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ネット発足１０周年、「子育て」とともに「子育ち」を 

 

今からちょうど１０年前、2000 年５月、「わが町にしなり子育てネット」が誕生しました。

子育て真最中の母親たちのサークルを先頭に子育てを応援するボランティアグループや西成

区内の子育てや子育ちに関わる児童施設や関係機関など３８団体が「いつでも どこでも み

んなで子育て」をスローガンに集まりました。当初はひと口に「子育て」、「子育ち」といって

も幅が広く対象年齢もどれくらいの層に合わせるのか迷ったことを思い出します。誰かが「ネ

ットの成長に合せて１年目は乳児中心に、３年目は幼児を対象に少しずつ活動の幅を広げてい

ったら・・・」と提案しました。 

それから１０年、加盟団体も倍近く増え７０団体になりました。一方、私たちの身の回りの

小学生や中高生の生活や遊びがとても気になる状況が増えてきました。子どもの成長を促す集

団遊びや野外でのスポーツや生活体験がめっきり減少し、子どもたちは家の中に閉じこもりが

ちになっていったからです。ユニセフ（国連児童基金）が 2007 年に行った子どもの「幸福度」

調査で「自分は孤独だ｣と答えた１５才は２４ヶ国の平均で７．４％であるのに対し、日本は

２９．８％という飛び抜けて高い回答でした。この数字は私たち大人に何を訴えようとしてい

るのでしょう。子どもたちにとって遊びは人と人の関係性を学び、社会のルールの基本を身に

つけ、何よりも生きる意欲を育てます。教わって学ぶのではなく、遊びや様々な体験を通して

「感じて学ぶ」（灰谷健次郎）遊びの力は無限です。 

その遊び場である公園（児童遊園を含む）が西成区には約７０あります。公園とは本来、市

民が自由に使え、人と人が交わり、支え合う場です。そして子どもたちにとっては太陽の光を

いっぱい浴びて、土の上でともだちと一緒に元気に走り回れる子どもの空間でもあります。今

一度、私たちの身の回りの公園を「子育て」や「子育ち」の場に、そして世代を越えた人たち

がつながり合う場として活用していきましょう。 

２０１０年度、子育てネットは独立行政法人福祉・医療機構の助成金を受けて「あそぼパー

ク委員会」を発足させました。ネット内外の多くの協力者を募って「子育ち」にふさわしい公

園づくりを目指します。その第一弾として今年の５月のよく晴れた日曜日の一日、緑豊かな西

成公園で第７回こども元気まつりを開催しました。子どもが「お客さん」だけでなく、一人ひ

とりの子どもたちがまつりの主役（主体）となるのがねらいです。いらなくなったおもちゃを

交換し合うかえっこバザールや色々並んだお店や催しのスタッフは子どもたちが中心です。ま

つりの会場中央には大きな看板で書かれた「こどもハローワーク」があり、子どもたちはそこ

で自分ができそうな「まつりの仕事」を見つけます。３才位の女の子が「あそぼパーク」をＰ

Ｒするティッシュペーパーを「よろしくお願いします」といいながら広い会場内を配って歩い

ていたのには驚きました。 
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来年２月ごろ、国連の子どもの権利委員会の関係者が日本にやってきます。「子どもの権利

条約」の第３１条にある「年齢に適した遊びやレクリエーション活動を行う権利」を日本政府

がどう理解し、どう具体化しているのか、その調査にくるのです。なお、調査対象の多くは途

上国で、先進国では日本だけ（？）ということです。 

 もう一つ参考までに、ドイツのミュンヘンでは市全体を遊び場にしようという計画が進めら

れています。スローガンは「ミュンヘンで遊ぼう」です。 

 わたしたちも進めましょう。「西成の公園で遊ぼう」を。あなたも「あそぼパーク委員会」

へ参加してみませんか。 

 

（わが町にしなり子育てネット代表 小掠 昭） 
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Ⅰ．2009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、事務局会議・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】2009 年 6 月 11 日(木) 午後 1時 30 分から 

【内  容】2008 年度の事業報告と 2009 年度の事業計画 

 

②役員会 

必要に応じて随時開催し、わが町にしなり子育てネットの方針等を確認しました。 

【構成メンバー】代表・副代表・事務局長・事務局次長・会計・事務局員 

日   時 内        容 

5 月 8 日(金) 

午後 4時～ 
事務局体制について 

3 月 19 日(金) 

午前 10 時～ 

2010 年度の体制について 

ハギッズの発行について 

公園委員会について 

 

③事務局会議 

  必要に応じて随時開催し、年間の事業の進め方等を確認しました。 

【構成メンバー】役員・事務局員 

6 月 3 日（水） 

午後 4時～ 

総会について 

その他 

6 月 9 日（水） 

午後 3時 30 分～ 

総会について 

その他 

 

④子育て支援関係機関会議 

【構成メンバー】わが町にしなり子育てネットに加盟する施設・役所・団体・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 

 

 １２月１０日（木）１時３０分よりわが町にしなり子育

てネット定例会（子育て支援関係機関会議）を西成人権

文化センターで開催、参加者１７名。 
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日   時 内        容 

4 月 16 日(木) 

午前 10 時～ 

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 

 発達応援部会について 

西成子育て支援施設連絡会 多胎児支援について 

第６回子ども元気まつりについて 

総会について 

ボランティアグループ『陽だまり組』入会 

5 月 14 日(木) 

午前 10 時～ 

各部会活動報告・予定について 

第６回子ども元気まつりについて 

総会について 

7 月 9 日(木) 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

講習講座部会『ふれあいあそび』について 

『手作りおもちゃ』について 

広報部会『ホームページ』について 

発達応援部会『ほっとサロン・あん』について 

西成子育て支援施設連絡会『びーんず・くらぶ』について 

西成大好きふれあい運動会 

第６回子ども元気まつりについて 

第８回フリーマーケットについて 

『子育てサークルはっぴぃ』入会 

9 月 10 日(木) 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

 西成大好きふれあい運動会について 

講習講座部会『おやつづくり』について 

広報部会『ホームページ』について 

    『ハギッズ』について 

西成子育て支援施設連絡会『びーんず・くらぶ』について 

第８回フリーマーケットについて 

10 月 8 日(木) 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

 西成大好きふれあい運動会について 

 講習講座部会『絵本の読み聞かせ』について 

 公園委員会について 

 発達応援部会『ほっとサロン・あん』について 

第８回フリーマーケットについて 

11 月 12 日（木） 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

西成大好きふれあい運動会について 

講習講座部会『絵本の読み聞かせ』について 

第８回フリーマーケットについて 
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12 月 10 日（木） 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会『ホームページ』について 

 西成大好きふれあい運動会について 

 公園委員会について 

第８回フリーマーケットについて 

1 月 14 日（木） 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

 広報部会『ホームページ』について 

公園委員会について 

第 11 回子育ての集いについて 

2 月 18 日（木） 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

 発達応援部会『ほっとサロン・あん』について 

 公園委員会について 

 西成子育て支援施設連絡会『びーんず・くらぶ』について 

第 11 回子育ての集いについて 

児童館フェスティバルについて 

3 月 11 日（木） 

午後 1時 30 分～ 

各部会活動報告・予定について 

公園委員会について 

第 11 回子育ての集いについて 

MY TREE ペアレンツ・プログラムについて 

 

（西成区子ども・子育てプラザ 山下 貴子） 

⑤あい･eye･ネット 

2005 年度から始まったあい・eye・ネット、今年度は場所を西成人権文化センターに移し、 

ボランティアサークルの抱える課題を一緒に考え取り組みサポートをするという形であ

い・eye・ネットは運営され必要に応じて開催しました。 

＜活動報告＞ 

① ２００９年８月２８日（金） 

第８回フリーマーケット～つながろうリサイクル～参加について 

保育ボランティア養成講座について 

② ２００９年９月１７日（木） 

第１回保育ボランティア養成講座 

③ ２００９年９月１８日（金） 

西成大好きふれあい運動会について 

④ ２００９年９月２４日（木） 

第２回保育ボランティア養成講座 

⑤ ２００９年１０月１日（木） 

第３回保育ボランティア養成講座 

⑥ ２００９年１０月１６日（金） 

あれん会料理教室について 
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⑦ ２００９年１１月１７日（金） 

アレルギーっこのための料理教室 

⑧ ２０１０年２月１９日（金） 

多世代もちつき大会 交流会について 

（大阪市立市民交流センターにしなり 川辺 康子） 

2．各部会報告 

①講習講座部会 

 ２００９年度、子育て講座「親子で楽しくあそぼう会」を年４回企画しましたが、新型イ

ンフルエンザの流行の影響で、3回の実施となりました。 

運営、講師は公立保育所・私立保育園・公立幼稚園・図書館それぞれが担当しました。 

 

[第１回]    「親子ふれあって遊ぼう」  

   日 時  ６月２３日(火) 午前１０時３０分～１１時３０分 

   場 所  西成区子ども・子育てプラザ 

   参加数  ９組(大人９名 子ども１０名) スタッフ１０名 

   感 想  ・親子揃って楽しませてもらいました。また機会があったら参加したいです。 

        ・広い体育館なので、ボール遊びやかけっこなど体を動かす遊びがあったら 

よかった。 

(担当：私立保育園、公立幼稚園) 

 

[第２回]  「親子で作って遊ぼう」  

   日 時  ７月１５日(水) 午前１０時３０分～１１時３０分 

   場 所  西成区子ども・子育てプラザ 

   参加数  １０組(大人１０名 子ども１３名) スタッフ１５名 

   感 想  ・いろいろ作ったり、たくさんの先生方と触れ合って子どもは常にご機嫌でした。 

        ・長く遊べるおもちゃが作れて良かったです。もうちょっと時間が長かったらう

れしい。 

(担当：公立保育所) 

 

[第３回]  「親子で一緒に！絵本の読みっこしよう」  

   日 時  １１月１３日(金) 午前１０時３０分～１２時 

   場 所  西成区役所４階会議室 

   参加数  １組(大人１名 子ども１名) スタッフ７名 

   感 想  ・区役所に用事があって来たが、この催しがあることを知り参加した。 

         子どもはまだ小さいがスタッフから絵本に関しての色んな話が聞けてよかっ 

      た。 

 

(担当：西成図書館) 

【長橋第 2保育所 上村節子】 
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② 広報部会 

・ハギッズ 

  ボランティアグループさくら組を中心に「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ながら、一方的な情報提供にならいようにインターネットや

ブログなどとのリンクも考慮しつつ、紙面づくりを行ってきました。本年度も隔月で年６回、

ミニコミ紙「ハギッズ」を発行しました。 

 編集委員会では「どうしたら、ハギッズを必要としている人に届けられるのか？」「今、子

ども達が抱えている思いを伝え、みんなで共有できるのか？」などを考えつつ、広報紙づく

りに取り組んできました。 

  【ハギッズの発行】 

  部数：１９，８００部（３，２００部／回）＋イベント用配布３００部×２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 

  発行過程：原稿募集⇒ミニ編集会議⇒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：  ４／９  第５２回 編集委員会 

         ５／１  ハギッズ第５１号発行 

         ６／１５ 第５３回 編集委員会 

         ７／１  ハギッズ第５２号発行 

         ８／５  第５４回 編集委員会 

         ９／１  ハギッズ第５３号発行 

        １０／２  第５５回 編集委員会 

        １１／１  ハギッズ第５４号発行 

        １２／８  第５６回 編集委員会 

         １／１  ハギッズ第５５号発行 

         ２／９  第５７回 編集委員会 

        ３／１  ハギッズ第５６号発行 

（ハギッズ編集委員） 

ハギッズをいつも読んでいただきありがとうございます。 

この度、さくら組はハギッズの編集をお休みさせていただくことになりました。１０年間

携わってきて本当に勉強になる事がいっぱいでした。私たちはこの休みの間にもたくさんの

人と関わりを持つことだろうと思います。どんな時も現実をしっかり受け止め、一日一日確

実に前に進めたらいいなと思っています。 

人としての優しさや思いやりをたくさん身についけて再びハギッズに戻り、もう一度皆様

と会える事を楽しみにしています。 

（さくら組＜ハギッズ編集グループ＞） 

                             鈴木 真奈美 

                             中村 正子 

中島 佳子 

相原 祐子  
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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 3千を超え、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・講習会の開催》 

   6 月 5 日・7月 9日・12 月 10 日（子ども･子育てプラザ） 

   参加者：出水・湯川・刑部・岡田 

《パソコン･ブログ講習会》 

  2 月 24 日・25 日・26 日 3 月 4 日（西成区老人福祉センター）参加者述べ 50 人 

《ホームページの活動内容について》 

・６月 ホームページをリニューアルしました。初めての訪問者の立場になり、「子育

て Q&Ａ」というページを新たに開設し、よくある質問をホームページの活用法とあわ

せて回答しました。回答を作成するときには、各子育て施設の方々に協力していただ

きました。また、各ページごとの閲覧数も確認できるようにしました。 

・各子育て施設の子育て支援活動内容がよくわかるように、工夫しました。 

・2月 パソコンに触れてもらう機会を増やすためと、違う年代の人とつながる機会を

持つために、西成区老人福祉センターの協力を得て、ブログとデジカメを主体とした

講習会を開きました。ブログを続けていく励みになるように『西成区ブログ通り 1 丁

目』へ参加していただきました。 

・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。3月末で参加者は 28 人になりました。 

・子育ての集いに参加、ホームページＰＲと公開、説明 

・サイトの運営と管理（ほぼ毎日） 

・子育て施設のニュースやカレンダーを、ホームページで掲載 

・注目、掲示板、メールマガジンでのイベントの告知 

・保育所･幼稚園の開放情報を更新 

・子育ての集い･にしなり大好き運動会のフォトストーリーを作成しました 

 

 

 

・株式会社まぐまぐの無料メールマガジン機能を利用し、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をメールマガジ

ンにて配信する。今年度の発信回数は、311 です。3月末で、登録者数は 38 人。 
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・「チラシで検索イベント情報」ページを作り、それぞれの施設が発行しているチラシ

を掲載できるようにしました。 

 

(たんぽぽ<ホームページ編集部>) 

③子育てサークル部会 

・サロン０．１．２ 

実施日時 毎月第 3火曜日 午前 10 時 45 分～11 時３０分 

場所   玉出西公園 

参加者  保護者 のべ６１人  子ども のべ６９人 

  

・ 玉出西公園の取り組みは 6年目となる。 

・ 2009 年度は雨天のため中止になったのが 3回。又、新型インフルエンザの影響で１回中

止となった。その後も参加する親子は少なかった。年間では、昨年に比べ参加人数がか

なり少なくなっている。 

・ 人数は少ないが、毎回初めて参加する親子がある。 

・ 月１回の活動を楽しみにして参加している親子の姿がある。 

・ 活動は参加親子と一緒に遊びを楽しみ、子育て情報の提供や、子育て相談を受けている。 

・ 活動の後も公園で遊んだり、サロンをきっかけに親同士、子ども同士の輪は広がってい

る。 

（西成子育て支援センター 竹崎 裕美） 

 
④ 児童虐待防止部会 

・２００９年度 ＭＹ ＴＲＥＥペアレンツ・プログラム報告 

 2009 年度も西成子育て支援センター、もと西成青少年会館施設をはじめ「わが町にしな 

り子育てネット」のみなさんの協力により、虐待からの回復支援事業「MY TREE ペアレン 

ツ・プログラム」7年目の実践を修了し、ここにご報告いたします。 

  

 「MY TREE ペアレンツ・プログラム」は西成の地で 2003 年に始まった深刻な虐待対応の 

プログラムです。現在は大阪府・大阪市の児童相談所からの委託を受けて相互乗り入れ、 

同時開催の形で広く大阪府下から親子を受け入れています。虐待を防止する子育て支援（第 

一次防止）の場合は気軽に寄れる地元開催が適していますが、虐待通告後の分離措置も含 

む渦中の親子の再統合（第三次防止）には親自身の変化に寄り添う集中的アプローチが必 

要であり、匿名性、広域性が保たれなければなりません。 

 児童相談所から紹介された約 10 名のグループの参加者に、親たちは西成からの参加もあ 

りますが、どこの誰とも知らない大切な仲間たちと、週に 1回だけ会うことができ、そこ 

では家族にも親しい人にも打ち明けたことのない心の痛み、涙、希望、逡巡する気持ちが 

語られていきます。子育てのスキル、対人関係のスキルも行動レベルのレクチャーではな 

く、身体や心を使いながらの参加型で行い、グループの力動を活用した心理教育が特徴で 

す。 
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 親グループがワーク中、子どもたちは保育チームによって、安心の場の体験を重ねてい 

きます。今年も保育チームの重層的なかかわり、貴重な観察により、虐待の渦中にある子 

どもたちの発達保障が支えられました。数々の変化をもたらした成果は、親プログラムだ 

けでなく、同時に子どもの安心と安全、遊びの楽しさを味わわせてくれた西成子育て支援 

センターの先生方、事業の特質を十分に理解し守ってくださった松之宮保育所の先生方、 

フレキシブルな対応に奔走してくださった子育て支援員のみなさんによるところが大きい 

です。 

 3 月に修了していく親子の姿には、プログラムスタート時の苦労も吹き飛ばさせる感動が 

あり、人間の持つ力の深さに感動させられます。引き取りに至ったケース、止められてい 

た面会が可能となったケース、個々の事情は異なりますが、西成での取り組みは経済効果 

としても全国から注目されております。2010 年度も「MY TREE ペアレンツ・プログラム」 

へのご協力をよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

2009 年度 MY TREE ペアレンツ・プログラム（大阪市）事業報告書（抜粋） 

 

運営実施 特定非営利活動法人 子育て運動えん（代表 小掠 昭） 

ファシリテーター   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） 

 

 

 

 

 

 

2009 年度事業のまとめ  Summary of activities in the year  2009 

 

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   

１）児童虐待・第三次防止における児童相談所と民間機関の役割分担と協働の意義 

児童虐待防止法制定後 10 年が経ち、自治体を中心に第一次防止、ハイリスク支援の取り 
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組みも進み、近年ネグレクトも含めた虐待通告への社会的認知が浸透し、通告件数は年々 

増加してきた。 

 

また虐待死亡事例の事件報道等から社会的関心も高まり、児童相談所の役割期待は子ど

もの安全保護重視から「福祉警察的」な介入に傾き、職権保護と介入後の初期対応に多く

の時間と人員配置を要する事態となっている。これは保護者との出会いの時点で対立を生

じさせ、児童相談所の管理的役割、指導色をいっそう強めることとなる。 

そこでは従来児童相談所が得意としてきた、家族全体を視野に入れたケースワークの手

法による児童相談が発揮しにくくなり、現場に大きな葛藤をもたらしている。介入時に膠

着してしまった保護者との関係において、保護者の側が分離後の家族再生に向けた児童相

談所の働きかけを受け入れ、応じるまでには困難を伴なう。子どもを返してほしい一心で、

保護者は指導に応じる姿勢を見せるが、実際には不本意な適応であった場合、虐待の潜在

化をもたらす。 

 

 全国の児童相談所を対象にした大規模調査においても（平成 21 年度「児童相談所にお

ける保護者援助のあり方に関する実証的研究」日本子ども家庭総合研究所‐主任研究者；

才村純）措置件数 1700 件/年のうち 500 件が家庭復帰しているが、うち 40％の事例が保護

者の強い要求、子どもの強い要求が動機となっており、具体的なプログラムが行われない

ままあるケースでは長期分離となり、あるケースでは個別対応で措置解除に至っている実

態が浮き彫りになった。 

後者においては時折報道される刑事事件のように、家庭復帰後の再虐待から死亡に至る

ケースも出てくる。一方大阪市を代表に、家庭復帰の前段で保護者プログラムが実施され、

その効果を判断に入れて措置延長または解除を検討している自治体もあり、指導とケアと

いう異なる役割を分けて、外部機関に委託していることが問題解決をもたらしている。 

 

２）虐待の問題解決における親の回復支援プログラムの意義と、 

広域実施の重要性 

深刻な虐待事例では、育児の具体的なスキルの問題以前に、親自

身の未解決な過去の体験（被暴力・被虐待体験）による持続的な健

康障害が起こっており、そのことから誤った子どもへの対応となっ

ていたり、家族全体が影響を受け、日常生活の困難を生んでいるケ

ースが多い。 

そうした課題をかかえた家族の再統合には、親役割の指導、育児のスキルや情報提供以

前に、親の不安定要因を取り除く作業が不可欠となる。親自身の失敗への恐れ、予期不安

に関連して硬直した現実認識や態度による防衛が親子関係に影響していたり、さまざまな

状況に対して過剰に適応しようとしてストレスを増大させ、子どもが感情のはけ口になっ

てしまっているケース、親の混乱からネグレクトを生んでいるケース等児童相談所が扱う

深刻な虐待ケースの多くは、養育技術の教育や指導以前の親への回復支援が不可欠となっ

てくる。 
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「MY TREE ペアレンツプログラム」は、親自身のトラウマ体験や被虐待歴など過去の傷

つき体験を背景に、子どもにその怒りと悲しみを向けているケース、知識の習得では改善

しない内的な問題を抱えた人たちの虐待終止を目的として開発された回復支援プログラ

ムである。参加者自身の気づきと治癒の力を引き出すグループの力動を活用し、心理教育

の手法が用いられる。構造化された安全なグループによる学びの過程は、それまで見えて

いなかった自分の反応パターンや、子どもの持つ力への気づきを促進する。 

それは自己肯定感、こどもとの安心な距離感や愛着を取り戻させ、孤立感はグループへ

の所属感、生きている世界への所属感へと変化する。プログラム参加以前なら些細なこと

で動揺し、攻撃的になるか抑うつに陥る傾向にあった親たちは、健康的な反応とコミュニ

ケーション力を身につけ、修了に近づくにつれて児童相談所との関係も変化、自らの意志

で相談ができるようになっていく。 

 

今年度も多くの参加者が、グループの中で自分自身を受け入れる過程を通して、子ども

観や虐待の認識と行動を大きく変化させた。 

また、平成 18 年度より同プログラムを採用している大阪市は翌年平成 19 年から大阪府

との同時開催、相互乗り入れによる協働実施を行い、まる 3年の実績を積んだ。居住地に

近い場所で展開することが望ましい第一次防止とは異なり、重篤な虐待対応プログラムは

広域での展開が適している。 

大阪府市の自治体間連携を運用することにより、参加者に与える影響のみならず、経済

性から見ても、施設や人的資源の活用、虐待ケースに多い転居への対応等多くのメリット

を生むことがわかり、他府県でも大阪方式への関心が高まっている。    

 

４、事業の概要 

【実施期間】   平成 21 年 6 月 15 日～平成 22 年 3 月 31 日 

【実施場所】   プログラム：大阪市西成区青少年会館施設（和室）/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 

【対象者】    深刻な虐待をしている親。在宅・分離は問わない。 

大阪府子ども家庭センターの相談ケースの紹介を受け、事前面接を経て

決定する。 

【実施回数】   毎週火曜日（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。 

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。 

ただしプログラムの一環としての電話受けであることを明確にし、個人 

カウンセリングは行わない。 

緊急連絡電話による随時の対応を行ったことで、当初は参加継続が困難 

とみられたケースも終了までサポートできた。「いつでも電話がつながる 
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ファシリテーターへの信頼感があるから、実際には電話をしなくても安 

心できた」との参加者の声もあった。 

【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。 

中間報告会でケース検討、また随時必要に応じて直接報告、相談を行っ 

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、親のみ参加も含め行き帰りの交通 

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 

大阪市中央児童相談所事業との同時開催、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。 

【参加者数】    一回につき、６名～１３名 （面接を除き、延べ２３０名） 

【一時保育】     一回につき、３名～７名 （一時保育、延べ７７名） 

保育体制を予定していない木曜当日急遽の臨時保育要請が一回あり、必 

要と判断し実施した。 

【参加者内訳】   参加決定者      １３名 

プログラム終了     ７名  （第 13 回まで参加も、リユニオン 

参加が 1名、連絡有りの後半欠席が１名あり）  

プログラム辞退者    ５名  （初期の辞退者３名、中途辞退者２名 

/他終了時不参加が 1名） 

 

５．結果   

参加者の虐待についての認識と行動変容および効果測定（詳細は添付資料にて、グラ 

フと個別記録により報告） 

毎回の観察記録に加え、参加の前後に意識と行動、親子関係や家族関係の変化について、
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数量評価と質的評価の検討を行った。以下に一部記述を引用し、報告したい。 

修了者たちの気づきの深さ、統合された語りから、プログラムの性質とグループがもた

らす治癒的効果がうかがえる。 

１）親子関係の改善  

子どもとの関係では、「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質問しているが、修了者にはいずれも

大きな改善を見ている。 

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 のプログラムが終了して、子どもへの暴力、体罰への認識が変わった。 

しつけの一環としてたたく、とじこめることもいいと思っていた。これぐらい普通やん 

って思っていたコトを今はよくないコトだなと思うようになった。それは思い通りにな 

らないから押し付けるやり方で、それは違うと思ってきた。前は怒鳴り出したら止まら 

なかったのが今は「もう！！」って叫んだ次の瞬間に「アッ私これいじょう子ども怒鳴 

りたくないはずやで。」って思う自分がいる。このひと呼吸おけるおかげで次の言葉がだ

いぶ変わる。 

 

☆.。.:*子どもに暴力なんて家庭内だけの出来事として人に言わず、外には隠しておく

こととして同じ繰り返しの中で苦しみ続けてきました。 

マイツリーでは、自分から話してしまいたいという気持ちになった。話すことで自分を

戒め、その後楽になれるような気がしたから、理解者が居ると思ったから隠さず外に出す

ことができました。 

 

☆.。.:*マイツリーに来るまでは「今の私」に過去は関係なく、過去というのは消えてな

くなったもの、記憶として残るだけで今の私にはもう関係ないと思っていました。 

だけど、そうではなくて過去は、まるで木の根っこのように目には見えてないけど、ち

ゃんと存在し、今の私は過去に作られているし、現在もまた未来の根っこへとつながって

いるのだと分かりました。 

だから同じように私の子どものこれからの根っこに、私がどんな関わり方をすることで

子どもの根っこにどんな影響を及ぼすか、いつも忘れず子どもと関わってゆきます。 

 

☆.。.:* 自分を大事にすることを教わった。 

*私と同じような体験をした人もいた。 

*子どもの気持ちを聴くとゆうことを学んだ。子どもは暴力で押さえなく

てもよいことを学んだ。 
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☆.。.:*今回上の子が連れていかれた事「6ヵ月」は、ほんと、つらかったけど、連れて

いかれないと、きづかなかったし、しつけと思っていた。 

「自分はまちがっていない」と思っていたので、今回こんな風になって、すこし、よか

ったのかなと、思っています。MY TREE にいけて、色々な人の話しをきいて、考えて、き

づいて、「ここおかしかったんだ！！」とかいろんな思いがこみあげてきたり、ほんとス

テキな気持ちをたいけんさせていただきました。ありがとうございます。 

 

☆.。.:*  いろいろな人と出会えて、いろいろな人の気持ちや考えを聞けてとても考え

させられました。 

自分とは違ったタイプの色々な人の思いを聞いて、共感して理解していったように、た

った一人の大事な子どもこそ自分とは親子でも違った人間なのだから、子どもの持つ思い、

考えを尊重して受けとめていかないと、と改めて感じました。   

                     

☆.。.:* グループで話すことで共感したり共感してもらったり、自分への気づ

きを得ることができた。 

安心して話ができる場。同じような経験をした人同士の中で自分の気持ちを誰

にも話さず独りでかかえてきたことを話すことによって、気持ちは楽になってい

った。 

ファシリテーターの的確な言葉から気づかされることが多く、尊重が徹底され

ている癒されるコメントだった。自分が生きてきてこれだめ自分のことを尊重さ

れたことはなかった。過去の自分と向き合うのはとてもしんどかったけど、たく

さんの物をもらうことができた。今でも気持ちが落ちることはあるが、自分で決

めた「自分のために生きる」を思い出し、ブレーキをかけれる時もある。 

自分の生きる力を信じたい。 

 

☆.。.:* 子どもと自分が氷山の水面下でつながっていることに気づけたこと。 

I メッセージが使えるようになったこと、子どもも気持ちを話してくれるよう

になったこと、自分を客観的に見ようとすること、自分の気持ちを大切に考える

だけでなく“感じる”こと。             

 

 

 

 

 

 

最後まで参加できたのはなぜでしょうか。 

 

☆.。.:* 最初は半信半疑な気持ちで、義務感のようなもので参加していましたが、回を

重ねるごとにより、自分だけが苦しんでいるわけじゃないと思い、普段ならこういった 
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ヘビーな話をする機会は絶対にないと思い、自分以外でも苦しんでいる人たちの気持ちを

聴きたくて、共有したくて、自分は一人じゃないだと思えたことが最後まで参加につなが

ったと思います。 

 

☆.。.:*５つの約束事があったから。以前は近所の人に相談していたが、そのう

ち「最近どうなん？」とか面白おかしくつっこんでこられたり余計なおせっかい

をされるようになった。 

「悪いことをしたら懲らしめなあかん」というその人の助言に従って子どもの

背中と手の甲にお灸を据え、やけどもさせてしまった。それを姑さんが見て「あ

んたタバコ押しつけたん？」と言われ、苦しかった。 

今思うとその時は頼る人が誰もいなくて、一緒に子どもを怒ってくれることに

よって疲れが取れたんです。でも、今も子どものやけどの痕を見る度につらい。 

だから顔見知りや近所の人への相談ではなく、5 つの約束がしっかり守られて

いるマイツリーだから安心して話せました。 

 

☆.。.:* 私の必要とするものがあったから。（←うまく言えないんだけど;） 

あの場では、自分の感情を隠さなくてよかったから。「しんどい、つらい」って言って良

かったから。 

自分の黒い部分を出してよかったから。ムリしなくてよかったから。 

 

☆.。.:* プログラムを運営してくださった方々のお人柄。 

子どもへの暴力を絶ち切れるかも、という期待。 

 

☆.。.:*  マイツリーでとにかく何か得たいと期待していた私は、参加してみると人数

の少なさや、自分の子どもの年齢より低い子どもさんばかりで物足りなさを感じたり、ま

た、自分を語る場面では毎回のように自分の子どもの話をしない人に対して、子どものこ

とばかり毎日考えている私からは「どうして？」と疑問や憤りさえ感じ、でも自分の気持

ちに正直にだからそれでいい・・・という不満を持つこともあ

りました。 

でも途中、私の努力が児相に伝わらずもう何もかも放り出し

たい、一度子どものこと 

から離れてみようかと思った時、ふと子どもの話をしない人の

気持ちに触れた気がし、どんな話からでも何かを感じようとい

う軽い気持ちでのぞむようになれました。 

 

☆.。.:*今まで語ることがタブーだとか、せっかく話しても私を責める言葉であ

るとかに傷つき、全く話せずにきた自分と向き合うことができました。 

みんなの言葉に泣き、私の苦しみの語りにもただ黙って聞いてくれる場がそこ

にあったから続けることができたと思います。 
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私は永く苦しく生きづらい思いに耐えてきました。しかし頑張ってきた私を大

切に思えるようになり、子どもたちも愛しく思える素直な自分に出会えました。 

 

これからのあなたの課題は、何だと思いますか？ 

 

☆.。.:* とにかく、もっと相手の気持ちを聴けるようになる事です。 

子どもの気持ち、パートナーの気持ち、そして自分の気持ちも言葉に出して相手に伝え

る事。今はまだまだ未熟ですが、少しずつでも目標に近づけるように前進していきたいで

す。 

 

☆.。.:* 子どもの気持ちを聴いて、共感し必ず言葉にすることを習慣にする。 

私がめげている時でもマイツリーの並木道を通る時だけは気分が軽くなり、心地よく癒

される。子どもにとってそんなマイツリーの様な存在、母親になる。 

 

☆.。.:* MY TREE に行く前は夫と子育ての感覚は（しつけとか）似ていたんですが、

今は、私が「どんな時でもやっぱりおしりたたいたり頭をたたいたりしてほしくない。」

と思っていて、その部分で夫とすこしズレが出て来ました。 

ゆっくり子育てについて話し合っていってるところです。 

 

６．今後の課題と展望 

１）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 

①虐待している親自身の問題の中心に焦点を当てられるため症状（虐待行動）緩和ではな

く、虐待の終止が可能になる 。 

②役割分担によって、子どもを中心とした児童相談所機能を発揮する方向に時間と力を費

やすことができる。  

③ 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。  

④親が児童相談所を信頼するようになる。 

⑤養育指導の枠組みでは浮かび上がってこない隠れた虐待状況について、

情報共有とアセスメントができる。 

⑥介入から治療・支援までを途切れなく行えることで、長期分離を早い段

階で回避することにつながる 。 

  

２）大阪府・大阪市官民協働事業 3年間を経て見えてきた MY TREE 広域実

施の利点とシステム化への期待 

①広域実施により、自責感や罪悪感、羞恥心等によって地域社会とのつながりを回避する

親を社会に引き出した 。  

②転居が多い深刻な虐待ケースや DV 環境にある家族にも対応し、支援の連続性が保持できた。    

③府市の協働によって実施に適した場所の確保が容易になり、人的資源（特に保育）含め、

単独実施よりも経費削減となっている。 
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また一グループ１０名程度の人員確保が重要であるが、グループは途中からの出席がで

きないので同一時期にスタートする上で、府市の同時スタートには大きなメリットがある。 

 ＊対立ケースや深刻な虐待対応のプログラムは、児相外の場所で実施することのより効

果を上げる。  

④自治体間の直接交渉のみならず、地域ネットワークの柔軟な支援体制とフットワークの

軽さで補完しあえる 。 

⑤児童福祉分野における専門性の確保と研究の推進力となる． 

 

以上のことから、これまでの蓄積を生かすべく、次年度も必要な手続きを踏んで、大阪

府・大阪市同時開催、相互乗り入れによる MY TREE ペアレンツ・プログラム官民協働事業

を実施、これをシステム化するため、効果測定の手法についても大阪府ならびに大阪市の

協力を得て検討していきたい。                                 

（ＮＰＯ子育て運動えん 関口 淑枝） 

 

⑤ 発達応援部会 

◆発達応援部会定例会   隔月 1回程度 

 定例会では、情報交換と情報の共有を中心に行ってきました。 

 

◆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） 

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『あそび』、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 
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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） 

＊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自分の気持ちを話す

ことが難しかったのですが、活発に意見交換が始まっています。 

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。また、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が始まりま

した。 

 

実 施 日 内  容 参加者数  ※（VO＝ボランティア） 

2009 年 7 月 18 日（土） 個別相談 

おはなしの場 

あそびの場 

こども 7人 おとな 7人 

スタッフ 5人 ピアサポーター（VO）1人 

保育（VO）2人 アドバイザー1人  
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2009 年 8 月 15 日（土） 個別相談 

おはなしの場 

あそびの場 

こども 12 人 おとな 10 人 

スタッフ 3人 ピアサポーター（VO）1人 

保育（VO）2人 アドバイザー1人  

2009 年 9 月 19 日（土） 個別相談 

おはなしの場 

あそびの場 

こども 7人人 おとな 6人 

スタッフ 3人 ピアサポーター（VO）1人 

保育（VO）2人 アドバイザー1人  

2009年10月17日（土） 個別相談 

おはなしの場 

あそびの場 

こども 12 人 おとな 8人 

スタッフ 3人 ピアサポーター（VO）1人 

保育（VO）2人 アドバイザー1人  

2009年11月21日（土） 茶話会 

（こどもと分離） 

こども 5人 おとな 4人 

スタッフ 2人 保育（VO）5人 

2009年12月19日（土） 個別相談 

おはなしの場 

あそびの場  

クリスマスのお楽しみ 

こども 9人 おとな 7人 

スタッフ 3人 ピアサポーター（VO）1人 

保育（VO）2人 学生（VO）７人 院生（VO）1人 

アドバイザー1人 

2010 年 1 月 23 日（土） 個別相談 

おはなしの場 

あそびの場 

こども 6人 おとな 7人 

スタッフ 3人 ピアサポーター（VO）1人 

保育（VO）2人 学生（VO）2人 

2010 年 2 月 20 日（土） 個別相談 

おはなしの場 

あそびの場 

こども 14 人 おとな 8人 

スタッフ 3人 ピアサポーター（VO）1人 

保育（VO）2人 学生（VO）8人 

アドバイザー1人 

2010 年 3 月 27 日（土） スタッフミーティング スタッフ 3人 ピアサポーター（VO）1人 

アドバイザー1人 

 

「ほっとサロン・あん」ではアンケートを活用してニーズや意見、感想を頂いています。頂

いた声を活かしていけるよう、また安心して参加できるよう工夫をしていきます。 

【アンケート結果】 

よかった点 見直してほしい点 保  留 

【おはなしの場】 

◇ 自分よりも子育ての先輩ばかりなので、悩み

を話すことで誰かがアドバイスしてくれ、一

方通行にならずにいろんな事を考えることが

できる。 

◇ 他の方の話をきくと、自分のことを冷静に見

れたりします。 

◇ お友だちの様子をきけてよかった。 

◇ みんなで話し合うことで「自分だけじゃないんだ」

◇ 話が全員にまわらないの

が、仕方ないけど残念で

す。 

◇ みんなでシェアするのは

いいけど、言いにくい点も

あった。 

◇ きくばかりで自分の話が

できない人がでてくる。 

 

◇ 「おはなしの

場」による育児

の方法を学ぶこ

と 

◇ 保護者同士で話

したことを「あ

ん」以外のほかの

人に話してほしく

ないと感じた。 
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と実感できた。 

◇ 人の話に耳を傾け一緒に考えることで、とて

も勉強になっている。 

◇ 私自身のストレス発散になった。 

【あそびの場】 

◇ いろんなあそびができてよかった。 

◇ みんなとても楽しそうで、最近はスタッフの

方も人数が増えて親としてもうれしい。 

◇ スタッフが大勢いて、楽しく遊んでもらえて

いるようです。 

◇ のびのびできていると思います。 

◇ 特にありません。 ◇ 音楽療法が実現

すればいいなと

思います。 

◇ 「あそびの場」

を通じて子ども

の社会性と・・・

【個別相談】 

◇ 不安でいっぱいだったのですが、元気をいた

だきました。 

◇ 親身になって指導してくれた。 

◇ じっくりきいてもらえて、子どもの問題点・

課題と解決法の提案をしていただけた。 

◇ 児相の検査はしても的確なアドバイスを受

ける所がなく、悩みをきいてもらえる場がで

きてよかった。 

◇ 相談内容をまとめていな

かったので、ききたいこと

がすぐ浮かばす、時間がも

ったいないなと思った。 

◇ 自分の子どもがどの子か

わかってくれているのか

な？と心配だった。子ども

の状態をもっと見ていた

だいてから話し合いのほ

うがよかった。 

◇ 守秘厳守が不安に思うこ

ともあった。 

◇ 子どものニーズ

への対応 

 

 

 

【参加前】 

・排泄のことで困っていた 

【参加後】          

・あんのアドバイスを実践したら解決できた 

・言葉が少ないことが悩みで悲しかったり、

不安だった 

・手立てがわからず、ネットや本で調べて

も情報が少なかった 

・悩んでばかりでした 

 

・話をきいてくれて話せる場ができたことで少し楽 

しくなった 

・自分で調べても答えがでなかったことが一緒に考

える場で安心できた 

・子どものあるがままを受け入れられるようになりました 

 

○ネット加盟団体対象に学習会「まなびの会」を年 2回実施 

「まなびの会」では、実際の現場のニーズに即し、またそのことを共有し実践に活かせる 

ような内容にしたいと考え、それぞれ実践してよかったこと、うまくいかなかったこと、 

こんなことで困っているなど“こんなことがききたい”を参加者のみなさんに提案してい 

ただき、それをテーマに学習会を実施しました。 

 

第 1 回目 2009 年 6 月 25 日（木） 午後 6時 00～午後 8時 30 分 西成障害者会館 

第 2回目 2009 年 12 月 4 日（金） 午後 6時 30 分～午後 8時 30 分 西成障害者会館 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝） 
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⑥ 特別部会 

・第６回子ども元気まつり 

１．日時   2009 年 5 月 17 日（日）午前 11 時～午後 2時 

２．場所   玉出西公園 

３．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、西成区地域福祉アクシ 

ョンプラン推進委員会 

４．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諸団体との連携 

        ・地域のボランティアの発掘と育成 

        ・いつでも、だれでも、みんながたのしく遊べる公園づくり 

５．開催内容  ①子どもハローワーク 

        ②かえっこバザール 

        ③工作・あそびコーナー 

        ④ミニミニフリーマーケット 

        ⑤乳幼児コーナー 

        ⑥飲食コーナー 

        ⑦かえるポイント直営店 

        ⑧展示・体験コーナー                        

６．来場者   ６５３名 

７．まとめ    ・今回のまつりは、ボーイ 

スカウト１０６団の 

イベントと同時開催となりました。子ども達はまつり、ボーイスカ 

ウトの取り組みに参加し、楽しく過ごせたと思います。 

        ・「主催者と一緒につくる」という視点から“子どもハローワーク”を 

企画し、「子ども達が各店舗で仕事を体験していく中で、参加するだ 

けではなくまつりの運営に参画していく」という目的をもち、進め 

てきました。 

当日は、水まき、掃除、店舗の呼びこみなどの仕事に子ども達が積 

極的に参加し、一緒に作り上げたまつりとなりました。 

        ・当日、天気が悪く午後から雨が降り出しました。そのためエンディ 

ングの全体ゲームができず、まつりは終了せざるをえませんでした。 

また、遊びコーナーにはテントがなくご迷惑をおかけしました。 
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 ８．次回への課題 

        ・引き続き「子ども達自身がまつりをつくりあげる」という視点から 

“子ども会議”を開き、スタッフと一緒に考え合っていく。 

        ・すべての店舗にテントを設置。 

        ・誰でも参加でき、みんなが楽しく遊べる公園づくりを目的とし進め 

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(青空第 2学童保育所 古谷 嘉子) 

 

・第８回フリーマーケット 

開 催 日：２００９年１０月２５日（日） 

時   間：午前１１時～午後３時 

場   所：西成人権文化センター 本館講堂 別館講堂           

参 加 者：１１３５人（内スタッフ １５０名） 

 

《実施内容》 

・フリーマーケット  ５０ブース こども服・衣類・日用品・雑貨 

・抽選会       午前・午後の２回実施 

・模擬店       飲食１０店 飲食店・遊びのコーナーなど 

・遊びのコーナー   フリーマーケット会場内で乳幼児が安心して遊べる場の提供 

・情報提供コーナー  各関係団体・施設・サークル・ボランティアグループの宣伝 

 

《実施主体》 

フリーマーケット実行委員会・わが町にしなり子育てネット加盟団体 

実行委員長   わが町にしなり子育てネット代表 小掠 昭 

副実行委員長  さくら組 相原、鈴木、中村 

        西成人権文化センター    川辺 

事務局長    ヒーュマンライツ教育財団 寺本 

事務局次長   西成区子ども・子育てプラザ 岡田 

全体窓口    西成人権文化センター 
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《抽選会》    

   < 目 的 > 集客のひとつとしてまた、来場者を滞留させる方法として行う。 

   < 方 法 〉 抽選会を２回実施 

   < 時 間 >  1 回目本館 12：00  2 回目別館  14：30 

   ◆抽選券の配布方法・・･受付で番号付の抽選券を当日配布 

 

《実行委員会・事務局会など》 

日 程 予 定 場 所 

７月 ２日(木) 第１回 事務局会  今池こどもの家 

７月 ９日（木） 第１回 実行委員会 西成人権文化センター 

７月１５日（木） 第２回 事務局会 西成区子育てプラザ 

８月 １日（土） 前年度出店者へ案内発送  

８月１５日（土） わが町にしなりで広報  

９月 １日（火） 
ハギッズで開催告知と出

店募集 
 

９月 ２日（水） 第３回 事務局会 西成区子育てプラザ 

９月１０日（木） 第２回 実行委員会 西成人権文化センター 

９月１０日（木） 
模擬店・遊びのコーナー

の依頼 
 

９月３０日（水） 出店者募集締め切り  

１０月 ６日（火） 
出店者説明会 10：00・

18：00 
西成人権文化センター 

１０月 ８日（木） 第３回 実行委員会 西成人権文化センター 

１０月１０日（土） 
出店者説明会 10：00・

18：00 
西成人権文化センター 

１０月１６日（金） 
ブース割り 番号のお知

らせ 
 

１０月２４日（土） 
フリーマーケット前日準

備 
西成人権文化センター 
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《模擬店出店一覧》 

出 店 者 内   容 

たちばな学童 いなり・マイタケご飯 

青空第１・２学童 フランクフルト・ゼリー・お茶 

岸里学童 おでん 

山王こどもセンター たこ焼き 

こどもの里 駄菓子・アメリカンドッグ 

西成人権協会 おでん 

西成児童館の会 たこせん 

ラポール ミルクせんべい 

すみれ あてもん 

環境事業局 手作りおもちゃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大阪市立市民交流センターにしなり 川辺 康子） 

 

・第１１回子育ての集い 

 ２０１０年３月１０日（水）西成区民センターにて実施された第１１回「子育ての集い」

は子ども 118 名、保護者 90 名、来賓 21 名、わが町西成子育てネットの加盟団体及びボラ

ンティアスタッフ 115 名、合計 344 名の参加がありました。 

 

【目  的】  発足後 10 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
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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】  ２０１０年３月１０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・子育て支援連絡会議（要保護児童対策地域協議会） 

【協  力】  西成区ふれあい喫茶連絡会 

ボランティア陽だまり組 

西成おもちゃ図書館パンダ 

【プログラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ア

 回

 

◆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 

               ・手づくりおもちゃコーナー・絵本コーナー 

・おもちゃ病院 

◆お楽しみゾーン       ・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 

◆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 

               ・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 

◆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 

◆ふれあい喫茶コーナー    ・西成区ふれあい喫茶連絡会の有志のみなさんに

よる喫茶コーナー 

◆消防署コーナー       ・ミニ消防車等展示コーナー 

               ・水消火器操作体験   ・てんぷら油火災実験
◆レッツダンス        ・おでんぐつぐつ体操 アヒルのダンス 

ンケートより】 

答５１組 

１． 子育ての集いの情報について  

＊子育て支援施設 13  ＊知人から 11  ＊ハギッズ 7 ＊保育所（園）4  

＊ポスター、子育てサークル、保健センター 各 3 ＊ホームページ、図書館 各 2  

＊区報、チラシ、その他 各 1 
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２． 居住地区   

岸里 8 岸里東 6 潮路 6 千本南 5 千本北 4 南津守 3 千本中 2 南

津守 2  玉出中 1 玉出西 1 玉出東 1 鶴見橋 1 橘 1 松 2 天神

ノ森 1 聖天下 1  

山王 1 天下茶屋北 1 天下茶屋東 1 阿倍野区 3 

３． わが町にしなり子育てネットをご存知でしたか。 

  はい 33   いいえ 18  

４． 子育ての集いに参加して（複数回答） 

【良かった点】・いろんなおもちゃで遊べた 18 ・おもちゃ病院 2  

・子どもが楽しく遊べた 12 ・着ぐるみ 3  

・フリーマーケット 6  

・同世代のママと集える機会がよかった 2  

・おもしろかった 3 ・たくさんの子どもやスタッフと会えた 4 

・手づくりおもちゃ 3  

・いろんなスタッフが声をかけてくれた 2 ・雰囲気 1 

         ・子どもの新しい一面が見れた 1  

・おたのしみコーナー（手遊び・絵本など） 7 

         ・いろんな情報がもらえた 1 ・安全に遊べる 1  

・遊ぶスペースが広い 1 体重測定 1 

         ・いろんなコーナーがあってよかった 3 

【見直してほしい点】・荷物置き場がほしい 2 ・年 2回くらいしてほしい 1 

・ふれあい喫茶を利用したかったが子どもがいてできなかった 1 

・コーヒーが無料か有料かわからなかった 1・入り口がせまい 1 

・子ども喫茶コーナーを作ってほしい 1 靴の脱ぎ履きが大変 2 

５． 子育てをしていてどんな情報がほしいですか。 

・リサイクル品 2・保育所（園） 3 

・いろんな情報 ・心配なこと ・知らないと損をする補助金の話・ 

食事について（離乳食含む） 7・オムツの情報 ・しつけ 2 

・歯磨き・同じ月齢の子はどんな感じかな～・子どもの病気 2  

・予防接種 1 ・親が集える場所 1・子どもの成長のこと 2 

・子連れで行けるカフェ＆レストラン 2・育児のいろんな工夫 1 

・お得情報 ・あそぶ場 1 ・イベント 2 ・育児相談 1 

６． 情報収集の方法は、どんなものが利用しやすいですか。 

・チラシ 34 ・ポスター掲示 22 ・回覧板 10  

・ホームページ 8 ・携帯（HP） 4・メルマガ 3  
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＊わが町にしなり子育てネットをご存知でしたかの質問に、はい回答の方は、これまで

にもネットのイベントに参加したことがある、または子育て支援施設を利用したことが

あると回答された方が多い。イベント等に参加したことはあるが、子育てネットを知ら

なかったという回答も少数みられました。 

 

全体としては、赤ちゃんを連れた参加者で子育ての集いに初めて参加された方も多く、

乳幼児コーナーをゆったり設け、パンダゾーンもスペースをとったことで遊びやすくな

り子どもの月齢に合わせた利用ができた。乳幼児コーナーを広くしたことで、赤ちゃん

を遊ばせながら身体測定をしたりスタッフともゆったり話しする場ができ、話をする中

で相談を受けることができた。また、前年度の反省点からふれあい喫茶コーナーを室内

に移したことで、立ち寄る人も増え、交流ができた。また、お茶を飲みながらあそびの

様子が見れて良かった。 

               

子育ての集いが始まって 10 年が過ぎ、

子育て支援の環境は大きく変化してき

ました。子育て支援施設や子育てサロン

なども地域に広がり、これまで子育ての

集いの中で提供してきたあそびや情報

もよく似たものになっています。しかし

まだ情報を知らない、情報の届いていな

い親子もいます。 

子育ての集いもこの 10 年の変化に 

 

伴なって、内容や手法についての見直しや、子育て世帯への情報の渡し方などの工夫を

していくことが必要ということを共有することができました。 

 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝） 

 

⑦ その他 

・第４回西成大好きふれあい運動会 

開催日：２００９年１０月１５日（木）１０：００～１２：００ 

 

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。 
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後 援：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 

    西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議 西成区社会福祉施設連絡会 

 

協 力：西成区役所区民企画担当 地域安全対策パトロール 

     

実行委員会：５回（反省会を含む） 

 

実行委員会メンバー（スタッフ）  

    いちごグラブ 松通子育て支援センター 西成子育て支援センター 

    聖化保育園子育て支援センター 西成区子ども・子育てプラザ 

    今池こどもの家 西成区社会福祉協議会 つどいの広場わいわい 

    区内の子育てサロン（梅南・橘・天下茶屋・弘冶・南津守）西成人権文化センター 

 

参加呼びかけ 

〈親子〉いちごグラブ 松通子育て支援センター 西成子育て支援センター 

    聖化保育園子育て支援センター 西成区子ども・子育てプラザ 

    今池こどもの家わんぱくクラブ つどいの広場わいわい 

    区内の子育てサロン 西成人権文化センター親子広場「わっく！わっく！広場」 

 

〈高齢者〉梅南親友クラブ 橘明星倶楽部 梅南、橘地区在宅サービススティーション 

     グループホームのどか グループホーム松通  

 

参加人数：親      ９６名 

     子ども   １５２名      

     高齢者    ４３名 

 スタッフ   ６６名 

 松通保育所児 ２７名 

     合計    ３８４名 
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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３０日(火) 第１回 実行委員会  松通子育て支援センター 

７月３０日（木） 第２回 実行委員会 延期 

８月 ７日（金） 主任児童委員連絡会周知・協力依頼  

８月２８日（金） 第２回 実行委員会 松通子育て支援センター 

９月 １日（火） 申込開始（各施設にて）  

９月１８日（金） 第３回 実行委員会 松通子育て支援センター 

１０月 ２日（金） 申込締切り  

１０月 ６日（火） 第４回 実行委員会 松通子育て支援センター 

１０月１４日（水） 前日準備 梅南多目的グランド 

１０月１５日（木） 第４回西成大好きふれあい運動会 梅南多目的グランド 

１１月 ５日（木） 反省会 松通子育て支援センター 

           

   

      

 

 

 

 

 

 

 

内容  （プログラム） 

 種目（内容） 担当（主な担当） 参加者 

１ 開会式・体操（アヒルのダンス） 司会：今池こどもの家 全員 

２ じゃんけん列車 聖化子育て支援センター 

つどいの広場わいわい 

全員 

３ 子育て応援○×クイズ 今池こどもの家 全員 

４ ボールをぽーいしちゃおう 西成区子ども・子育てプラザ 

子育てサークルいちごクラブ 

乳幼児親子 

５ ラララ・ラッセーラ 松通保育所 ５歳児 観覧 

６ ふわふわかくれんぼ 松通子育て支援センター 全員 

７ とんねる とんねる！ 西成子育て支援センター 全員 

８ 閉会式 子育てサークルいちごクラブ 全員 

 

                 （大阪市立市民交流センターにしなり 川辺 康子） 
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・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、子育て支援室を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。 

 

◆ふたごちゃん、みつごちゃんのサロン「びーんず・くらぶ」の開設 

 2009 年 6 月から西成区子育て支援施設連絡会の主催でスタートしました。 

 【日 時】 毎月第３水曜日 午後１時３０分～３時００分 

 【場 所】 聖化保育園子育て支援センター・サンホール（2010 年度よりつどいの広場 

「せいか」） 

 【対 象】 ふたごちゃん、みつごちゃんとその保護者 

       ふたごちゃん、みつごちゃんを妊娠中の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 時  間 場 所 人 数 内  容 

6 月 17 日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 3人 

子ども 6人 

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

7 月 15 日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 3人 

子ども 6人 

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 
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8 月 19 日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 3人 

子ども 6人 

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

9 月 16 日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 3人 

子ども 6人 

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

10月 21日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 3人 

子ども 6人 

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

11月 18日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 3人 

子ども 6人 

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

12月 18日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 5人 

子ども 10 人

クリスマス会（おやつ作り<フルーツク

レープ>、サンタクロースからのプレゼ

ント） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

1 月 20 日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 5人 

子ども 10 人

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

2 月 17 日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 6人 

子ども 12 人

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

3 月 17 日（水） 午後1時 30分～3時 サンホール 大人 6人 

子ども 12 人

サンホールでの自由遊び（遊具・ボール

プール・大型木製キッチンなど） 

保護者同士の情報交換、センターからの

情報提供など 

 

 

 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝） 
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・松通公園遊びの広場・かえっこバザールの活動 

松通り公園遊びの広場の活動は、子育てネットの加入メンバーである「西成児童館の会」・

ボランティアグループ｢ラポール｣・西天下茶屋ボランティアグループ｢子どもと遊ぼう会｣の

西成児童館にかかわる 3 団体が中心になって、児童館廃止以降「建物を持たない児童館」の

活動の一つとして実施してきました。 

2006年9月24日、旧西成児童館横の松通公園で第1回｢松通公園遊びの広場｣を開催以来、

わが町にしなり子育てネットの支援・協力のもとで 2010 年 3 月 28 日で 17 回を数えるまでと

なりました。 

また、2007 年 4 月より、「かえっこバザール」を遊びの広場の活動に取り入れその開催普

及についても取り組んできました。2009 年度は、中之島まつりや水都大阪水辺の文化座での

かえっこバザール等に参加し活動の場を拡げてきました。かえっこバザールは 2010 年 5 月

16 日の子ども元気まつりでの開催で２３回を数えるまでになりました。 

 

当初、子ども中心のプログラムでしたが、

乳幼児の親子連れや小中学生、地域の人た

ち、高齢者、ボランティア等の参加も増え、

西成区内でかえっこバザールの活動が知

られるようになって世代間の交流の場と

なっています。 

2009 年度もかえっこバザールの子ども

スタッフや中高生のボランティアも積極

的に関わり、子どもの参画、ボランティア

育成の場としても一定の役割を果たして

います。こうしたかえっこバザール関わる

人たちで「かえっこクラブ」を立ち上げようとの当初計画の組織作りが進展せず、どう進め

ていくか課題となっています。 

 

しかし、これまで取り組んできた公園を活用した「あそびの広場」と「かえっこバザール」

を組み込んだ取り組みは、「人と人とのつながりの場づくりの手法として効果がある」との確

信を得ることができ活動の整理・検証をする段階となってきています。 

運営資金については、当初、それぞれの団体の拠出金・寄付金等で賄ってきましたが、2008・

2009 年度西成区善意銀行の助成金を受け、かえっこバザールの物品等整理することができま

した。 

 

あそびの広場・かえっこバザールの活動の様子は、建物を持たない西成児童館ブログ

http://plaza.rakuten.co.jp/motokan/で発信しています。 

 

 

 

2009.4.5 児童館フェスタ(松通公園）
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（これまでの活動） 

2006 年 9 月   第 1 回松通公園あそびの広場 

参加者：150 人、夏まつり 

2006 年 11 月  第 2 回松通公園あそびの広場 

参加者：200 人、ツイストパン、焼きいも 

2007 年 2 月  第 3 回松通公園あそびの広場 

参加者：200 人、焼きいも大会 

2007 年 4 月  第４回松通公園あそびの広場（かえっこバザール併催） 

参加者：300 人、児童館フェスティバル、ポイントラリー、 

ミニミニフリマ 

2007 年 9 月  第５回松通公園あそびの広場（かえっこバザール併催） 

参加者：300 人、水を使った遊び 

2007 年 11 月  第６回松通公園あそびの広場（かえっこバザール併催） 

参加者：250 人、焼きいも大会 

2008 年 1 月  世代間交流もちつき大会 

共催：西成区子ども・子育てプラザ 

協力：西成区地域福祉アクションプラン子ども部会 

2008 年 2 月  第７回松通公園あそびの広場（かえっこバザール併催） 

参加者：150 人、ツイストパン作り 

2008 年 3 月  児童館フェスティバル(第８回) 

かえっこバザール併催（雨のため中止）   

       

（2008 年度の活動） 

2008.4.27       第 9 回松通公園 

遊びの広場 

（松通公園） 

参加者：350 人、 か

えっこバザール、 ポ イ

ントラリー 

2008.7.20       かえっこバザール 

（西成区子ども・ 

子育てプラザ） 

2008.9.7      第 10 回松通公園 

遊びの広場（松通公園） 

かえっこバザール、水遊び 

208.9.23      天王寺動物園かえっこバザール（天王寺動物園野外ステージ） 

2008.10.26     わが町にしなり子育てネットフリーマーケット（青少年会館） 

          たこせん、ミルクせんべい 

2008.11.16     かえっこバザール（西成区人権文化センター） 

2009.5.4 中之島まつりかえっこバザール協力 
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2008.11.30     第 11 回松通公園遊びの広場（松通公園） 

          焼いも大会、かえっこバザール 

200812.13       かえっこバザール（通天閣） 

2009.1.18       第 12 回松通公園遊びの広場（松通公園） 

          ツイストパン作り 

2009.2.15       世代間交流もちつき大会（西成区子ども・子育てプラザ） 

  

（2009 年度の活動） 

2009.4.5      児童館フェスティバル(第 13 回松通公園遊びの広場) 

         かえっこバザール、遊びの広場、ミニミニフリマ 

2009.9.6      第 14 回松通公園遊びの広場（松通公園）水遊び 

2009.9.23       水都大阪水辺の文化座かえっこ屋（中之島）で遊びの広場実施 

2009.11.3       第 15 回松通公園遊びの広場（松通公園）やきいも 

2009.11.21     かえっこバザール開催（人権文化センター） 

2010.1.24       第 16 回松通公園遊びの広場（松通公園）スティックパン作り 

2010.3.7      世代間交流もちつき大会で遊びのコーナー（人権文化センター） 

2010.3.28       児童館フェスティバル（第 17 回松通公園遊びの広場） 

 

 

（かえっこバザールの開催経過） 

2007.4.1      児童館フェスティバ

2007.5.27      子ども元気まつりの

2007.9.16       第 5 回松通公園遊び

2007.10.28     わが町にしなり子育

207.11.15       第 6 回松通公園遊び

2008.2.2      西成区アクションプ

2008.2.24       第 7 回松通公園遊び

2008.4.27      第 9 回松通公園遊び

2008.7.20       西成区子ども・子育

2008.9.7      第 10 回松通公園遊

208.9.23      天王寺動物園かえっ

          （天王寺公園事務所

 3
2009.10.3 西成区アクションプラン区民 

フォーラムかえっこバザールに協力 
ルで初めて取組む（1回目） 

中で開催（2回目） 

の広場で同時開催（3回目） 

てネットフリーマーケットで開催（4回目） 

の広場で同時開催（5回目） 

ラン区民フォーラムの中で（6回目） 

の広場（7回目） 

の広場（8回目） 

てプラザかえっこバザール（9回目） 

びの広場（10 回目） 

こバザール（11 回目 天王寺動物園） 

と連携） 
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2008.11.16     西成区人権文化センターかえっこバザール（12 回目） 

2008.11.30     第 11 回松通公園遊びの広場（13 回目） 

200812.13       まちが劇場通天閣かえっこバザール（14 回目） 

          (新世界ブレーカープロジェクトと連携) 

2009.1.30    西成区アクションプラン区民フォーラムの中で開催（15 回目） 

（西成区民センター） 

2009.4.5      児童館フェスティバル・かえっこバザール(16 回目 松通公園) 

2009.5.3～5      之島まつりかえっ 中

こバザールに協力 

(中之島公 

2009.9.6      遊び 

2009.9.23       水辺の文化座 

遊

2009.10.3       

 

（西成児童

(中之島まつり実行 

委員会 

と連携) 

園 おもちゃ貸出し、 

スタッフ派遣) 

第 14回松通公園

の広場（17 回目） 

水遊び 

水都大阪

かえっこ屋（中之島）で

西成区アクションプラン区

2009.11.3       第 15 回松通公園遊びの広場

2009.11.21     かえっこバザール開催（人

2010.1.24       第 16 回松通公園遊びの広場

2010.3.28       児童館フェスティバル（22

「かえっこ開催セット」の貸し出し（2007 年 10 月・
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2009.5.17 子育てネット子ども元気

まつりに参加協力 
び

中で（18 回目） 

目） 

くり 

0 月・2009 年 10 月南津守地区へ） 

 

の広場実施 

民フォーラムの

（19 回目）やきいも 

権文化センター）（20 回

（21 回目）スティックパンづ

回目） 

2008 年 1
2009.9.6 松通公園あそびの広場
 

館の会・かえっこクラブ 出水 敦美） 

 



・松通り公園あそびの広場 

少ない事を憂い、公園の青空の元、のびのびと遊ぶ子どもの実

々とも共同で活動しております。 

 

 

（

                  

・橘

町会が合同

場 所】  橘東児童遊園地（西成区花園南

午前 11 時

 

 最近公園で遊ぶ子ども達の

現を目的にして、若者も交じった数グループで遊びのアイデアや、手作り工作で、子ども・（三

世代を含む）達と公園に集まっています。 

広く地域とも交流を図りまた同行異種の方

一度皆様にも参加・見学・ご協力のほどお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

東児童遊園地・公園ひろば 

 ２００８年にこれまで地域の４

高齢化や管理責任の問題などさまざまな現状

園地の撤去について検討されました。その結

くださることになり、わが町にしなり子育て

園地に出向いて地域の子育て中の親子を対象に

 

【

【実施日】  毎月第２金曜日  

【時 間】  午前 10 時 45 分から

【内 容】  てあそび・ふれあいあそび・絵

 

 3
2009.11.3 松通公園あそびの広場
森本 秀雄） 

で管理・運営されてきた橘東児童遊園地は地域の

2丁目） 

15 分 

みきかせ・体操・おたのしみ など 

 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝）

西天下茶屋ボランティアグループ 

                  

をふまえ、橘東児童遊園地管理委員会を中心に遊

果、地域の有志の方々が管理・運営を引き継いで

ネットでも地域を応援していこうと、橘東児童遊

、公園あそびのひろばを実施しています。 

本のよ
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・びわこキャンプ 

子育てネット主催の夏のびわ湖キャンプは、児童館を拠点に活動してきた

ボ

の活動） 

～１８日（火）２泊３日 

学生６人、 

 

参加費：１

２１日～２２日 

フ合 

参加者募集：７月１日より実施、 

育て支援センター）スタッフ・参加児が集まりミーテ 

 

２００９年度は、３月にスタッフ合宿を初めて実施し、合宿に参加したメンバー全員が 

ス

ちは水泳やスイカ割りにおいしいごはん！、竹を割って作った流しそうめんや高

校

実施予定です。 

 

わが町にしなり

ランティアグループ「ラポール」・地域のボランティア「西天下茶屋ボランティアグルー

プ」・「西成児童館の会」と参加児や保護者との連携・協力でこれまで2006年・2007年・2008

年・2009年の４回、びわ湖青柳浜のセツルの家（大阪市地域福祉施設協議会運営）で実施し

てきました。 

（２００９年度

実施日：８月１６日（日）

場 所：びわ湖青柳浜セツルの家 

参加者：４１人（小学生１６人、中

高校生７人、大人１８歳以上１２人）

人８０００円 

事前準備：２００９年３月

セツルの家で下見をかねてスタッ

宿を実施、１２名参加（中学生２名・ 

高校生２名含む） 

説明会・準備：８月３日（松通り子

ィング・キャンプ準備、８月９日スタッフ打ち合わせ 

タッフとしてキャンプに参加し中学生、高校生がプログラム作りから関わってくれました。

特に高校生は小学生の時、児童館のキャンプに参加した経験を持っており、大きな力となり

ました。 

こどもた

生リーダーのキャンプファイヤーなどの他、自由時間いっぱいの自然体験 をしました。例

年、子どもたちの感想文をまとめた報告文集を作成しています。 

２０１０年度は、８月１４日（土）～１６日（月）セツルの家で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建物を持たない西成児童館 出水敦美）  
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Ⅱ．2009年度会計報告 

収入の

 

２００９年度会計決算書 

 

項             目 予 算 額 決 算 額 備   考 

部 

 

 

事  業  助  成  金 300,000 220,000   

 西成区社会福祉協議会 100,000 100,000   

 西成区善意銀行 100,000 50,000   

 大阪府善意の箱事業委員会西成支部 100,000 70,000   

特  別  助  成  金 100,000 0   

 子ども元気まつり事業助成 100,000 0   

寄    付    金 30,000 0   

事  業  収  入 70,000 9,360   

雑    収    入 7,847 31   

前  年  度  繰  越  金 222,153 222,153   

合         計 730,000 451,544   
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支出の部 

 

項             目 予 算 額 決 算 額 備  考 

 

事    務    費 160,000 87,667   

 消   耗   品   費 50,000 22,326   

 通  信  運  搬  費 10,000 80   

 事   務   局   費 100,000 65,261   

広    報    費 100,000 0   

 ミ ニ コ ミ 紙 ハ ギ ッ ズ 90,000 0   

 ホ  ー  ム  ペ  ー  ジ 10,000 0   

事    業    費 180,000 97,137   

 講 座 諸 経 費 10,000 885   

 フ リ ー マ ー ケ ッ ト 60,000 18,405   

 子 育 て の 集 い 40,000 30,710   

 地 域 活 動 助 成 金 70,000 47,137   

特  別  事  業  費 80,000 59,875   

 子ども元気まつり 80,000 59,875   

雑         費 10,000 0   

繰    越    金 200,000 206,865   

合         計 730,000 451,544   
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会 計

（別紙-印鑑押印のコピー） 

 

 平成２１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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年５月２９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   大 川 幸 子 ㊞ 

 監 査 報 告 
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Ⅲ．2010年度わが町にしなり子育てネット活動方針(案) 

 

○ 大阪でも児童虐待による悲しい事件が相次いでいます。３月に入って堺市で４歳の子ども

が、門真市で２歳の子どもが、４月には寝屋川市で１歳１０ヶ月の子どもが虐待によって尊い

待の背景には、家族や親戚、地域や企業の相互扶助機能の弱体化による社会的孤立や排除の進

 

祉制度が対応

できていない問題があります。児童虐待の原因となっている社会的孤立や排除、そして貧困や

子育てにおける困難は、市役所や区役所、保育所や幼稚園など行政だけで解決できなくなって

います。しかし、いくら保護者の責任を強調してもその責任を果たせないことが問題です。わ

が町にしなり子育てネット（以下、子育てネット）は、こうした現状認識から行政と民間、地

域、そして当事者の「協働」で目の前の課題の解決に取り組んでいこうとスタートしました。

そのスローガンが「いつでもどこでもみんなで子育て」なのです。 

 

○ 子育てネットの目標は、児童虐待をなくすことであり、その背景にある社会的孤立や排除

をなくすることです。そのためには、人と人とのやさしいつながりをとりもどさなくてはなり

ません。人がやさしくなることが子育て支援です。ではどうしたら人はやさしくなれるのでし

ょうか。人がやさしくなるためにはお金や肩書きがあるだけではだめです。人がやさしくなれ

るには人と人が豊かにつながることが必要です。子育てネットの取り組みは、人と人がつなが

るためのきっかけやつながるための支援を提供することです。 

 

○ 子育てネットができて１０年が経過し、新しい１０年がスタートしました。最初の１０年

で子育てネットは、子育ちや子育てにかかわる幅広い支援者のつながりをつくりあげました。

そして児童虐待防止と子育て支援を中学校区単

別ケア会議」という仕組みを大阪市で初めて確立することに貢献してきました。 

 

○ 児童虐待防止、子育て支援の人材ネットワークをつくる 

２０１０年度の子育てネットは、これらの成果

０年で子育て支援や教育関係機関や団体を中心としたネットワークに加えて、西成内外で活躍

する、「やってみたい」「やってみよう」という様々な「人材」のネットワークを広げるための

取り組みを企画実施します。 

 

○ 課題を持ち寄り話し合える「場」をつくる 

引き続き、西成区役所、西成区社会福祉協議会、子育て運動えんなどの子育て支援のＮＰＯと

の連携を強めるとともに、子育てネットが様々な子育て・子育ちの課題を持ち寄り解決できる

実践的な場（子育て実践コミュニティ）となるよう取り組みを進めていきます。 

命を奪われました。大東市でも０歳児の子どもが父親に暴行され重傷を負っています。児童虐

行があります。また、生活保護受給者やひとり親家庭の増加など貧困の増加と沈殿があります。 

○ そしてこうした背景に右肩あがりの経済成長を前提につくられてきた社会福

位として取り組んでいく「中学校下児童等地域

を一層充実発展させるとともに、これからの１
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○ 「子どもの居場所づくり」プロジェクトをたちあげる 

ＰＯや学生ボラン

ティアなどがはじめた「駄菓子屋」の取り組みなどを勉強し、子育て運動えんなどＮＰＯとも

所は「配慮を必要とする児童を積極的に受け入れる」「多様な保育ニーズに的確に対応できる

に要望を実施していきま

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「駄菓子屋」など子どもの居場所づくりの取り組みが注目されています。Ｎ

連携して西成区において子どもの居場所づくりを検討していきます。 

 

○ 民営化にあたって大阪市へ要望を実施します 

公立保育所の再編整備がすすめられています。今後、公立保育所は各エリア２カ所程度に集約

化され、それ以外の公立保育所は民間委託または統廃合されていきます。集約化された公立保

育

よう可能な限り多機能化する」こととされています。大阪市は保育サービス提供エリアを３５

エリアに分割しています。西成区は２つのエリアにわかれています。計画ではそれぞれのエリ

アで２カ所程度の公立保育所を残し、残りを統廃合、民営化していくようです。大阪市全域で

２０ヶ所、１３年度までに５０カ所以上の公立保育所を民間に委託する計画が示されています。

西成区でも今年度末に松通東保育所が民営化（(社福)大和福祉会）され、来年度末には長橋第

一保育所と長橋第二保育が統廃合され民営化されることになっています。西成区内の保育所の

民営化にあたっては子育てネットへの参加と協力を求めるなど大阪市

す

 

○ 子育ちと子育て支援の参加と協働の「場」を提供します。 

 

（わが町にしなり子育てネット副代表 谷川 雅彦） 
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1．各部門活動計画 

① 講習講座部会 

「親子で楽しくあそぼう会」を年３回実施します。 

講座を通して、子育ての楽しさや保護者同士の交流を提供していきたいと思います。 

親子で楽しくあそぼう会》  

 担 当 

《

日 程 内 容 

第１回 ６月２２日(火) 親子エアロビクス 私立保育園・公立保育所・公立幼稚園

第２回 10 月２９日(金) 簡単な手作りおやつ 保健福祉センター (保健師・栄養士) 

第３回 11 月下旬の予定 絵本の読み聞かせ 西成図書館 

 

・時 間    各回   午前１０時３０分～１１時３０分(若干変動あり) 

・場 所    第１回  西成区子ども・子育てプラザ 

        第２回  西成保健福祉センター(区役所２階) 

        第３回  西成区民センター 3 階会議室 

・対 象    乳幼児とその保護者  ３０組 

・参加費    無料(２回目のみ実費徴収) 

・申し込み先  西成区子ども・子育てプラザ 

 

・担 当     公立保育所  ５・６

         私立保育園  ９・１０・１１・１２月分 

         公立幼稚園  １・２・３月分 

 

 

                          【長橋第 2保育所 上村 節子】 

 
② 広報部会 

・ハギッズ 

  

（ハギッズ編集委員） 

 

・ホームページ編集委員会 

1.平成 22 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

 

《所庭開放など地域交流事業の情報提供について》 

・７・８月分 

子育て中のお母さんの立場に立った紙面づくりを心がけていきたいと思います。

子育てネットにはたくさんのグループ・団体が参加し活動を行っています。その活動を広く知

ってもらえる、紙面上で交流も図れるような内容にし、子育て中のおかあさんに手に取って見

てもらえる『ハギッズ』であるように取り組んでいきたいと思います。 
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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

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

ろな子

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

ー に 手

も 長を を

いらなくなった育児グッズがある方、ほしい育児グッズがある方、からメールで情報を集め、

伝言板」をは

と出会い、ふれあい

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

育ての情報をホームページを通じ

ます。メ ルマガジンの配信 より、携帯電話で、 軽に情報を受け取れるようにしていきま

す。子ど たちの健やかな成 願ってホームページ 作成し、運営していきます。 

 

メールマガジンやホームページで情報を配信し、お見合いを取り持つ「おさがり

じめます。 

 

 

 

「ぴよサポーターズ（仮称）」を募り、参加されたイベントや講習会の感想をメールで受信し、

グラムを使用するこ

とにより、毎日 自動で記事を取得･更新できるようにしました。子育て

編集者として管理することにより、今まではネットに関係のある方を対象に参加者を募ってい

にし･よすが)がある方という極めておおざっぱな方を対象に参加

やサークル、団体や企業まで、色々な形のブログが集まるサイトに

ホームページで紹介していきます。 

 

 西成区ブログ通り 1 丁目を、アライドアーキテクツ株式会社の無料プロ

ネットの枠から出て、

ましたが、西成区に「縁」(え

を呼びかけています。個人

していきます。参加は自由で、参加者の本名や現住所を確認することはしません。記事の内容

は毎日確認し、西成区ブログ通り 1丁目と相性が合わないと編集者が判断したときは、即時 
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参加の取り消しを行います。取り消し以降は、記事の取得や更新は行われません。参加者は、

３月末現在で 28 ブログになりました。 

 

 

2.

 計画内容 

メールマガジン受信者は、３月末現在で 38 人になりました。今年度も引き続き、チラシや口

コミで受信者増をはかります。情報の発信漏れがないように各機関･施設からの情報収集を徹底

していきます。 

各機関･施設が発行しているカレンダーやイベント･講習会情報などを、いち早く正確に掲載

できるようにプログラムを導入し、各自記入できるようにしていきます。 

 

実施日程・内容・その他 

 

実施予定

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 

・ メールマガジン発信 

5 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 

６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 

７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 

８月 ・ サイトの運営と管理 

･ メールマガジン発信 

９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 

１０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 

１1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 

１２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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１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 

２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 

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 

 

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。   

  

 (たんぽぽ<ホームページ編集部>) 

③ 子育てサークル部会 

・ 子育て支援施設の少ない南エリアでの 出西公園）を引き続き実施し

ます。 

・ 公園での取り組みを知らない親子に向けて、今後もさらに周知していきます。 

・ 親同士の出会いの場、子育て ができる場として継続して取り組

みます。

・ 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：２０１０年１０月１４ 実施予定 

場所： 目的スポーツ広

 

て支援センター 竹崎 裕美） 

 

 

 

 

 

 

④ 児童虐待防止部会 

・『ＭＹ ＴＲＥＥペアレンツ・プ 践予定 

 現在、大阪市、大阪府と２０１０年度の事業にむけて協議をしています。また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、２０１０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。 

 

Ｏ子育て運動えん 関口 淑枝） 

3.

サロン０．１．２（玉

情報収集の場、子育て相談

 

（木）10 時～11 時 30 分 

梅南多 場 

（西成子育

ログラム』２０１０年度実

（ＮＰ
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⑤ 発達応援

  ◆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

部会 

 

２００９年度の課題や反省を踏まえて、部会の運営を進めていきたいと思います。 

１） 発達 会の定例会の開  

２） 相談活動 地域の子育て支 ・成長も含めた相談窓口であるこ

とを周知します。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） サロンの開設  「ほっと

毎月第３土曜日 午後１時  

西成区子ども・子育てプラザにて 

開催 年２～３回実施 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝） 

 

・

０１０年５月１６日(日)  

ぼパーク委員会広報 こどもハローワーク かえっこバザール あそびコー 

ながりあう場」として

まつりを開催。 

(今池こどもの家 西野 伸一) 

・第９回フリーマーケット 

  ２０１０年１０月の日曜日に実施予定 

  場所：未定 

（大阪市立市民交流センターにしなり 川辺 康子） 

 

 

【

がりを広げられるような開催にしていきたい。 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝）

応援部 催 隔月１回程度  

援機関は、子どもの発達

サロン・あん」の実施 

３０分～午後３時００分 

４） 学習会の

 

⑥ 特別部会 

第７回子ども元気まつり 

日程 ２

時間 11 時～14 時 

会場 西成公園 

内容 あそ

ナー ミニミニフリマーケット パッカー車体験 消防車・士体験 福祉体験など、

「子どもが主役・子どもと創る」まつり、「公園が人と人がつ

活性化する仕掛けとしての

 

 

内容：ボランティアグループ・子育てサークルのお母さん方が中心になって開催します。 

 

・第１２回子育ての集い

【日 程】２０１１年３月２日（水）実施予定  

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のこの 10

年を振り返り、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
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⑦ その他 

・あそぼパーク委員会 

２０１０年度の福祉医療機構

の助成を受け｢子どものあそびの

環境作り事業｣として取り組みま

 す。

年に

ンも りの場」となるために様々な活動に取り組んできま

そびの広場公園マップづくり・公園調査など)  

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

あそびの環境づくりをすすめていきたいと考えてい

「誰でも集う事ができる公園づくり」を地域住民のみなさんと一緒に取り組んでいきたい

ます。 

担う子どもを中心とした｢あそびの環境作り｣の活動に多くの人が

が深まり、福祉の町づくりに発展する事を目指してい

１、あそ ー

 子育

を得なが と協働しながら｢子どもの遊び環境作

り事業｣を進めていく委員会の名称。 

分担 

ーク委員会の代表は子育てネットの代表小掠昭(わかくさ保育園)が兼ねる。事

がら事業を進める。 

 

３、事業別委員会 

会 子ども元気まつり・あそびの広場・公園広場などの事業を進め

 

もの家 西野 伸一) 

 

２０００年にわが町にしなり

子育てネットが発足し、２００３

は、西成区のアクションプラ

でき、「公園」が｢人と人のつなが

した。(子ども元気まつり・公園でのあ

ます。乳幼児から、お年寄りといった、

と考えてい

そして将来、次世代を

関わる事により、人と人のつながり

ます。 

 

＜具体的な事業内容＞ 

ぼパ ク委員会発足 

てネットだけでなく地域の各種団体や地域の方の協力と理解、活動に対しての賛同

ら広く当委員会の加盟団体・者を募り、地域

 

２、あそぼパーク委員会の組織と役割

あそぼパ

務局を今池こどもの家(担当；西野)におき、４つの事業別委員会をつくり、相互連携しな

 ① 公園事業委員

る委員会 

 ②公園調査事業委員会 公園基礎調査・公園情報調査などの事業を進める委員会

 ③プレーパーク事業委員会 ワーカー育成・プレーパークづくり 

 ④ 広報事業委員会 事業の広報宣伝・公園マップづくり 

(今池こど
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・西成区子育て支援施設連絡会 

例連絡会と乳幼児健診での子育て関連の情報提供を実施します。 

 

 

・橘 遊園地・公園ひろば 

今 0 時 45 分～11 時 15 分に実施します。 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝） 

 

・び

２

・松

① 広場・かえっこバザールの開催 

西

工夫していきます。 

・ 10 年 5 月  子ども元気まつり（かえっこバザール） 

・ 通公園あそびの広場（かえっこバザール） 

・ あそびの広場（かえっこバザール） 

・ 

・

活 必要な用具・物品整備、開催グループ等に貸し出せ

る仕組みを作ります。 

②

活動

ま

③ 携 

遊びの環境づくり事業（あそぼパーク）と連携しあそびの広場の活動成果を西成区内の公園

に

④

2 「建物を持たない西成児童館」の定例会を毎月１回開催し、実施体制を整備し

て

構 ィアグループ」や個

人 な人たちが関われる場と

して運営していきます。 

（西成児童館の会・かえっこクラブ 出水 敦美） 

 

今年度についても定

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。 

（つどいの広場わいわい 関口 淑枝）

東児童

年度も、毎月第 2金曜日午前 1

わこキャンプ 

０１０年度は、８月１４日（土）～１６日（月）セツルの家で実施予定です。 

（建物を持たない西成児童館 出水敦美） 

 

通公園遊びの広場・かえっこバザールの活動 

!  松通公園遊びの

成児童館の会、ボランティアグループ「ラポール」や西天下茶屋ボランティアグループ

が中心となり、わが町にしなり子育てネット等と連携してより多くの人が関わってもらえ

るように

20

 2010 年 9 月  松

 2010 年 11 月  松通公園

2011 年 1 月  松通公園あそびの広場 

 2011 年 3 月  児童館フェスティバル（かえっこバザール） 

動を通じて、かえっこバザール開催に

 ボランティア育成 

を通じてボランティアの発掘、組織化を進めていきます。 

た、中高生ボランティアの育成を図るため、実践講座を活動に合わせ開催します。 

 あそぼパークとの連

拡げていきます。 

 実施体制 

010 年度より

いきます。定例会の内容は会報を発行しメンバーに配布、ブログで公開します。 

成メンバーは「西成児童館の会」・「ラポール」・「西天下茶屋ボランテ

ボランティア、あそびの広場に関わる団体等が中心ですが、新た
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Ⅳ．2010年度会計予算案 

収入

 

０年度会計予算（案） 

 

 

        目 予 算 額 前年度予算 備  考 

の部 

２０１

項     

事  業  助  成  金 300,000 300,000   

 100,000 100,000   西成区社会福祉協議会 

 西成区善意銀行 100,000 100,000   

 大阪府善意の箱事業委員会西成支部 100,000 100,000   

特  別   成  金 2,100,000 助  100,000   

 100,000 100,000   子ども元気まつり事業助成 

 独立行政法人 福祉医療機構助成 2,000,000 0   

寄    付    金 30,000 30,000   

事  業  収  入 50,000 70,000   

雑    収    入 13,135 7,847   

前  年  度  繰  越  金 206,865 222,153   

合         計 2,700,000 730,000   
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支出の部

 

           目 予 算 額 前年度予算 備   考 

 

項  

事    務    費 160,000    160,000 

 消   耗   品   費 50,000 50,000   

 通  信  運  搬  費 10,000 10,000   

 事   務   局   費 100,000 100,000   

広 50,000 100,000     報    費   

 ミ ニ コ 40,0 90,0 ミ 紙 ハ ギ ッ ズ 00 00   

 ホ  ー   10,0 10,0ム  ペ  ー  ジ 00 00   

事    業    費 160,0 180,000 00   

 20 10,0講 座 諸 経 費 ,000 00   

 フ リ 50,0 60,0 ー マ ー ケ ッ ト 00 00   

 40 40,000   子 育 て の 集 い ,000 

 地 域 50,000 70,000  活 動 助 成 金   

特  別  事  業  費 2,100,000 80,000   

 子ども元気まつり 100,000 80,000   

 みんなが楽 業 しくあそべる公園づくり事   

 「子どもあそび環境作り事業」 
2,000,000 0 

  

雑         費 10,0 10,000 00   

繰  220 200,0  越    金 ,000 00   

合         計 2,700,000 730,000   
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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 子育てネットとい

  務

   ２．この会の事務所は、事務局を担当する施設内におく。 

目   

   ３．この会は、次のことを目的とする。 

     (1) まり、「子ど 子どもの育 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。 

     ) り、「子ども すく育つ町 」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。 

  

   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   

   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｡ 

 助会

  等を賛助会員とする。 

   

   ７．この  

     (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  若干名 

      (2)幹事は総会で選出する。 

      (3)代表、副代表、事務局長、事務局次長、 り互選

      (4)監事は総会で選出する。 

      (5)代表は、この会を代表し、その会務を統括する。 

会は、わが町にしなり う。 

事  所 

 的 

子育てにかかわる多くの人たちが集 もの権利、 つ力、子ど

(2 子育てにかかわる人たちの連携によ たちがすく 、にしなり

活  動 

 

 

 員 

賛 員 

 ６．この会の目的に賛同する団体・会社

役   員 

会に次の役員をおく。

 事 若干名、 監 事

会計は幹事よ する。  
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      (6)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。 

    全 処理する。 

    (8)事務局次長は、事務局長を補佐する。 

表の指示を受け、会計事務を処理する。 

(11)幹事は､会の日常業務の運営にあたる｡ 

は１年とし、再任は妨げない。 

役員会 

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 

を役員会に報告する。 

総会

   ９. ( 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 

(2 ければならない。 

 計

。 

３月３１日とする。 

会を置くことができる。 

のための部会 

ための部会 

専門別部会 

・事務等を処理調整する事務局会議 

      (2)２０００年９月２２日に一部会則を変更する。 

５月２９日に一部会則を変更する。 

５月１２日に一部会則を変更する。 

会則を変更する。 

変更する。 

  (7)事務局長は、代表の指示を受け、活動及び事務 般を

  

(9)会計は、代

      (10)監事は会計の監査を行う。 

      (12)役員の任期

   ８．この会の活動

代表または、専門部会が専決し、これ

 

1)この会の活動

行う。 

)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

会    

   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

会    議 

   11．この会の活動を推進するため、次の会議・部

      (1)ボランティア活動の企画・推進

      (2)公的関係機関との連携・協力の

      (3)各種活動を推進するための、

      (4)代表の指示の下で活動

 

(付則) 

     (1)この会は、２０００年５月２４日発足する。 

      (3)２００１年

      (4)２００２年５月１６日に一部会則を変更する。 

      (5)２００５年

   (6)２００６年６月１日に一部

(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
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Ⅵ．組織 

組織の改編について(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援関係機関会議 

毎月第 2木曜 13:30～ 

事務局 

《構成》 

代表、副代表 

事務局長 

会計 

事務局次長 

事務局員 

《構成》 

ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾂ教育財団、NPO 法人子育て運動えん 

西成区子ども・子育てプラザ、西成児童館の会 

つどいの広場わいわい、今池こどもの家 
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2010年6月20日現在

ＩＤ 団  体  名 役   員 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〈ハギッズ編集グループ〉 相原  祐子 鈴木・中村・中島 6656-0067 6656-0668 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区社協内

2 ラポール 幹事 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〉 幹事 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〉 幹事 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 かえっこクラブ 幹事 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

6 西天下茶屋ボランティアグループ 幹事 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

7 キューティー・ハギーズ 幹事 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

8 日本ボーイスカウト大阪第44団 幹事 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

9 日本ボーイスカウト大阪第106団 幹事 田村　昭 宮城　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

10 西成児童館の会 ◆事務局次長出水　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

11 にしなり・おもちゃ病院 朝倉　敬 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 はーと・クラブ〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ個人登録窓口〉 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 陽だまり組 幹事 宮地　泰子 6641-9567 6646-5869 557-0004 西成区 萩之茶屋2

14 おもちゃ図書館パンダ 幹事 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

15 西成地区更生保護女性会 太田　房子 高橋・佐藤 6659-9683 6659-2246 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区役所区民企画室内

16 今池こどもの家 わんぱくクラブ 小掠  昭 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 幹事 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 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6 子ども・子育てプラザ内

19 あれん会 幹事 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 西成地区保育所保護者会連絡会 金　正敏・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

21 西成子育て支援センター 幹事 福原　千代 竹崎　裕美・難波　眞理子 6562-6308 6562-6308 557-0032 西成区 旭2-7-17 松之宮保育所内

22 松通子育て支援センター 幹事 北川　幾子 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

23 つどいの広場「せいか」 幹事 畑野　順一 畑野　慶子 4398-5330 6653-0701 557-0054 西成区 千本中 2-7-6 聖化保育園併設

24 つどいの広場 わいわい ◆事務局 小掠　昭 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）

25 ファミリー・サポート・センター西成 幹事 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

26 子ども家庭支援員事業 幹事 菅谷　和史 荘保・関口・川辺 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）

27 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

28 区保健福祉センター福祉担当（地域福祉） 幹事 菅谷　和史

29 区保健福祉センター福祉担当（地域福祉）子育て支援室 幹事 小田　敏郎

30 区保健福祉センター 保健担当（地域保健活動） 幹事 岸本　ゆき江 中岡　昌代 6659-9968 6659-9085 557-0041 西成区 岸里1-5-20

31 大阪市立市民交流センターにしなり ◆事務局 吉尾　修 川辺　康子 6561-0007 6561-9154 557-0025 西成区 長橋2‐5‐33

32 大阪市立西成障害者会館 幹事 尾形　晃 岡田 光司 6562-5800 6562-6677 557-0034 西成区 長橋3-2-27

33 大阪市こども相談センター 幹事 谷井　雅美 高島志のぶ・影井良次 4301-3100 6944-2060 540-0003 中央区 森ノ宮中央1‐17‐5

34 西成区ボランティアビューロー 幹事 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

35 大阪市立西成図書館 幹事 成元　勝 田中　玲子 6659-2346 6659-8599 557-0041 西成区 岸里1-1-50

36 西成区社会福祉協議会（地域活動） 幹事 片岡　義美 村上　尚子 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

37 大阪市立千本保育所 監事 大川　幸子 武藤　恵子 6651-0073 6651-0073 557-0055 西成区 千本南2-11-20

38 大阪市立橘保育所 炭野　真喜子 6661-5813 6661-5813 557-0051 西成区 橘3-1-19

39 大阪市立天下茶屋保育所 幹事 後河内　規子 山田　明美 6653-6010 6653-6010 557-0011 西成区 天下茶屋東2-1-12

2009年度わが町にしなり子育てネット登録団体一覧

尾崎早苗・西川志保 6659-9857 557-0041 西成区 岸里1-5-20 6659-9468
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40 大阪市立長橋第１保育所 林　幸子 6561-3450 6561-0342 557-0023 西成区 南開2-2-24

41 大阪市立長橋第２保育所 幹事 上村　節子 北西　佳代 6562-0016 6562-0082 557-0023 西成区 南開1-7-7

42 大阪市立長橋第５保育所 山本　明美 6649-7216 6649-7203 557-0025 西成区 長橋1-6-28

43 大阪市立北津守保育所 国分　政子 6561-5525 6568-4789 557-0061 西成区 北津守3-5-32

44 大阪市立松之宮保育所 福原　千代 奥出　玉海 6567-3460 6567-3470 557-0032 西成区 旭2-7-17 

45 大阪市立南津守保育所 遠藤　法子 6658-4818 6658-4818 557-0063 西成区 南津守2-4-7-101

46 大阪市立松通保育所 幹事 北川　幾子 6659-2900 6659-2900 557-0034 西成区 松3-2-32

47 大阪市立山王保育所 坂上　由架利 6633-7966 6633-7966 557-0001 西成区 山王1-6-10

48 （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

49 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

50 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

51 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

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

53 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

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

55 わかくさ保育園 ◆代 表 小掠　昭 蕨川晴之 6633-2965 6633-2970 557-0004 西成区 萩之茶屋2-9-2

56 大阪市立玉出幼稚園 長瀧　直子 6661-4446 6661-6769 557-0044 西成区 玉出中2-13-29

57 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

58 大阪市立天下茶屋幼稚園 幹事 竹内　啓子 6661-5641 6661-5964 557-0012 西成区 聖天下1-10-34

59 こどもの里 幹事 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

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

61 児童館　今池こどもの家 ◆事務局 小掠  昭 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

62 西成区子ども･子育てプラザ ◆事務局次長・
会計 岡田　信治 山下　貴子 6658-4528 6658-4528 557-0033 西成区 梅南1-2-6

63 たちばな学童保育所 加藤 6651-7533 6651-7533 557-0051 西成区 橘3-10-6

64 第一青空学童保育所 松本 6658-1056 6658-1056 557-0055 西成区 千本南2-9-19

65 青空第二学童保育所 幹事 古谷 090-1220-8748 557-0055 西成区 千本南1-19-13

66 岸里学童保育所 松本 6658-7264 6658-7264 557-0041 西成区 岸里3-3-2-103

67 （ＮＰＯ）子育て運動えん ◆事務局 小掠　昭 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

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

69 西成人権協会 幹事 本村  信一 玉城　清則 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

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

後援 西成区社会福祉協議会 園山　仁 村上　尚子 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区合同庁舎8階

西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議

(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　坂本龍一･亀田 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 園山　仁 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 小掠  昭 村上　尚子 6656-0080 6656-0083 557-0041 西成区 岸里1-5-20 西成区社協内

6659-9468後援 6659-9857 西成区役所内菅谷　和史
子育て支援室
西川志保・尾崎早苗

557-0041 西成区 岸里1-5-20 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月

各会議

総会 11日 総会/西成人権文化センター

役員会 8日 役員会/西成区子ども・子育てプラザ

３日
事務局会議/西成区子ども・子育てプ
ラザ

９日
事務局会議/西成区子ども・子育てプ
ラザ

子育て支援関係機関会議 16日 定例会議/西成人権文化センター 14日 定例会議/西成人権文化センター 9日 定例会議/西成人権文化センター 10日 定例会議/西成人権文化センター

１７日
保育ボランティア養成講座/西成人権
文化センター

１８日
あい・ｅｙｅ・ネット/西成人権文化セン
ター

２４日
保育ボランティア養成講座/西成人権
文化センター

講習講座部会

親子で楽しく遊ぼう会 23日
親子でふれあって遊ぼう/西成区子ど
も・子育てプラザ

15日
親子で作って遊ぼう/西成区子ども・子
育てプラザ

広報部会

ハギッズ ９日
第5２回編集委員会/ボランティア
ビューロ

１日 ハギッズ第51号発行 １5日
第53回編集委員会/ボランティア
ビューロ

１日 ハギッズ第52号発行 5日 第54回編集委員会/ボランティアビューロ １日 ハギッズ第53号発行

ホームページ編集委員会 5日
ホームページ編集委員会/西成区子
ども・子育てプラザ

9日
ホームページ編集委員会/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 14日 玉出西公園 12日 玉出西公園 16日 玉出西公園 14日 玉出西公園 11日 玉出西公園 15日 玉出西公園

児童虐待防止部会

２5日 グループ準備会
１,８,
１5,２
９日

ＭＹ　ＴＲＥＥペアレンツ・プロｐグラム/
元西成青少年会館施設

２７日 グループ準備会
３,１０,
１7日

ＭＹ　ＴＲＥＥペアレンツ・プロｐグラム/
元西成青少年会館施設

発達応援部会

9日 定例会/児童館　今池こどもの家 8日 定例会/西成子育て支援センター 9日 定例会/松通子育て支援センター

25日 学集会/大阪市西成障害者会館 18日
ほっとサロン・あん・西成区子ども・子
育てプラザ

19日
ほっとサロン・あん・西成区子ども・子育
てプラザ

特別部会

9日 事務局会議/児童館　今池こどもの家 14日 実行委員会/西成人権文化センター

16日 実行委員会/西成人権文化センター １６日 前日準備/玉出西公園

28日
事務局会議/西成区子ども・子育てプ
ラザ

１７日 元気まつり/玉出西公園

２日 事務局会議/児童館　今池こどもの家 ２日 事務局会議/西成区子ども・子育てプラザ

９日 実行委員会/西成人権文化センター １０日 実行委員会/西成人権文化センター

１5日
事務局会議/西成区子ども・子育てプ
ラザ

その他

３日 キャンプ説明会/松通子育て支援センター ６日 松通公園遊びの広場/松通公園

２３日 かえっこバザール/水都大阪

9日
西成子育て支援施設連絡会/児童館
今池こどもの家

8日
西成子育て支援施設連絡会/西成子
育て支援センター

9日
西成子育て支援施設連絡会/松通子育
て支援センター

17日 びーんず・くらぶ/聖化保育園 15日 びーんず・くらぶ/聖化保育園 16日 びーんず・くらぶ/聖化保育園

ＭＹ　ＴＲＥＥ
ペアレンツ・プログラム

西成子育て支援施設連絡会

2009年度活動記録

あい・eye・ネット

定例会/西成区子ども・子育てプラザ発達応援部会 13日

事務局会議

28日 あい・ｅｙｅ・ネット/西成人権文化センター

反省会/西成区子ども・子育てプラザ子ども元気まつり １７日

第8回フリーマーケット

第11回子育ての集い

30日
実行委員会/松通子育て支援セン
ター

西成子育て支援施設連絡会/西成区
子ども・子育てプラザ

児童館の会　公園遊びの広
場、びわこキャンプ

児童館フェスティバル/松通公園5日

13日

西成大好きふれあい運動会 18日 実行委員会/松通子育て支援センター

びーんず・くらぶ/聖化保育園19日

１６日～
１８日

びわこキャンプ/びわこ青柳浜セツルの家

15日
ほっとサロン・あん・西成区子ども・子育て

プラザ

28日 実行委員会/松通子育て支援センター
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