550

フ　リ　ー　マ　ー　ケ　ッ　ト 30,000 16,863

子　育　て　の　集　い 60,000 30,000

地　域　活　動　助　成　金 30,000 35,862

400,000 3,061,764

子ども元気まつり 100,000 18,113

公益財団法人　キリン福祉財団

子どもの遊びの広場・つながり作り事業

新しい公共の場づくりのための
モデル事業

0 2,743,651

5,000 0

200,000 115,667

930,000 3,443,555

特　　別　　事　　業　　費

300,000 300,000

雑　　　　　　　　　費

繰　　　　越　　　　金

合　　　　　　　　　計

項　　　　　　　　　　　　　目

事　　　　務　　　　費

広　　　　報　　　　費

事　　　　業　　　　費
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会計監査報告 

（別紙-印鑑押印のコピー） 

 

 ２０１１年度、わが町にしなり子育てネット収支決算に関し、会計帳簿並

びに事務執行に関する諸帳簿について監査を行いました結果、すべて適正

に処理されていると認めましたので、ここに報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２年５月３１日 

 

わが町にしなり子育てネット監事 

大 阪 市 立 千 本 保 育 所 

所   長    三浦  さよ子㊞ 
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Ⅲ．わが町にしなり子育てネット 2012年度の運営について(案) 

 

 

１＞昨年総会での提案をふまえ、昨年の８／１８、９／２２、１０／２７の３回にわたってあり方

検討会を開催するとともに、内閣府の「新しい公共支援事業」（ひとづくり・つながりづくり事業）

を通して子育てネットのあり方を話し合ってきました。 

 

２＞これまでもこれからも変わらない子育てネットの使命は、「孤立する排除される子どもや保護

者をなくす」ことです。そのためにネットが担うべき役割は、当事者である子どもや保護者とつな

がることであり、子育てや教育にかかわる公的資源と主任児童委員さんなどの人的資源とのつなげ

ていくこと、子育てや教育にかかわる人材や資源を育んでいくことにあります。 

 

３＞内閣府の「新しい公共支援事業」を使った「ひとづくり・つながりづくり事業」は、この使命

を具体化するための西成区役所と子育てネットの協働による事業です。大阪市で唯一、全国で唯一、

中学校区単位で支援関係者が困難を抱えている子どもや保護者のことを相談できる場を持っている

のが西成区要保護児童対策地域協議会（要対協）です。 

 

４＞この要対協の取り組みがより一層力を発揮できるようにするために、気になる子がいたり、様

子を見に行く、話を聞きに行く必要がある時にすぐに駆けつけられるフットワークの軽いボランテ

ィアを育成登録すること。子どもを産み育てようとする人、いま子どもを育てている保護者を子育

てネットに登録してもらいメール情報を発信することの２つの取り組みを西成区役所と相談してい

ます。 

 

５＞この事業は来年（2013 年）3月までの事業です。私たちが考えたプランを今、西成区役所の方々

に提案しています。どのようなことが可能でどのようなことが不可能か、しっかりと議論をして実

施可能な計画をつくりたいと思います。これからは地域住民のニーズや要望をふまえそれぞれの区

役所が取り組みを決めていくということですからぜひ西成区役所には決断してほしいと思います。 

 

６＞市政運営の基本方針には「Ｈ24 年度の政策課題と主な取り組み」として「児童虐待対策 切れ

目のない総合的な支援を行えるよう、虐待の発生を予防し、早期に発見・対応できる体制を一層強

化するとともに、虐待を受けた子どもの保護・自立支援に向けて社会的養護体制を強化する」こと

が明記されています。私たちの提案は市政運営の基本方針にもぴったりと一致するものです。 

 

７＞昨年来、子育てネットの加盟団体のあり方に大きな影響を与える大阪市の改革が進められてき

ています。子ども・子育てプラザや市民交流センターはこれまでも子育てネットの事務局機能を献

身的に支援してくれてきた施設でした。今池こどもの家やこどもの里も子育てネットの活動を先頭

に立ってすすめてきた施設でした。 
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８＞子育てネットの取り組みは 5月に大阪市がまとめた「市政改革プラン(素案)-新しい住民自治の

実現に向けて-基本方針編」に示されている「地域社会の将来像」に重なります。同プラン方針編に

はこうした多様なコミュニティの実現へ多様な協働と市民による自立的な地域運営、地域資源の循

環を支援することが地域活動を支える「かなめ」である区役所の役割であると述べています。 

 

９＞「地域社会の将来像」の具体化にむけてた多様な協働と市民の自立的な地域運営、地域活動を

支える西成区役所ならではの取り組みを大いに期待するものです。結成から 13 年目を迎える子育て

ネットも子どもや保護者、地域社会をとりまく環境の変化をふまえ、ミッションの具体化へむけた

今後のあり方を加盟団体の皆さまや区内の諸団体の皆さまとじっくりと意見交換をしていきます。 

 

（わが町にしなり子育てネット代表 谷川 雅彦） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８．２０あそパー水あそびまつり 西成公園ちびっこ広場） 
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１．新しい公共支援事業 
 

 

「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」企画提案書 

 

 新しい公共の場づくりのためのモデル事業について、次のとおり関係書類を添付して応募 

します。 

 

１．応募者情報（該当する□にチェック、以下同様） 

（本事業の主担当者となる NPO 等について記載） 

団体の種類 □特定非営利活動法人 □公益法人 □一般社団・財団法人 

□特例民法法人 □社会福祉法人 □学校法人 □地縁組織 

□協同組合 ☑任意団体・ボランティア団体（法人格なし） 

□その他（              ） 

団体・組織名 わが町にしなり子育てネット 

主たる事務所の所在地 大阪市西成区梅南１－２－６ 

本件の担当者氏名 寺本 良弘 

電話番号 ０６－６５６３－１１５８ 

メールアドレス teramoto@n-net.gr.jp 

ホームページ http://Haginet.2.pro,tok2.com/ 

団体設立年月日 西暦  2000  年 5 月 24 日 

法人設立登記年月日 西暦    年  月  日 

活動目的 「いつでもどこでもみんなで子育て」をスローガンに子育てや子育ちの主

体は保護者や子どもであるということを認識しながら運動の広がりと専

門性のある支援の輪をひろげること。 

主たる活動範囲 ☑市区町村内（大阪市西成区） □都道府県内 

□複数都道府県内（        ） □全国 □海外   

会員数（社員総数） 加盟 73 団体 ※別紙参照 

事務局体制 有給常勤（ ）名  有給非常勤（ ）名 

☑無給常勤及び無給非常勤（５）名 

収入総額 直近の事業年度（2,464,492）百万円 

（西暦 2010   年 4 月～  2011  年 3 月） 
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「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」 

事業継続の可能性について 

 

 新しい公共の場づくりのためのモデル事業について、事業終了後（平成 25 年 4 月 1日 

以降）における実行計画は、以下のとおりです。 

 

新しい公共の場づくりのためのモデル事業について、事業終了後（平成 25 年 4 月 1日 

以降）における実行計画は、以下のとおりです。 

 

 

１） 事業を活用して養成した人材は人材バンクに登録し、西成区児童虐待防止・子育て支援連

絡会と連携しながら支援を要する子どもや保護者の発見に努め有効な活用をすすめてい

きます。 

 

２） 支援方策についても西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会と連携することはもちろん、

スーパーバイザーからの意見やアドバイスをいただくようにします。 

 

３） 養成した人材を人材バンクに登録し、支援者間の交流や連携をはかるための場を定期的に

開催するとともに、スーパーバイザーとの交流や連携の場も提供していきます。 

 

４） 事業終了後の人材育成講座やステーションの運営などについては、人材バンクを有効に活

用していきます。 

 

５） 西成区内で人権問題に取り組む企業のネットワークである「大阪市企業人権協議会西成支

部（代表：イズミヤ株式会社）に協力を呼びかけ、企業の社会貢献、地域貢献としての「子

育て応援団（スポンサー）制度」の導入や認定ＮＰＯ法人の取得、寄付会員の募集など安

定的な資金の調達をはかっていきたいと考えています。 

 

６） 重点化枠を活用し、子育てネットの今後のあり方検討を行い、先進事例や実践との交流や

視察、認定ＮＰＯ法人制度や寄付税制の勉強などを積み重ね、自主事業の起業を検討して

いきます。 
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事業概要書 

１．事業概要 

事 業 名 「児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり”、“つながりづくり”」事業 

目的・趣旨 ・西成区は子育て困難家庭が集中している地域である。（生活保護、非課税世帯、

シングル、その他世帯、障害者など） 

・困難を抱えている家庭、人ほど社会とのつながりが弱く、必要な情報が届かな

い。 

・課題や問題が幾重にも重なり、行政だけでは解決できない課題が噴出している。

・こうした保護者の責任や努力ではどうにもならない、しかし、行政の制度やサ

ービスが不十分なところに今日の子育て支援の課題が集中している。 

・わが町にしなり子育てネット（以下、子育てネットと略す）の 11 年間の活動

の成果を土台に、このすき間を埋めるための「ひとづくり」と「つながりづく

り」に取り組みたい。 

・どんなに困難な状況にあっても決して人が人を見捨てることのない、そんな人

がたくさんいる、そしてたすけあい、おせっかいのあるまちづくりをめざした

い。 

 

具体的な事業内容 

 

 

 特  徴 

 

 

 

 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体にどのような事業を実施するのかについて記載してください。 

 

（１）児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり”（パーソナルサポート）事業

 

児童虐待防止と子育て支援のために決定的に重要なことは施設やサービスだ

けではない。孤立したり排除され困っている人を決して見捨てないという関係で

あり人である。子育てネットでは西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会（西成

区要保護児童対策地域協議会）に結成当初から参加するとともに、大阪で唯一、

中学校区単位で気になる子どもや保護者の情報を持ち寄って支援の必要性や方

法、役割分担を話し合うケア会議の設置を提案し、そのコーディネート役を担っ

てきた。ケア会議には保育所や学校、児童相談所（こども相談センター）などか

ら様々な困難を抱えた子どもや保護者の問題が持ち込まれる。しかし、既存の制

度やサービスだけでは解決できない問題が多々出てきている。 

 こうした問題に制度やサービスの枠を超えて取り組んでいくための人材（パー

ソナルサポート）が求められている。 

（２）で取り組む子育てネットへの個人登録を通じて寄せられた相談やニーズに

ついては、まず行政サービスに誘導することを基本とするが、既存の制度やサー

ビスだけでは解決できない問題がでてくることが想定される。こうした課題解決

のための人材が必要である。 

 子育てネットでは、NPO 法人子育て運動えんと連携し、厚生労働省、大阪府、

大阪市からの委託を受け児童虐待をしている親の回復支援プログラムを提供し

てきた。また、旧芦原病院（現浪速生野病院）と連携し、小・中学校・夜間高校

へのいのちの教育（性教育）の出前授業に取り組んできた。さらに、西成障害者
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会館と連携し、発達の気になる（障害のある子も含む）親子のための問題解決機

能をもったサロンづくりにも取り組んできている。これらの取り組みを通じて子

育てや教育の現場で働く関係者とのネットワークや支援に取り組んできている。

 こうした実績を活かして児童虐待防止・子育て支援をすすめていくために求め

られている「人材育成講座」を子育てネットに参画する機関や団体はもとより広

く大阪府全域を対象に呼びかけて実施する。 

 育成した人材を登録する「児童虐待防止・子育て支援人材バンク（仮称）」を

発足し、養成した人材が継続して活動できる仕組みを整える。   

また、これまで子育てネットに関わってきた学識経験者、行政・保育所・幼稚

園・子育て支援機関の OB や養成講座の講師を「児童虐待防止・子育て支援スー

パーバイザー（仮称）」として登録する仕組みを整える。 

子育てネットの現在の事務所は「連絡先」であり、専従スタッフも配置できて

いない。こうした事業をすすめていくための事務所を借りる。 

この事務所は「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」実施のための事務

所としてスタートするが、事業終了後は、西成区内で人権問題に取り組む企業の

ネットワークである「大阪市企業人権協議会西成支部（代表：イズミヤ株式会社）

などに協力を呼びかけ、企業の社会貢献、地域貢献としての「子育て応援団（ス

ポンサー）制度」の確立を追求することや子育てネットのフリーマーケットに出

店してくれる保護者の共同出資による「フリマー常設店舗」（銭湯の脱衣箱のよ

うなスペースを有料でレンタルする）などを企画し、継続的に維持できるように

していく。 

① 児童虐待防止・子育て支援育成講座の開催 

② 児童虐待防止・子育て支援人材バンク（仮称）の発足 

③ 児童虐待防止・子育て支援スーパーバイザー（仮称）登録制度スタート 

④ 児童虐待防止・子育て人材バンク（仮称）ステーションの開設 

 

（２）人とひとの豊かな“つながりづくり”事業 

 

 孤立し、排除される子どもや保護者が増加している。子育てネットでは孤立し、

排除される子どもや保護者をなくし、人と人が豊かにつながり支えあえる「子育

ての集い」（12 年目）、「子ども元気まつり」（7 年目）、「フリーマーケット」（9

年目）、「にしなりあそぼパーク」（2年目）などの様々な事業を実施してきた。 

これらの取り組みの呼びかけは、区役所がわが町にしなり子育てネットととも

に発行する子育て支援情報紙ハギッズ（12 年目、年 6回Ａ４版 4ページ＠３００

０部発行）や子育てネットのホームページ、区政だよりなどを通じて情報発信し

ている。 

 こうした取り組みを土台に子育てネットへの「個人登録制度」を導入し、登録

した家庭の携帯電話（保有率 9割を超える）へ直接子育てネットの取り組みや子

育て関係機関の情報を発信できるようにするとともに、会員の相談やニーズの発
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【重点化枠】に 

係る事業内容 

見に役立てる。 

 とりわけ発見された会員の相談やニーズについては、まずは子育てネットのネ

ットワークを通じて適切な対応のできる窓口（行政サービス）に誘導する。しか

し、既存の行政サービスで対応できない課題については（１）で取り組む「児童

虐待防止・子育て支援人材バンク（仮称）」や「児童虐待防止・子育て支援スー

パーバイザー（仮称）」への誘導や支援につなげていく。 

 個人登録にあたっては母子手帳の申請の際に、窓口で子育てネットのリーフレ

ットを配布するなどの工夫と仕掛けづくりを西成区役所や西成区社会福祉協議

会、子育て・教育関係機関とで検討する。 

運営、コーディネート機能は児童虐待防止・子育て人材バンク（仮称）ステー

ションに置き、保護者等が身近に相談できる窓口機能、支援者間の情報提供、支

援者からの相談やスキルアップのための学習会等の企画・実施をすすめる。 

  

① 個人登録システムの開発 

② 個人情報保護指針・マニュアルの作成 

③ わが町にしなり子育てネットのリーフレット作成 

④ 事業チラシ・ポスターの作成 

⑤ ボランティア養成講座の実施 

⑥ メールニュース発行 

 

（３）子育てネット「ひとりだち」検討事業 

 

 わが町にしなり子育てネットは、任意団体であり、公的な事業への依存率が高

いという問題を抱えている。「新しい公共支援事業」終了後を見据えてこうした

体質を根本的に改善し、自立した組織として新しい公共の場を運営できるように

なるために以下のような取り組みを始める。 

 

①  子育てネットあり方検討会の開催 

子育てネットのミッション、現在の事業のあり方、新しい公共の場としての

ネットワークのあり方、自主事業などについて検討する。 

②  先進事例・実践交流会の実施 

西成区外や他府県の先進的な取り組みに学ぶため現地視察・交流を実施する。

③  認定ＮＰＯ法人制度、寄付税制制度等の勉強会の開催 

 認定ＮＰＯ法人制度、寄付税制制度について勉強し、子育てネットの今後

あり方の参考にする。 

支援による具体的な

成果内容 

 

（１）の取り組みによって、第 1に西成区における児童虐待防止・子育て支援に

取り組む核となる人材を育成することができる。第 2に児童虐待防止・子育て支

援の中学校区単位でのケア会議への支援体制を充実させることができる。 

（２）の取り組みによって、第 1に子育て中の保護者と双方向の関係づくりのき
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っかけができる。第 2にこのきっかけを通じて子育て中の保護者の悩みや相談を

発見し、子育てネットに加盟する専門機関へ誘導することができる。 

 以上の取り組みを通じて、行政では十分に対応できない児童虐待防止・子育て

支援の取り組みに官民協働の新しい公共の場を創造することができる。 

 西成のひとづくり、つながりづくりの取り組みの成功は、他地域へも広がり、

児童虐待防止・子育て支援に取り組む人間を中心とした新しい公共の場を創造す

ることにつながる。 

 

事 業 費 

 

 

6,808,000 円 

実施期間  平成 24 年 4 月１日（日）～平成 2５年 3月 31 日（日） 

実施地域 ☑府内全域 ・ その他（               ） 

 

大阪府新しい公共支援事業モデル事業補助金交付申請書 

 

標記の補助金を下記のとおり受けたいので、大阪府新しい公共支援事業モデル事業補助金交付

要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

補助事業の目的及び内容 

西成区は子育てに困難を抱えている家庭が多く、具体的支援

のための「人づくり」「つながり作り」を目的に行政サービ

スやネットの情報を速やかに伝えるための「携帯メールや E

メールアドレス」の登録会員の拡大を図ると同時に具体的支

援のためのコーディネーターやスーパーバイザー、また、保

育所送迎ボランティアなどの人材登録活動を展開します。 

補助事業の経費の配分 別紙１のとおり 

補助事業の経費の使用方法 別紙３のとおり 

補助事業の完了の予定期日 平成 25 年 3 月 31 日 

補助事業の遂行に関する計画 別紙２のとおり 

交付を受けようとする補助金の額 金 ５，５００，０００円 

補助事業の経費

のうち補助金に

よって賄われる

部分以外の部分

に関する事項 

負担者 会員及び諸団体 

負担額 金１９０,９６０円 

負担方法 寄付 
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補助事業の効果 

「児童虐待防止・子育て支援のための人づくり（パーソナル

サポート）事業」の取り組みによって、第１に西成区におけ

る児童虐待防止・子育て支援に取り組む核となる人材を育成

することができる。第２に児童虐待防止・子育て支援の中学

校区単位でのケア会議への支援体制を充実させることができ

る。 

「人とひととの豊かな“つながりづくり”事業」の取り組み

によって、第１に子育て中の保護者と双方向の関係づくりの

きっかけができる。第２にこのきっかけを通じて子育て中の

保護者の悩みや相談を発見し、わが町にしなり子育てネット

に加盟する専門機関へ誘導することができる。以上の取り組

みを通じて、行政では十分に対応できない児童虐待防止・子

育て支援の取り組みに官民協働の新しい公共の場を創造する

ことができる。西成の人づくり、つながりづくりの取り組み

の成功は、他地域へも広がり、児童虐待防止・子育て支援に

取り組む人間を中心とした新しい公共の場を創造することが

できる。 

 

 

 

補助事業の遂行に関する計画 

 

市町村長名又は協議体の代表者名（ わが町にしなり子育てネット代表 谷川 雅彦 ） 

事業区分 大阪府新しい公共の場づくりのためのモデル事業 

事業の名称 「児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり・つながりづくり”」事業 

協働する各主体名又

は協議体の構成員名 
わが町にしなり子育てネット（別紙添付） 

事業期間 交付決定日～平成２５年 3月 31 日 

事業を実施する地域 大阪市 



 61

事業の内容 

（1）児童虐待防止・子育て支援のための“人づくり事業 

子育てに困難を抱えている家庭に対し、具体的支援のための「人づく

り」「つながりづくり」を目的に、行政サービスや制度の枠を超えて取り

組む人材育成・登録と、行政サービスや様々な子育て情報を速やかに伝

えるためのメールマガジン・情報の配信など行うための登録会員システ

ムを策定する。 

これから子育てする家庭や子育て中の家庭の登録会員の拡大を図ると

ともに、家庭への具体的支援のためのコーディネーターやスーパーバイ

ザーの登録と家庭訪問や家庭に当事者のニーズに応じたサポートを展開

するために以下の事業を行います。 

◆児童虐待防止・子育て支援育成講座実施（6回） 

 内容：児童虐待予防と対応 「知ることからはじめよう」 

講師に薬物依存セクシャルマイノリティ、被虐待体験、DV など児童虐待

とも関連性の高い問題を当事者を招いて学ぶとともに、その子育て支援

の為に必要なことや地域ができることを学ぶ 講師は調整中 

 

◆児童虐待防止・子育て支援人材バンクの発足 

 上記講座で養成した人材を登録し、養成した人材が継続して活動でき

る仕組みを整える。 

◆児童虐待防止・子育て支援スーパーバイザー登録制度スタート 

 学識経験者、行政、子育て支援機関のＯＢ等をスーパーバイザーとし

て登録する。 

◆児童虐待防止・子育て支援ステーションの開設 

 

（2）人とひととの豊かな“つながりづくり”事業 

◆個人登録システム開発 

 登録した家庭の携帯電話へ直接、子育てネットの取り組みや子育て関

係機関の情報を発信する。また、会員の相談やニーズの発見に役立てる。

◆個人情報保護指針・マニュアルの作成 

◆わが町にしなり子育てネットリーフレット作成 

 個人登録システム周知のためのリーフレットを作成し、母子手帳申請

の際などに配付する。 

◆事業チラシ・ポスターの作成 

◆ボランティア養成講座の実施（６回） 

 内容：子育て支援の基礎・基本から傾聴・受容のスキルと子育て及び

児童虐待予防における地域の役割など  講師は調整中 

 

◆メールニュース発行 
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（3）子育てネット「ひとりだち」検討事業 

「新しい公共の場づくりのためのモデル事業」終了後を見据えて、任

意団体としての根本的な課題の解決に取り組み、自立した組織としての

新しい公共の場を運営できるようになるために以下のような取り組みを

始める。 

◆子育てネットあり方検討会の開催（ ３ ）回 

◆先進事例・実践交流会の実施（ １ ）回 

◆認定 NPO 法人制度、寄附税制制度等の勉強会の開催（３回） 

講師は調整中 

その他特記事項 
2012 年度は重要化枠を活用し（3）の取り組みを実施していきます。 

 

 

 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 

 

 

 

～メ モ～ 
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要保護児童対策地域協議会イメージ図（案） 
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２．各部門活動計画 

 
① 広報部会 

・ハギッズ 

平成２４年度（５月第６９号）より西成区役所子育て支援室が、にしなり子育て情報紙とし

て引き続き発行し、わが町にしなり子育てネットは編集協力をいたします。 

（西成区役所子育て支援室） 

 

・ホームページ編集ボランティアグループ  

たんぽぽ 

1.平成 24 年度 活動目標 

 ホームページを通じて子育て情報や身近な情報を公開することにより、家にいても子育て情

報や地域の情報を手に入れることができます。イベントの情報を見て催しに参加したり、保育

ボランティアに子どもを預けてさまざまな講座に参加してくださる方もいます。たくさんの人

と出会い、ふれあいながら 親子、共に成長し楽しく子育てができることを願い編集広報活動

を続けていきます。いつの時代でも子どもを育てることには悩みがついてくるものだと思いま

す。いろいろな子育ての情報をホームページを通じて知ってもらうことで、子育てに役立てて

ほしいと思います。一方的に情報を送るだけでなく、双方向で情報のやりとりが出来るように、

内容を広げていきます。メールマガジンの配信により、携帯電話で、手軽に情報を受け取れる

ようにしていきます。子どもたちの健やかな成長を願ってホームページを作成し、運営してい

きます。 

子育て支援施設や関係機関と話し合いを深め、ホームページでの表記の仕方・サイト内のペ

ージの充実などを図っていきます。 

 メールマガジン受信者は、３月末現在で 46 人です。今年度は、人作りつながりづくり事業の

中で、各機関･施設からの情報だけではなく、旬な生活情報・子育て情報も合わせて発信してい

きます。 

 

2.実施日程・内容・その他 

 

実施予定 計画内容 

４月 ・ 編集会議・講習会 

・ サイトの運営と管理 

・ 活動報告と活動計画作成 

・ メールマガジン発信 

5 月～翌年 3月 ・ 編集会議・講習会 

・ サイトの運営と管理 

・ メールマガジン発信 
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3.予算について 

  ・善意銀行からの助成金の範囲で、行える活動をしていきます。   

  

 (子育てネットホームページ編集ボランティアグループ たんぽぽ) 

 

② 子育てサークル部会 

・ 西成区南エリアでのサロン０．１．２（玉出西公園）の取り組みを引き続き実施します。 
・ 公園での取り組みをさらに周知していき、親同士の出会いの場・子育て情報収集の場・子

育て相談ができる場として継続して取り組んでいきます。 
・ 高齢者、在宅の親子の世代間交流も含めた「西成大好きふれあい運動会」を開催します。 
   日時：２０１２年１０月１７日（水）１０時～１１時３０分 
   場所：梅南多目的スポーツ広場 
・サークル活動については依頼や相談に応じるようにします。 

（松通子育て支援センター 山内 洋子） 

③ 児童虐待防止部会 

・ＭＹ ＴＲＥＥペアレンツ・プログラム 

２０１２年度実践予定 

 ＮＰＯ法人子育て運動えんでは、わが町にしなり子育てネットの協力を得て、２０１２年

度も地域の子ども虐待防止の活動や地域虐待防止ネットワーク実践者対象の学習会等を企画

していきたいと考えています。 

（ＮＰＯ子育て運動えん 伊藤 悠子） 

④ 発達応援部会 

  ◆発達が気になる子ども（障がいのある子どもも含む）とその保護者へのサポート 

２０１１年度の課題や反省点を踏まえて、部会のあり方を検討します。 

１）発達応援部会のあり方について 

  発達応援部会の運営体制や機能の見直しなど検討します。 

２）相談活動 子どもの成長、発達や子育てを中心とした相談窓口として地域に周知します。

また外出が困難な家庭や訪問希望のあった家庭への訪問相談を実施します。 

  ※訪問相談は西成区子育て支援施設連絡会より派遣します。 

３）ほっとサロン・あん開催 

  毎月第 3土曜日 午後 1時 30 分～午後 3時 00 分 西成区子ども・子育てプラザにて 

  ほっとサロン・あん パパくらぶの実施 

  ３ヶ月に１回程度 第３土曜日 午後１時 30 分～3時 00 分 ネットハウス 

  アドバイザー 愛染橋保育園 園長 小谷 啓二さん 

４）学習会開催 年２～３回程度 

  スタッフ、ピアサポーター、ボランティアとともに学びます。 

 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 
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⑤ 特別部会など 

・第９回子ども元気まつり 

日時   ２０１２年５月１３日(日) 午前１１時～午後２時過ぎ 

場所   西皿池公園 

主催   わが町にしなり子育てネット 

後援   岸里連合振興町会、西皿池公園愛護会、西成区社会福祉施設連絡会 

西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議、西成区社会福祉協議会 

西成区地域福祉アクションプラン推進委員会、西成区民生委員協議会 

主旨   みんなでつくろう 子ども元気まつり ～いつでもどこでもみんなで子育て～ 

乳幼児からお年寄りといった｢誰でも集う事ができる公園づくり｣を地域の皆さん 

と一緒に取り組んでいきたいと考えています。そして将来、次世代を担う子ども 

を中心とした活動に多くの人が関わることで、人と人のつながりが深まり、福祉 

の町づくりに発展する事を目指しています。 

スローガン つくろう あそぼう つながろう 

開催内容  ①子どもハローワーク ②かえっこバザール ③あそび・工作コーナー 

         ④乳幼児コーナー   ⑤飲食コーナー   ⑥フリマコーナー 

         ⑦かえるポイント直営店   ⑧展示・体験コーナー（環境事業局・消防署・ 

区役所市民協働課） 

 

(こどもの里 杉村 次郎) 

・第１４回子育ての集い 

【日 程】２０１３年３月６日（水） 

【場 所】西成区民センター 

◆「いつでも どこでも みんなで子育て」を合言葉に、子育ての集いが始まってから今日

までを振り返り、在宅で子育てしている家庭が“子育ての集い”をきっかけの場としてたく

さんの人や機関とつながりを広げられるようなイベントにしていきたい。 

講習講座部会が開催してきた３つの「親子で楽しくあそぼう会」を終了したので、来年度は

その集約としての意味も込めて「第１４回子育ての集い」を開催する。 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 

 

・西成区子育て支援施設連絡会 

 今年度は新たに育児教室と妊産婦教室での子育て支援施設及び子育て関連の情報提供と継

続した西成区子育て支援施設連絡会の活動（定例連絡会、乳幼児健診での子育て関連の情報提

供、など）を実施します。 

また、今年度も毎月第３水曜日にふたごちゃん、みつごちゃんのサロンを開催します。 

2012 年 7 月 7 日（土）午前は「びーんず・くらぶ」発信の活動を実施します。（同窓会） 

 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 
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・にしなり☆あそぼパーク Project 

あそぼパークの目指すもの (２０１０年４月発足) 

２０００年にわが町にしなり子育てネットが発足し、２００３年には西成区のアクションプラ

ンもでき｢公園｣が｢人と人のつながりの場｣となるための様々な活動に取り組んできました。 

子育てネットは｢いつでもどこでも、みんなで子育て｣を合言葉に区をあげて公園の遊びの環境

づくりを進めていきたいと考えています。乳幼児からお年寄りといった｢誰でも集う事ができ

る公園づくり｣を地域の皆さんと一緒に取り組んでいきたいと考えています。そして将来、次

世代を担う子どもを中心とした｢あそびの環境づくり｣の活動に多くの人が関わることにより、

人と人のつながりが深まり、福祉の町づくりに発展する事を目指しています。 

あそぼパーク共通スローガン 

あそぼパークの目指すものを地域に広く理解していただく必要があります。それにはまず、子

育てネットが取り組む「新しい地域福祉活動」としての取り組みであるという共通認識を深め

ていかなくてはいけません。 

共通スローガン  

      ○公園で、あそぼう （元気な外遊び） 

○公園で、つくろう （にしなり夢の町） 

○公園で、つながろう（こどもからお年寄りまで） 

 

２０１２年度具体的な計画（案） 

   子育てネットが取り組む｢新たな地域福祉活動｣としての取り組み「にしなりあそぼパー

ク」 

   ○生きた五感を育む遊びの 6つの要素「自主・自立（律）・自由・自分（仲間）・ 

自尊・自然」 

    自主（与えられたものではなく、子どもが主体的な遊び場づくり） 

    自立（手間、ひまをかけ、生きる力を育む遊び場づくり） 

    自由（自由さと地域のつながりを感じる事のできる遊び場づくり） 

    自分（多世代の交流と地域との協働でつくる遊び場づくり） 

    自然（自然や環境を考え感じる事のできる遊び場づくり） 

自尊（夢や希望を感じる事のできる遊び場づくり） 

（1）年間活動計画（案） 

    ①あそパー隊養成講座Ⅰ・Ⅱ 夏期・秋期 

    ②第 6回～第 10 回のあそぼパークを実施（以下日程・内容は案） 

     ※他の事業・取り組みとの兼ね合いをみて負担の無いように連携していく必要 

がある 

     ※冒険遊び・自然遊びの要素を考える時、季節に合わせた活動展開をする。 

     ※何よりも、地域との協働を大切にする。 

    春 子ども元気まつり 夏 大水あそび 秋 フリマ・運動会  

冬 農園野外料理        
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    ○子ども元気まつり         ５/１３（日）西皿池公園 

    ○あそパー「みずあそびまつり」   ８/２４（金）西成公園 

    ○西成大好きふれあい運動会    １０/１７（水）梅南グランド 

    ○あそぼパーク「フリーマーケット」１１/１１（日）南津守中央公園 

    ○あそぼパーク「野外料理」     ２/２４（日）ピヨちゃん農園+ 

西成公園 

     すべて日程は予定ですので変更の可能性があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2012.1.15 あそパーin 長橋３公園） 

 

 

 

子ども元気まつり 

あそびの広場 

公園広場(乳幼児親子) 

 

公園事業委員会 

 

公園基礎調査 

公園情報調査 

ニーズ把握 

公園調査事業委員会 

プレイワーカー養成 

プレイパークづくり 

地域住民との協働 

プレイパーク事業委員会

広報事業委員会 
公園マップ作成と活用 

ホームページ 

地域・関係機関との協働



 69

先駆的？世代をこえて 

子育て支援の大切さは社会でも認知されてきましたが、小中学生の居場所の問題特に、中学生の居場

所の問題については、児童福祉の世界においても「忘れられた存在」です。そこに注目した活動あそ

パーは、「子育ち支援」の活動なのです。 

開拓的？まちの資源を有効活用 

新しいものを作るのではなく、もともと町にある資源にもう一度目を向けてみようという事です。「公

園」という資源に、人的資源でもある「地域住民」の力を引き出すしかけをつくる事で、人と人のつ

ながりを再生していく活動。まさに開拓的事業でしょう。人と人のつながりが自然発生的に生まれる

ことが難しい現在、「あそパー」というしかけをもってつながりづくりを目指します。 

 

□「  FOR   WITH   BY 」 

    （～の為に）  （～と一緒に）  （～自身で） 

▼２０１０年度に生まれたこの事業は、現在はＦＯＲ(つながりを再生する為に)の段階です。地

域のつながりづくりをする為のしかけを考え始めています。 

▼ＷＩＴＨ(地域の方と一緒に)の段階に進む時。 

行政や施設の人間が全てやってしまうのでは地域福祉は進みません。地域の方に理解してもらい、

地域の方と一緒に取り組んでいきたいと考えています。時間のかかる事ですが、一番大切なこと

だと思っています。 

▼この活動が運動的拡がりをみせ、ＢＹ（地域住民自身が）の段階に達し、子育て・子育ちにや

さしい福祉の町にしなりになる日を目指してゆったりとコツコツ進めていきましょう。 

 

あそぼパークのビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(今池こどもの家 西野 伸一) 

 

 

・橘東児童遊園地・公園ひろば 

今年度も、毎月第 2金曜日 午前 10：45～11：15 橘東児童遊園地で実施します。 

玉出西公園ひろば、天下茶屋公園ひろばとともにポスターなどを作製し、公共機関をはじ

め地域や病院、スーパーマーケットなどに協力依頼をしながら、宣伝・アピールに努めてい

きます。 

 

（つどいの広場・わいわい 関口 淑枝） 
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Ⅳ．2012年度会計予算（案） 

 

収入の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予　算　額 前年度予算 備　　　考

200,000 300,000

西成区社会福祉協議会 100,000 100,000

西成区善意銀行 0 100,000

大阪府善意の箱事業委員会西成支部 100,000 100,000

5,800,000 400,000

子ども元気まつり事業助成 100,000 100,000

公益財団法人　キリン福祉財団助成金 0 300,000

近畿労金助成金 200,000 0

新しい公共の場づくりのための
モデル事業助成金

5,500,000 0

30,000 30,000

50,000 50,000

4,333 7,706

115,667 142,294

6,200,000 930,000

特　　別　　助　　成　　金

寄　　　　付　　　　金

事　　業　　収　　入

雑　　　　収　　　　入

前　　年　　度　　繰　　越　　金

合　　　　　　　　　計

項　　　　　　　　　　　　　目

事　　業　　助　　成　　金
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支出の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予　算　額 前年度予算 備　　　考

123,000 140,000

消　　　耗　　　品　　　費 20,000 35,000

通　　信　　運　　搬　　費 3,000 5,000

事　　　務　　　局　　　費 100,000 100,000

3,000 45,000

ミ　ニ　コ　ミ　紙　ハ　ギ　ッ　ズ 0 40,000

ホ　　ー　　ム　　ペ　　ー　　ジ 3,000 5,000

120,000 140,000

講　座　諸　経　費 20,000 20,000

フ　リ　ー　マ　ー　ケ　ッ　ト 20,000 30,000

子　育　て　の　集　い 50,000 60,000

地　域　活　動　助　成　金 30,000 30,000

5,800,000 400,000

子ども元気まつり 100,000 100,000

公益財団法人　キリン福祉財団
子どもの遊びの広場・つながり作り事業

0 300,000

近畿労金助成
あそぼパーク・プロジェクト

200,000 0

新しい公共の場づくりのための
モデル事業

5,500,000 0

4,000 5,000

150,000 200,000

6,200,000 930,000

雑　　　　　　　　　費

繰　　　　越　　　　金

合　　　　　　　　　計

項　　　　　　　　　　　　　目

事　　　　務　　　　費

広　　　　報　　　　費

事　　　　業　　　　費

特　　別　　事　　業　　費
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Ⅴ．わが町にしなり子育てネット会則   

 

名    称 

   １．この会は、わが町にしなり子育てネットという。 

 事 務 所 

   ２．この会の事務所は、事務局を担当する施設内におく。 

目    的 

   ３．この会は、次のことを目的とする。 

     (1)子育てにかかわる多くの人たちが集まり、「子どもの権利、子どもの育つ力、子どもを育

む力、子どもを支える力を支援する活動」をみんなで進めていくために子育てネットワー

クを拡げる。 

     (2)子育てにかかわる人たちの連携により、「子どもたちがすくすく育つ町、にしなり」をめ

ざし、子育てにやさしく、子どもの育ちを支える地域づくりを進める。 

 活  動 

   ４．この会はその目的を達成するため次の活動を行う。 

      (1)就学前の乳幼児の子育て家庭支援の活動 

      (2)１８歳未満児童の子育ち支援の活動 

      (3)参加団体・機関等の情報交換、連携活動 

      (4)子育て支援の情報収集と公開 

      (5)子育てサークルの育成と支援 

      (6)児童虐待防止のための活動 

      (7)子育て講座等の開催 

      (8)子育ての集いの開催 

      (9)子育てに関わるニーズの把握と問題解決 

 会    員 

   ５．この会の会員は､西成区内等の子育てに関わる関係機関・施設・団体・個人とする｡ 

 賛助会員 

   ６．この会の目的に賛同する団体・会社等を賛助会員とする。 

 役    員 

   ７．この会に次の役員をおく。 

     (1)代 表   １名、副代表 若干名、事務局長 １名、事務局次長 若干名、会計 １名 

         幹 事 若干名、 監 事 若干名 

      (2)役員は総会で選出する。 

      (3)代表は、この会を代表し、その会務を統括する。 

      (4)副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。 
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      (5)事務局長は、代表の指示を受け、活動及び事務全般を処理する。 

      (6)事務局次長は、事務局長を補佐する。 

(7)会計は、代表の指示を受け、会計事務を処理する。 

      (8)監事は会計の監査を行う。 

(9)幹事は､会の日常業務の運営にあたる｡ 

      (10)役員の任期は１年とし、再任は妨げない。 

役 員 会 

   ８．この会の活動の決定は､役員をもって組織する役員会によって行う。ただし軽易な活動は 

代表または、専門部会が専決し、これを役員会に報告する。 

総  会 

   ９. (1)この会の活動計画、活動報告、予算、決算、会則の変更、役員の選任については総会で 

行う。 

(2)総会は年１回以上開催する。ただし、代表が必要と認めたときは開催しなければならな 

い。 

会    計 

   10.(1)この会の経費は助成金その他の収入をもってあてる。 

      (2)この会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 

会    議 

   11．この会の活動を推進するため、次の会議・部会を置くことができる。 

      (1)ボランティア活動の企画・推進のための部会 

      (2)公的関係機関との連携・協力のための部会 

      (3)各種活動を推進するための、専門別部会 

      (4)代表の指示の下で活動・事務等を処理調整する事務局会議 

 

(付則) 

     (1)この会は、２０００年５月２４日発足する。 

      (2)２０００年９月２２日に一部会則を変更する。 

      (3)２００１年５月２９日に一部会則を変更する。 

      (4)２００２年５月１６日に一部会則を変更する。 

      (5)２００５年５月１２日に一部会則を変更する。 

   (6)２００６年６月１日に一部会則を変更する。 

(7)２００７年６月７日に一部会則を変更する。 

(8)２００８年６月１２日に一部会則を変更する。 

(9)２０１２年６月１４日に一部会則を変更する。 
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Ⅵ．組織 

組織について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援定例会議 

毎月第 2 木曜 13:30～ 

事務局 

《構成》 

代表、副代表 

事務局長 
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役員について 

わが町にしなり子育てネット役員（案） 

 

代表 谷川 雅彦 （財）ヒューマンライツ教育財団 

副代表 荘保 共子 こどもの里 

監事 三浦 さよ子 大阪市立千本保育所 

事務局長 寺本 良弘 （財） ヒューマンライツ教育財団

事務局次長・会計 岡田 信治 西成区子ども･子育てプラザ 

事務局次長 西野 伸一 児童館 今池こどもの家 

事務局次長 関口 淑枝 つどいの広場・わいわい 

事務局次長 蕨川 晴之 わかくさ保育園 

事務局次長 金 正敏 大阪市立市民交流センターにしなり

事務局次長 平川 隆啓 子育てネットハウス 

幹事 湯川 二三四 たんぽぽ〈ホームページ編集部〉 

幹事 松村 若子 かえっこクラブ 

幹事 田村 昭 日本ボーイスカウト大阪第 106 団 

幹事 出水 敦美 西成児童館の会 

幹事 前田 梨少子 病児保育室 まつぼっくり 

幹事 畑野 慶子 つどいの広場 せいか 

幹事 別所 美子 聖化保育園 

幹事 前島 麻美 山王こどもセンター 

幹事 古谷・松本 あおば・岸里学童保育所 

幹事 山本 廣子 

難波 眞理子 

大阪市立松之宮保育所 

西成子育て支援センター 

幹事 江川 睦美 

山内 洋子 

大阪市立松通保育所 

松通子育て支援センター 

幹事 早野 久美子 大阪市立長橋第５保育所 

幹事 吉田 早苗 大阪市立北津守保育所 

幹事 小田 敏郎 西成区保健福祉課  

（地域福祉）子育て支援室 幹事 竹崎 裕美 

幹事 中島 雅代 西成区保健福祉課(地域保健活動） 

幹事 成元 勝 大阪市立西成図書館 

幹事 細田 周吾 西成区社会福祉協議会（地域活動）

幹事 杉本 千代美 西成区ボランティアビューロー 



2012年度わが町にしなり子育てネット登録団体一覧 2012年6月1日現在

ＩＤ 団  体  名 代表者（施設長） 担当者 電  話 Fax 郵便番号 住所２ 住所３ 住   所  ４

1 さくら組 相原  祐子 鈴木・中村・中島 6647-8074 6647-8074 557-0002 西成区 太子1-13-15 つどいの広場 わいわい内

2 ラポール 比嘉　勝利 上畑　圭史 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

3 たんぽぽ〈ホームページ編集部〉 湯川　二三四 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

4 すみれ〈保育ボランティアグループ〉 金田  久子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

5 こあら〈保育ボランティアグループ〉 宮城　安子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

6 かえっこクラブ 松村　若子 出水敦美・上畑圭史 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

7 西天下茶屋ボランティアグループ 森本　秀雄 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

8 キューティー・ハギーズ 松村　若子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

9 日本ボーイスカウト大阪第44団 鶴見　修已 市橋一越・粂井雪枝 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

10 日本ボーイスカウト大阪第106団 田村　昭 宮城　安子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

11 西成児童館の会 出水　敦美 川辺　康子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

12 にしなり・おもちゃ病院 朝倉　敬 中川　里美 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

13 はーと・クラブ〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ個人登録窓口〉 6630-7300 6630-7301 557-0033 西成区 鶴見橋1-4-16 子育てネットハウス

14 サポーティブハウス連絡協議会　陽だまり組 宮地　泰子 6641-9567 6646-5869 557-0004 西成区 萩之茶屋2

15 おもちゃ図書館パンダ 森嶌  末子 杉本　千代美 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区社協内

16 今池こどもの家 わんぱくクラブ 小谷　啓二 西野伸一・中谷美紀 6632-7020 6632-7020 557-0003 西成区 天下茶屋北1 今池こどもの家内

17 子育てサークル　はっぴぃ 前田　加代子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

18 育児サークル　めばえ塾 前田　晴枝 6647-8074 6647-8074 557-0002 西成区 太子1-13-15 つどいの広場 わいわい内

19 あれん会 福井　恵 6561-0007 6561-9154 557-0025 西成区 長橋2‐5‐33　 市民交流センターにしなり内

20 西成民主診療所病児保育室　まつぼっくり 前田　梨少子 6656－6105 6656-6201 557-0034 西成区 松2‐1‐35　３階

21 （NPO）こえとことばとこころの部屋 上田 假奈代 6636-1612 6636-1612 557-0001 西成区 山王1‐15‐11
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21 （NPO）こえとことばとこころの部屋 上田 假奈代 6636 1612 6636 1612 557 0001 西成区 山王1‐15‐11

22 サークル　ﾊｰﾌﾞと野菜 佐々木　優子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

23 西成区北西部保育所保護者会連絡会 川辺　康子 6561-0007 6561-9154 557-0025 西成区 長橋2‐5‐33　 市民交流センターにしなり内

24 西成子育て支援センター 山本　廣子 難波眞理子・民部美紀 6562-6308 6562-6308 557-0032 西成区 旭2-7-17 松之宮保育所内

25 松通子育て支援センター 江川　睦美 山内洋子・前田尚子 6658-9155 6658-9155 557-0034 西成区 松3-2-36 松通保育所内

26 つどいの広場 せいか 畑野　順一 畑野　慶子 4398-5326 6653-0701 557-0054 西成区 千本中 2-7-6 聖化保育園併設

27 つどいの広場・わいわい 小谷　啓二 関口　淑枝 6647-8074 6647-8074 557-0002 西成区 太子1-13-15 （旧　市立東田保育所内）

28 ファミリー・サポート・センター西成 岡田　信治 亀岡　栄子 6658-4529 6658-4529 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

29 子ども家庭支援員事業 中元　良介 荘保・関口・高岩 6659-9857 6659-2245 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区保健福祉センター福祉担当（地域福祉）

30 トライ！あんぐる 安田 幸雄 西川　喜美子 6568-0990 6568-0114 557-0024 西成区 出城2-4-12

31 西成区　保健福祉課　（地域福祉） 中元　良介

32 西成区　保健福祉課　（地域福祉）　子育て支援室 小田　敏郎

33 西成区　保健福祉課　(地域保健活動）　 山元　早苗 中島　雅代 6659-9968 6659-9085 557-0041 西成区 岸里1-5-20

34 大阪市立市民交流センターにしなり 吉尾　修 金　正敏 6561-0007 6561-9154 557-0025 西成区 長橋2‐5‐33

35 大阪市立西成障害者会館 橋本　雅行 岡田光司・笹田亜紀子 6562-5800 6562-6677 557-0025 西成区 長橋3-2-27

36 大阪市こども相談センター 阪脇　裕二 北　浩二 4301-3100 6944-2060 540-0003 中央区 森ノ宮中央1‐17‐5

37 西成区ボランティアビューロー 乾  繁夫 杉本　千代美 6656-0067 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

38 大阪市立西成図書館 成元　勝 宮崎　寛子 6659-2346 6659-8599 557-0041 西成区 岸里1-1-50

39 西成区社会福祉協議会（地域活動） 細田　周吾 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

40 大阪市立千本保育所 三浦さよ子 田中　智江 6651-0073 6651-0073 557-0055 西成区 千本南2-11-20

41 社会福祉法人　堺暁福祉会　大阪市立橘保育所楠橋　由美 6661-5813 6661-5813 557-0051 西成区 橘3-1-19

557-0041 西成区 岸里1-5-20 
新家美加・竹崎裕美
岡本洋子

6659-9857 6659-9468
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42 大阪市立天下茶屋保育所 工藤　喜美子 宿谷　尋子 6653-6010 6653-6010 557-0011 西成区 天下茶屋東2-1-12

43 大阪市立長橋第２保育所 西野　千里 河野　富子 6562-0016 6562-0082 557-0023 西成区 南開1-7-7

44 大阪市立長橋第５保育所 早野　久美子 6649-7216 6649-7203 557-0025 西成区 長橋1-6-28

45 大阪市立北津守保育所 吉田　早苗 6561-5525 6568-4789 557-0061 西成区 北津守3-5-32

46 大阪市立松之宮保育所 山本　廣子 富田　尚子 6567-3460 6567-3470 557-0032 西成区 旭2-7-17 

47 大阪市立南津守保育所 野本　福子 6658-4818 6658-4818 557-0063 西成区 南津守2-4-7-101

48 大阪市立松通保育所 江川　睦美 6659-2900 6659-2900 557-0034 西成区 松3-2-32

49 社会福祉法人白鳩会　大阪市立山王保育所 椋本　陽子 6633-7966 6633-7966 557-0001 西成区 山王1-6-10

50 （社福）大和福祉会 大阪市立松通東保育所 濱本　美佐子 6659-4083 6659-4083 557-0034 西成区 松1-5-23

51 聖化保育園 畑野　順一 別所  美子 6659-1700 6653-0701 557-0054 西成区 千本中 2-7-9

52 花園和敬学園 山本　教道 山本  篤子 6641-0845 6644-1118 557-0032 西成区 旭1-10-1

53 玉出西保育園 谷口　昌子 山本  千津子 6658-8600 6658-8600 557-0045 西成区 玉出西2-20-70

54 玉出東保育園 辻　清美 6653-6700 6653-3642 557-0043 西成区 玉出東1-6-6

55 暁光会ひかり学園 西山　善樹 本田　妙子 6562-0095 6562-0141 557-0061 西成区 北津守4-4-35

56 どんぐり保育園 小澤　力 奥田　直美　 6659-0091 6659-0091 557-0055 西成区 千本南2-9-12

57 わかくさ保育園 蕨川　晴之 近藤　祥子 6633-2965 6633-2970 557-0004 西成区 萩之茶屋2-9-2

58 大阪市立玉出幼稚園 蜷川　公子 大西　裕美 6661-4446 6661-6769 557-0044 西成区 玉出中2-13-29

59 大阪市立津守幼稚園 朝野　利彦 堂前　厚代 6661-1900 6661-7448 557-0062 西成区 津守3-1-66

60 大阪市立天下茶屋幼稚園 蔭山　純子 6661-5641 6661-5964 557-0012 西成区 聖天下1-10-34

61 こどもの里 荘保　共子 山口・前野･杉村　 6645-7778 6645-7778 557-0004 西成区 萩之茶屋2-3-24

62 山王こどもセンター 前島 麻美 菊池 晴美 6633-8415 6633-8415 557-0001 西成区 山王2-5-4
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62 山王こどもセンタ 前島 麻美 菊池 晴美 6633 8415 6633 8415 557 0001 西成区 山王2 5 4

63 児童館　今池こどもの家 小谷　啓二 西野伸一・中谷美紀 6632-7020 6632-7020 557-0003 西成区 天下茶屋北1-4-6

64 西成区子ども･子育てプラザ 岡田　信治 寺道　洋子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6

65 青空学童保育所 松本（愛） 6658-1056 6658-1056 557-0055 西成区 千本南2-9-19

66 あおば学童保育所 古谷 090-1220-8748 557-0055 西成区 千本南1-19-13

67 岸里学童保育所 松本（直） 6658-7264 6658-7264 557-0041 西成区 岸里3-3-2-103

68 （ＮＰＯ）子育て運動えん 寺本　良弘 伊藤悠子・関口淑枝 6633-2965 6633-2970 557-0004 西成区 萩之茶屋2-9-2 わかくさ保育園内

69 （財）　ヒューマンライツ教育財団　 冨田　一幸 寺本　良弘 6561-8800 6562-1221 557-0025 西成区 長橋3-7-28

（財）　ヒューマンライツ教育財団　 谷川　雅彦 6581-8535 6581-8536 552-0001 港区 波除4‐1‐37　ＨＲＣビル９Ｆ

70 西成人権協会 6561-0007 6561-9154 557-0025 西成区 長橋2‐5‐33 市民交流センターにしなり

71 西成市民館 河崎　洋充 澤村　稔 6633-7200 6633-7203 557-0004 西成区 萩之茶屋2-9-1

72 子育てネットハウス 谷川　雅彦 大谷・ 哘崎・平川・高岩 6630-7300 6630-7301 557-0033 西成区 鶴見橋1-4-16

後援 西成区社会福祉協議会 乾　　繁夫 藤野　正司 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

後援 西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議 6659-9857 6659-9468 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区役所内

(西成区要保護児童対策地域協議会）

後援 西成区主任児童委員連絡会 稲　　和代 事務局　櫻田・酒井 6659-9872 6659-2259 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区役所内

後援 西成区社会福祉施設連絡会 関　紀生 藤野　正司 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

連携 西成区役所　人権サロン・ネットワーク 石井　薫 6659-9743 6659-2246 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区役所内

連携 西成区地域福祉アクションプラン子ども部会 西前　雅晴 杉本　千代美 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区社協内

中元　良介
子育て支援室
新家美加・竹崎裕美
岡本洋子
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◆ボランティアグループ ◆保育所・保育園
団　体　名 電　話 団　体　名 電　話

６６４７－８０７４ 千本保育所 ６６５１－００７３
（つどいの広場 わいわい内） 社会福祉法人堺暁福祉会　橘保育所 ６６６１－５８１３

ラポ－ル 天下茶屋保育所 ６６５３－６０１０
たんぽぽ（ホ－ムペ－ジ編集部） 長橋第2保育所 ６５６２－００１６
すみれ（保育ボランティアグル－プ） 長橋第5保育所 ６６４９－７２１６
こあら（保育ボランティアグル－プ） 北津守保育所 ６５６１－５５２５
かえっこクラブ 松之宮保育所 ６５６７－３４６０
西天下茶屋ボランティアグル－プ ６６５８－４５２８ 南津守保育所 ６６５８－４８１８
キュ－ティ－ハギ－ズ 　(西成区子ども ・子育てプラザ内） 松通保育所 ６６５９－２９００
日本ボ－イスカウト大阪　第４４団 社会福祉法人　白鳩会山王保育所 ６６３３－７９６６
日本ボ－イスカウト大阪　第１０６団 （社福）大和福祉会 松通東保育所 ６６５９－４０８３
西成児童館の会 聖化保育園 ６６５９－１７００
にしなり・おもちゃ病院 花園和敬学園 ６６４１－０８４５
は‐と・クラブ ６６３０－７３００ 玉出西保育園 ６６５８－８６００
サポ－ティブハウス連絡協議会陽だまり組 ６６４１－９５６７ 玉出東保育園 ６６５３－６７００

暁光会ひかり学園 ６５６２－００９５
どんぐり保育園 ６６５９－００９１

６６５６－００８０ わかくさ保育園 ６６３３－２９６５
　（西成区社会福祉協議会内）

６６４７－８０７４ ◆幼稚園
（つどいの広場 わいわい内） 団　体　名 電　話

玉出幼稚園 ６６６１－４４４６
◆子育てサークルなど 津守幼稚園 ６６６１－１９００

団　体　名 電　　話 天下茶屋幼稚園 ６６６１－５６４１
６６３２－７０２０
（児童館今池こどもの家内） ◆官公署など

はっぴぃ 団　体　名 電　話

ﾊｰﾌﾞと野菜 西成区保健福祉課（地域福祉）

めばえ塾 ６６４７－８０７４
（つどいの広場 わいわい内） 西成区保健福祉課（地域福祉）

あれん会 ６５６１－０００７ 子育て支援室
西成区北西部保育所保護者会連絡会 （市民交流ｾﾝﾀｰにしなり内） 西成区保健福祉課（地域保健活動） ６６５９－９９６８

大阪市立市民交流センターにしなり ６５６１－０００７

大阪市立西成障害者会館 ６５６２－５８００
団　体　名 電　　話 大阪市こども相談センタ－ ４３０１－３１００

西成子育て支援センタ－ ６５６２－６３０８ 西成区ボランティアビューロ－ ６６５６－００６７
松通子育て支援センタ－ ６６５８－９１５５ 大阪市立西成図書館 ６６５９－２３４６
つどいの広場　せいか ４３９８－５３２６ 西成区社会福祉協議会 （地域活動） ６６５６－００８０
つどいの広場・わいわい ６６４７－８０７４
ファミリ－・サポート・センタ－西成 ６６５８－４５２９ ◆関係団体･施設
子ども家庭支援員事業 ６６５９－９８５７ 団　体　名 電　話

トライ！あんぐる ６５６８－０９９０ (NPO)子育て運動えん ６６３３－２９６５
西成民主診療所病児保育室　まつぼっくり ６６５６－６１０５ ヒュ－マンライツ教育財団 ６５６１－８８００

西成人権協会 ６５６１－０００７
西成市民館 ６６３３－７２００

団　体　名 　電　話 子育てネットハウス ６６３０－７３００
こどもの里 ６６４５－７７７８
山王こどもセンタ－ ６６３３－８４１５
児童館　今池こどもの家 ６６３２－７０２０
西成区子ども・子育てプラザ ６６５８－４５２８ わが町にしなり子育てネット
青空学童保育所 ６６５８－１０５６ （ホームページ）http://haginet.2.pro.tok2.com/

あおば学童保育所 090-1220－8748 子育てネットハウス

岸里学童保育所 ６６５８－７２６４ TEL/FAX 　６６３０－７３００

～～いつでもどこでもみんなで子育て～～

《子育てについて悩んでいませんか？》

わが町にしなり子育てネットは「いつでもどこでもみんなで子育て」を合言葉に活動しています。

さまざまな活動を通して、皆様のサポートをしていきたいと考えています。お気軽にご相談ください。

おもちゃ図書館パンダ

ＮＰＯ　こえとことばとこころの部屋

（ココルーム）
6636－1612

◆大阪市地域子育て支援事業など

◆こどもの家・学童保育所など

６６５９－９８５７

さくら組

わんぱくクラブ

西成地区更生保護女性会

６６５８－４５２８
(西成区子ども ・子育てプラザ内）

 



4月 摘         要 5月 摘         要 6月 摘         要 7月 摘         要 8月 摘         要 9月 摘         要

各会議

総会 9日 大阪市立市民交流センターにしなり

役員会 10日 大阪市立市民交流センターにしなり 3日 西成区子ども・子育てプラザ
17,26
日

つどいの広場・わいわい、西成区役所 8日 大阪市立市民交流センターにしなり

事務局会 21日 つどいの広場・わいわい 31日 今池こどもの家 22日 今池こどもの家

子育て支援関係機関会議 14日 大阪市立市民交流センターにしなり 12日 大阪市立市民交流センターにしなり 14日 大阪市立市民交流センターにしなり 8日 大阪市立市民交流センターにしなり

新しい公共支援事業

人材バンク・スーパーバイザー
バンク企画委員会

個人登録システム委員会

学習会

講習講座部会

親子で楽しく遊ぼう会 22日
親子フィットネス／西成区子ども・子育て
プラザ

広報部会

ハギッズ 6日
第64回編集委員会/つどいの広場・わい
わい

1日 ハギッズ63号発行 8日
第65回編集委員会/つどいの広場・わい
わい

1日 ハギッズ64号発行 10日
第66回編集委員会/つどいの広場・わい
わい

1日 ハギッズ65号発行

ホームページ編集委員会 18日 西成区子ども・子育てプラザ 6日 西成区子ども・子育てプラザ

子育てサークル部会

サロン0・1・2 19日 玉出西公園 17日 玉出西公園 21日 玉出西公園

第6回西成大好きふれあい運動会 21日 実行委員会/松通子育て支援センター 21日 実行委員会/松通子育て支援センター

児童虐待防止部会

1日 グループ準備会

6日 グループ準備会

8,15,
22,29
日

大阪市社会福祉研修・情報センター

13,20,
27日

大阪市社会福祉研修・情報センター

発達応援部会

ほっとサロン・あん 16日 西成区子ども・子育てプラザ 21日 西成区子ども・子育てプラザ 18日 西成区子ども・子育てプラザ 16日 西成区子ども・子育てプラザ 20日 西成区子ども・子育てプラザ 17日 西成区子ども・子育てプラザ

特別部会

11日
事務局会議/大阪市立市民交流セン
ターにしなり

6,25,
27日

実行委員会/つどいの広場・わいわい 4日
子ども元気まつり前日準備／大阪市立
市民交流センターにしなり

21日 実行委員会/つどいの広場・わいわい 12日
事務局会議/大阪市立市民交流セン
ターにしなり

5日 第8回子ども元気まつり／天下茶屋公園

第13回子育ての集い

20日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 11日 つどいの広場・わいわい 15日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 6日 つどいの広場・わいわい 17日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 7日 つどいの広場・わいわい

18日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 20日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか

11,21
日

つどいの広場・わいわい
6,25,
27日

つどいの広場・わいわい 22日 つどいの広場・わいわい 7,14日
つどいの広場・わいわい、今池こどもの
家

10日 つどいの広場・わいわい
1,16,
30日

つどいの広場・わいわい、西成区子ど
も・子育てプラザ

20日 みずあそびまつり／西成公園 7日
プレイワーカー養成講座／西成区子ど
も・子育てプラザ

橘東児童遊園地・公園ひろば 8日 橘東児童遊園地 13日 橘東児童遊園地 10日 橘東児童遊園地 8日 橘東児童遊園地 12日 橘東児童遊園地 9日 橘東児童遊園地

西成子育て支援施設連絡会

あそぼパーク委員会

2011年度活動記録

ＭＹ　ＴＲＥＥ
ペアレンツプログラム

第8回子ども元気まつり



10月 摘         要 11月 摘         要 12月 摘         要 1月 摘         要 2月 摘         要 3月 摘         要

各会議

総会

役員会
4,21,2
8日

ビアン、西成市民館、西成区役所
1,12
日

子育てネットハウス、西成区子ども・子
育てプラザ

1日 西成区役所

事務局会 27日 今池こどもの家 25日 子育てネットハウス
8,19
日

子育てネットハウス 16日 阿倍野区役所

子育て支援関係機関会議 13日 大阪市立市民交流センターにしなり 10日 大阪市立市民交流センターにしなり 8日 大阪市立市民交流センターにしなり 12日 子育てネットハウス 9日 子育てネットハウス 8日 子育てネットハウス

新しい公共支援事業

人材バンク・スーパーバイザー
バンク企画委員会

5日 子育てネットハウス 11日 子育てネットハウス 10日 子育てネットハウス 2日 子育てネットハウス

個人登録システム委員会 7日 子育てネットハウス 18日 子育てネットハウス 15日 子育てネットハウス 14日 子育てネットハウス

学習会 9日 子育てネットハウス 18日 大阪市研修・情報センター
1,7,
16日

西成区役所、大阪市研修・情報セン
ター、子育てネットハウス

2,9,15,
18,21日

子育てネットハウス、大阪市研修・情報セン
ター、阿倍野区役所、カタリバ事務所

講習講座部会

2日
親子で作ろう・手づくりおやつ／西成区
保健福祉センター

22日
親子で一緒に！絵本の読みっこしよう／
西成区子ども・子育てプラザ

広報部会

ハギッズ 12日
第67回編集委員会/つどいの広場・わい
わい

1日 ハギッズ66号発行 14日
第68回編集委員会/つどいの広場・わい
わい

1日 ハギッズ67号発行 8日
第69回編集委員会/つどいの広場・わい
わい

1日 ハギッズ68号発行

ホームページ編集委員会

子育てサークル部会

サロン0・1・2 18日 玉出西公園 15日 玉出西公園 20日 玉出西公園 21日 玉出西公園 13日 玉出西公園

5日 実行委員会/松通子育て支援センター 4日 反省会／松通子育て支援センター

18日 前日準備/梅南多目的スポーツ広場

19日
第6回西成大好きふれあい運動会/梅南
多目的スポーツ広場

児童虐待防止部会

6,13
日

大阪市社会福祉研修・情報センター
10,17,
24日

大阪市社会福祉研修・情報センター
8,15,
22日

大阪市社会福祉研修・情報センター 19日 大阪市社会福祉研修・情報センター 1日 リユニオン

4,11,
18日

大阪市社会福祉研修・情報センター
8,15,
22日

大阪市社会福祉研修・情報センター
6,13,
20日

大阪市社会福祉研修・情報センター 17日 大阪市社会福祉研修・情報センター 6日 リユニオン

発達応援部会

ほっとサロン・あん 15日 西成区子ども・子育てプラザ 19日 西成区子ども・子育てプラザ 17日 西成区子ども・子育てプラザ 21日 西成区子ども・子育てプラザ 18日 西成区子ども・子育てプラザ

特別部会

第8回子ども元気まつり

11日 実行委員会／つどいの広場・わいわい 9日 事務局会議／子育てネットハウス 6日 前日準備／西成区民センター

13日 事務局会議／子育てネットハウス 7日
第13回子育ての集い／西成区民セン
ター

19日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 11日 西成子育て支援センター 21日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 11日 つどいの広場・わいわい 15日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 14日 つどいの広場・わいわい

16日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 18日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか 21日 びーんず・くらぶ/つどいの広場　せいか

7,21日 つどいの広場・わいわい 2,18日 つどいの広場・わいわい 5日
プレイワーカー養成講座／松通公園・梅
南集会所

15日 あそパーｉｎ長橋3公園／長橋3公園 15日
プレイワーカー養成講座／子育てネット
ハウス

7日
プレイワーカー養成講座／西成区民セ
ンター

3日
あそパーｉｎ南津守中央公園／南津守中
央公園

16日 つどいの広場・わいわい 8,15日 つどいの広場・わいわい、ネット事務局

橘東児童遊園地・公園ひろば 14日 橘東児童遊園地 4日 橘東児童遊園地 9日 橘東児童遊園地 13日 橘東児童遊園地 10日 橘東児童遊園地 9日 橘東児童遊園地

西成子育て支援施設連絡会

あそぼパーク委員会

ＭＹ　ＴＲＥＥ
ペアレンツプログラム

第13回子育ての集い

第6回西成大好きふれあい運動会

2011年度活動記録

親子で楽しく遊ぼう会



 

わが町にしなり子育てネット 
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