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「いつでも どこでも みんなで子育て」をモットーに、
西成区から児童虐待をなくす運動に取り組んでいます。

わが町にしなり子育てネット
［事務局］ 〒557-0033 大阪市西成区鶴見橋1-4-16

TEL.06-6630-7300　FAX.06-6630-7301

つながり

2月16日(木)、子育てネット事務所でツ

イッターやフェイスブックなどSNS（ソー

シャルネットワークサービス）の学習会が

開催されました。携帯電話やスマートフォ

ン、タブレットやノートパソコンなど各自

がそれぞれ持ち込んで勉強しました。

　子育てネットの「ひとづくり・つながりづ

くり事業」の取り組みにツイッターやフェ

イスブックなどSNSがどのように役立つ

のか、実際に活用しながら議論をはじめま

した。

　すでに積極的にSNSを活用している先

輩が講師で一人ひとり手取り足取りで勉強

しました。まずツイッターのアカウントを

取得（活用にあたっての登録）するところか

らはじめて、ツィート（つぶやく）したり、

フォロー（お気に入りを登録）したりしまし

た。

　第2回も開催予定です。誰でも参加でき

ます。日程が決まり次第お知らせします。乞

うご期待を。

　わが町にしなり子育てネット

の新しい公共支援事業「ひとづ

くり・つながりづくり」の二本柱

の一つ「個人登録システム企画委員会」では、12月7

日の第１回会議を皮切りに、これまで３回の会議を

開き企画検討してきました。

　個人登録のシステムをつくる目的は、子育て中の

家庭に様々な子育て情報を提供することにより、子

育ての難しさや不安感を少しでも解消しようとする

ものです。情報提供者と受け取る人がともに連絡を

取り合うことにより、支援が必要な家庭を発見して、

もう一つの柱である「人材バンク」からボランティア

を派遣するというシステムを目指しています。

　これから子どもを産み育てようとする人や、いま

子どもを育てている人にメールアドレスを登録して

会員になってもらい、それぞれに子育てネットの取

り組みや関係機関の情報を発信していきます。

　この目的を達成するために、子育て中の保護者が

どのような情報を必要としているのかを知るための

アンケート調査を行う準備を今進めています。

　また、登録システムの呼びかけをいろいろな機会

や場所で行えるよう区役所や学校、保育所などの公

的な機関と協働します。

　官と民が一体となった、だれでもが参加できる「新

しい公共」をわが町にしなり子育てネットからつく

り出そうと考えています。（岡田　信治）

　子どもたちは今居る地域で育つ。どんなことがあっても、親

と共にこの西成で育つ。楽しい心、嬉しい心、弾む心を一杯集

め心に溜め、自信を持って育って欲しい。だから楽しいこと

を、親と子いっしょにこの西成にたくさん創り出そう。

　悲しい心、寂しい心、辛いしんどい心になっても、やっぱり

この西成に在る。親も子ももがき荒れることもある。親と子ど

もが別れ、子どもは全く知らない地と人の中に置かされるこ

ともある。

　いや、ちょっと待って！なんで、子どもだけ知らない地域に

行かなきゃならないの？子どもは、今居る地域で育つんで

しょ!!

　2012年2月10日（金）午後1：00から「ネット事務所」で「人材バンク・

スーパバイザーバンク」の第3回企画会議を行いました。メンバーは谷川

代表、寺本事務局長、岡田事務局次長、荘保さん、事務局大谷さん、哘崎さ

ん、区役所小田さん等で行いました。

　内容は、これまで行ってきた「ホームスタート学習会」、「主任児童委員

さんとの意見交換」、「ＤＡＲＣ学習会」の反省や良かったことなどを意

見交換し、今後の予定を確認し今後も学習会等をつうじて人材育成や人

材発掘をしていくことは間違いではないことを改めて確認しました。

　懸案としては今後3月末までには人材バンクの絵姿をつくり、活用方

法や人材バンクへの登録をどのように促すかなどを意見交換しました。

　子育て、子育ちには何かしらの課題がつきも

の。そんな課題のなかでも、どう受け止めればい

いのか？どう接すればいいのか？分からないま

ま見過ごされがちな「依存症」を勉強していくシリーズの第1回目が行われま

した。2月7日、大阪市社会福祉研修・情報センターで、約50人の方々が集まり、

依存症の当事者グループ大阪ダルク・Freedomでピア・ドラッグ・カウンセ

ラーをする倉田めばさんのお話を聞きました。

　今回は、依存症のなかでも「薬物」がテーマ。依存症といえば「本人の問題」と

思われがちですが、いろんな課題を子ども時代に抱えているなどの「身近な環

境の課題」や、厳罰に処せられるために誰にも相談できないなどの「社会の課

題」も深刻です。

　たとえば、薬物を使い始めるきっかけにも、親や先生の側に、過度な期待や

虐待、依存症があることで、子どもはSOSを出したいが受け止めてもらえな

かったなど、そこには必ず理由があります。また、薬物の使用をはじめたとき

に、相談や治療を受けられるような体制も現実には整っていません。さらに日

本は薬物使用について厳罰主義であり、問題を見えにくくしています。「薬物

を使う子どもには、使うなりの理由がある」ということを知り、まずは助けを

受け止めることが、依存症の予防と回復で大切なポイントであることを学び

ました。

　今回は、児童施設関係者や、学校の先生から、福祉施設、相談機関の方々や、

カフェをされている方々など幅広く参加いただきました。薬物のほかにも、ア

ルコールやギャンブル、買い物、性などいろいろとある「依存症」、そして「子育

て・子育ち」を地域の方々と考えるきっかけになりました。

　「西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議」の研修会

の位置づけで主任児童委員さんと、わが町にしなり子育

てネットとの意見交換会が2月1日（水）、西成区役所で開

催されました。子育てネットと西成区役所が協働ですす

めている子育て支援の人材バンクづくりへ、主任児童委

員さんが感じておられる児童虐待の防止や子育て支援の

現状や課題を率直に語っていただきました。

　まず現状として「不登校児童生徒が増えている」「ネグ

レクト（育児放棄）が多い」「困難を抱えた母子家庭が多

い」などがあげられました。また知的な障がいを持つ母子

家庭の子育て支援の難しさなども出されました。

　中学校区単位で課題を抱えた子どもや保護者の問題を

相談できる場（ケア会議）があるのは西成区だけ。このシ

ステムはすばらしいと高く評価されていました。ただ気

になる子や保護者がいるが名前や住所がわからないなど

ケア会議に相談できないケースもたくさんあるとの意見

児童委員とは　民生委員・児童委員は、地域の住民生活を必
要に応じ適切に把握し、生活に困った人や児童の保護・育成などの

福祉について相談を受け、自立を助けるために必要な相談・支援を

行う地域福祉推進の担い手です。また、子育てサロンの運営や児童

虐待防止の取り組みなど、児童福祉を専門的に担当する主任児童

委員も各地域で活動しています。
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赤ちゃんの駅
授乳･おむつ替え･トイレ

近所に気になる子がいるけど
いざという時は、だれに連絡？

◎◎地区は夜間、人が少ない
この地区でのおせっかい
おばちゃんは？

緊急時、児童相談所
の担当者は…

ちょっと子どもを
預かってもらえないかな？

子育てサロンって
だれでも手伝えるの？

子育てイベントに協賛
してくれそうな人は？

地域イベントで余興やって
くれそうな人は？

里親になってくれそうな
家庭はないかな？

こども110番
やってみよかなぁ…

主任児童委員との連絡会

が出されました。

　困っている子どもや保護者との関係をどう築いていく

のかに悩んでいる主任児童委員さんも多数おられまし

た。個人情報を理由に匿名でのケース会議になっており

誰をどう支援していいのかわからない状況があることが

指摘されました。

　主任児童委員と当事者が知り合える場づくりなど区役

所がつなぎの役割を果たしてほしい、どのようにつな

がっていけばいいのかといったノウハウを勉強したり共

有できる場がほしいなどの提案もされました。

　子育てネットと主任児童委員さんとの交流は今回がは

じめてでこうした情報交換がとても重要だという感想が

たくさんありました。今後、いただいた意見も参考にしな

がら人材バンク構想をまとめていく予定です。またこう

した機会を積極的につくっていきたいと思います。

　主任児童委員のみなさんありがとうございました。

いつでも　どこでも　みんなで　子育て！
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　依存症勉強会　　倉田めばさん

３／０７（水）　　子育ての集い　AM10～　区民センター

３／１４（水）　　第４回個人登録企画委員会（ＡM10：00　ネット事務所）

３／１４（水）　　個人情報保護の勉強会（ＡM11：00～正午　ネット事務所）

３／１６（金）　　子育て情報誌「ままちっち」との交流会（ＡM10：00阿倍野区役所）

３／１８（日）　　ＮＰＯ法人カタリバへの視察（東京都）

3 月の予定

●ひとづくり・つながりづくり事業は、2011

年度、2012年度の２カ年事業です。

３月１４日、取り組みの状況を大阪府が確認

に来られます。2011年度の事業は「ひとづく

りつながりづくり事業」の企画がメインでし

た。企画委員会、学習会、シンポジュウムなど

を通じてしっかりとやりたいことをまとめる

必要があります。年度末は大忙しです。2011

年度の総括をふまえ、いよいよ2012年度は実

行の年です。大変なこともあるけどがんばり

ます。みなさんも参加・応援ください。

@hagi_net
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を使う子どもには、使うなりの理由がある」ということを知り、まずは助けを

受け止めることが、依存症の予防と回復で大切なポイントであることを学び

ました。

　今回は、児童施設関係者や、学校の先生から、福祉施設、相談機関の方々や、

カフェをされている方々など幅広く参加いただきました。薬物のほかにも、ア

ルコールやギャンブル、買い物、性などいろいろとある「依存症」、そして「子育

て・子育ち」を地域の方々と考えるきっかけになりました。

　「西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議」の研修会

の位置づけで主任児童委員さんと、わが町にしなり子育

てネットとの意見交換会が2月1日（水）、西成区役所で開

催されました。子育てネットと西成区役所が協働ですす

めている子育て支援の人材バンクづくりへ、主任児童委

員さんが感じておられる児童虐待の防止や子育て支援の

現状や課題を率直に語っていただきました。

　まず現状として「不登校児童生徒が増えている」「ネグ

レクト（育児放棄）が多い」「困難を抱えた母子家庭が多

い」などがあげられました。また知的な障がいを持つ母子

家庭の子育て支援の難しさなども出されました。

　中学校区単位で課題を抱えた子どもや保護者の問題を

相談できる場（ケア会議）があるのは西成区だけ。このシ

ステムはすばらしいと高く評価されていました。ただ気

になる子や保護者がいるが名前や住所がわからないなど

ケア会議に相談できないケースもたくさんあるとの意見

児童委員とは　民生委員・児童委員は、地域の住民生活を必
要に応じ適切に把握し、生活に困った人や児童の保護・育成などの

福祉について相談を受け、自立を助けるために必要な相談・支援を

行う地域福祉推進の担い手です。また、子育てサロンの運営や児童

虐待防止の取り組みなど、児童福祉を専門的に担当する主任児童

委員も各地域で活動しています。

個人登録個人登録
システムシステム
企画委員会企画委員会

個人登録
システム
企画委員会

人材バンク人材バンク
スーパーバイザーバンクスーパーバイザーバンク
企画委員会企画委員会

人材バンク
スーパーバイザーバンク
企画委員会SNS ってなに？

赤ちゃんの駅
授乳･おむつ替え･トイレ

近所に気になる子がいるけど
いざという時は、だれに連絡？

◎◎地区は夜間、人が少ない
この地区でのおせっかい
おばちゃんは？

緊急時、児童相談所
の担当者は…

ちょっと子どもを
預かってもらえないかな？

子育てサロンって
だれでも手伝えるの？

子育てイベントに協賛
してくれそうな人は？

地域イベントで余興やって
くれそうな人は？

里親になってくれそうな
家庭はないかな？

こども110番
やってみよかなぁ…

主任児童委員との連絡会

が出されました。

　困っている子どもや保護者との関係をどう築いていく

のかに悩んでいる主任児童委員さんも多数おられまし

た。個人情報を理由に匿名でのケース会議になっており

誰をどう支援していいのかわからない状況があることが

指摘されました。

　主任児童委員と当事者が知り合える場づくりなど区役

所がつなぎの役割を果たしてほしい、どのようにつな

がっていけばいいのかといったノウハウを勉強したり共

有できる場がほしいなどの提案もされました。

　子育てネットと主任児童委員さんとの交流は今回がは

じめてでこうした情報交換がとても重要だという感想が

たくさんありました。今後、いただいた意見も参考にしな

がら人材バンク構想をまとめていく予定です。またこう

した機会を積極的につくっていきたいと思います。

　主任児童委員のみなさんありがとうございました。

いつでも　どこでも　みんなで　子育て！

おせっかいな人

子育ての負担を

情報提供

まずは

おせっかいな人への

分かち合うための

ニーズの把握

探しと

個人

行政町内会

専門機関

紙の情報

ＩＴツール

地域で育つ・地域で育てる地域で育つ・地域で育てる地域で育つ・地域で育てる

リレートーク　荘保共子（こどもの里・館長）

地域で育つ・地域で育てる

誰をどう支援していいのかわからない

個人情報との狭間で役所ジレンマ

児童虐待防止 ・子育て支援のための人づくり

薬物を使う人は薬物を使う人は

なぜ助けを求められないのかなぜ助けを求められないのか

薬物を使う人は薬物を使う人は

なぜ助けを求められないのかなぜ助けを求められないのか

薬物を使う人は

なぜ助けを求められないのか

　依存症勉強会　　倉田めばさん

３／０７（水）　　子育ての集い　AM10～　区民センター

３／１４（水）　　第４回個人登録企画委員会（ＡM10：00　ネット事務所）

３／１４（水）　　個人情報保護の勉強会（ＡM11：00～正午　ネット事務所）

３／１６（金）　　子育て情報誌「ままちっち」との交流会（ＡM10：00阿倍野区役所）

３／１８（日）　　ＮＰＯ法人カタリバへの視察（東京都）

3 月の予定

●ひとづくり・つながりづくり事業は、2011

年度、2012年度の２カ年事業です。

３月１４日、取り組みの状況を大阪府が確認

に来られます。2011年度の事業は「ひとづく

りつながりづくり事業」の企画がメインでし

た。企画委員会、学習会、シンポジュウムなど

を通じてしっかりとやりたいことをまとめる

必要があります。年度末は大忙しです。2011

年度の総括をふまえ、いよいよ2012年度は実

行の年です。大変なこともあるけどがんばり

ます。みなさんも参加・応援ください。

@hagi_net

2012.2 月号

3
Vol.

①プロローグ


