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2020 わが町にしなり子育てネットの運営

2020 年1月よりコロナが勃発し人と人の関係を断ちながら今に至ります。人の権利を守る町「西
成」、人が幸せになることを応援する町「西成」、その中心を担うのが「子育てネット」の使命です。
さあ声高く叫んでいきましょう「いつでもどこでも みんなで子育て」を！

2020子育て支援関係機関会議（定例会）
【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（6 月：総会・8 月：休会）

日　　時 内　　　容

2020年
令和2年

４月９日（木）午後1時30分～
西成区子ども・子育てプラザ 中止

5月14日(木) 中止

6月11日（木）

西成区民センターで予定の総会中止
＜みなし総会＞の流れ役員会にて、提案事項を議決
●みなさまに提案書（議案書や資料等）と回答書を送付
●一定期間を設け、提案書に対する質疑を受付
　→みなさまに共有していただけるよう回答
●質疑への対応が済み次第、回答書を提出していただく
●議決の成立の可否をみなさまにご報告

7月9日(木)午後1時30分～
西成区民センター

●自己紹介
●「2019 年度事業および会計等報告」「2020 年度事業計画」
●学習会等報告
●連絡・情報交換　●その他

８月２１日（金）
午後１時３０分～３時３０分
西成区民センター

●総会議案に対する議決について（ご報告）
●新事業質疑についての回答
●「みずあそびまつり in 西成公園」について
●連絡・情報交換　●その他

9月10日(木) 
午後１時３０分～３時３０分
西成区民センター

●みずあそびまつりについて（報告）
●西成大好きふれあい運動会について
●学習会等報告　●連絡・情報交換　●その他

10月8日(木)午後1時30分～
西成区子ども・子育てプラザ

●学習会等報告
●西成区役所保健福祉課（支援）生活困窮者自立支援ご担
当者さまより事業説明（子ども自立アシスト事業等を含む）
●子育てネットパネル展（仮）について
●子育てネット花壇について　●連絡・情報交換　●その他
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2020
日　　時 内　　　容

2020年
令和2年

11月12日(木)午後1時30分～
西成区子ども・子育てプラザ

●大阪マラソン記念イベント開催について
　「にしなり聖火リレー がええんちゃう？」
　※ 2020.11.29sun ※大阪マラソンは今年度中止となりました
●子育てネットパネル展（仮）について
●子育てネット花壇について
●「くうねるあそぶ in 西成公園」の開催について

12月10日(木)午後1時30分～
西成区子ども・子育てプラザ

●大阪マラソン記念イベント
　「にしなり聖火リレー がええんちゃう？」（報告）
　※ 2020.11.29sun ※大阪マラソンは今年度中止となりました
●「くうねるあそぶ in 西成公園」の開催について
●大阪市西成区社会福祉協議会事務局長　石川一朗さまよ
り～事業概要や子育て支援にについて
●子育てネットパネル展（仮）について
●子育てネット花壇について（進捗状況）

2021年
令和3年

1月14日(木)午後1時30分～
西成区子ども・子育てプラザ

●「くうねるあそぶ in 西成公園」の開催について
●子育てネットパネル展（仮）について
●子育てネット花壇について（進捗状況）
●次年度年間予定について
●連絡・情報交換　●その他

2月10日(木) 午後1時30分～
西成区子ども・子育てプラザ

●あそぼパークのとりくみについて
●子育てネットパネル展（仮）について　6 月区民ギャラリー
●子育てネット花壇について（進捗状況）
●えんの事業報告（コロナにおける若者サポート）
●子ども応援宣言　啓発グッズ
●令和 3 年 6 月10 日（木）総会予定
●令和 3 年 6 月12 日（土）総会記念行事
　「さとにきたらええやん」上映。2 部シンポジウム検討中

3月11日(木)午後1時30分～
西成区子ども・子育てプラザ

●学習会等報告
●「あそぼパーク★ Project」の取り組みについて
●子育てネットパネル展（仮）について
●子育てネット花壇について（進捗状況）
●区民センター等の利用制限にともなう、次年度年間計画に
ついて
●総会について　●連絡・情報交換　●その他
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2020講習・講座
日　時 場　所 内　容

2020年
令和2年 7月3日(金)

19:00-20:45
西成区役所
４階

社会問題研究会　第 85 回
～外国にルーツのある子どもとその背景～

＊講師：金
キムクァンミン

光敏さん　Minami こども教室代表
※ 2019 子どもの貧困・虐待防止、虐待を受けた子どものケアに関する助成にて実施

8月28日（金）
19:30～21:00 西成プラザ

社会問題研究会　第 87 回
テーマ「学校現場におけるこどもの支援」～同和教育
主担として～
話題提供：西川祐功さん（もと鶴見橋中学校・同和教
育主担・現 矢田中学校 校長

10月13日(火) 
10:00～12:00

西成区民セ
ンター２階

発達に課題を抱える子どもの支援
～「じりつ」にむけて 今できること、やるべきこと～
★児童期編 基本的なことから、幼児期・学齢期を中心に
講師：伊丹昌一 先生　梅花女子大学心理こども学部心
理学科 教授

11月10日(火) 
10:00～12:00

西成区民セ
ンター２階

★思春期編 かかわりが難しくなる思春期、性のことも含めて
講師：伊丹昌一 先生　梅花女子大学心理こども学部心
理学科 教授

10月23日(金)
18:30～20:45

西成区役所
4階

社会問題研究会　第 89 回
～安心して絶望できる人生～
講師：向谷地生良さん ( 浦河べてるの家）

2021年
令和3年

3月8日（月） 
18:30～20:30

西成区役所 
４階

ヤングケアラーに気づくのは誰？
～ケアを担う子どもたち～
講師： 渋谷 智子さん 成蹊大学 教授

第 87回社会問題研究会
「学校現場におけるこども
の支援」

発達に課題を抱える子ど
もの支援

第 89 回社会問題研究会
安心して絶望できる人生

ヤングケアラーに気づくの
は誰？
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2020
2020イベント・催し

日　時 場　所 内　容

2020年 ７月９日(木） 「子育ての集い」中止

2020年

2021年

10月21日(水）
午後1時30分
1月23日(土)、　
2月27日(土)、
3月27日(土)

デイリーカナート
イズミヤ天下茶屋店

ぴよちゃんガーデン
子育てネット花壇
草刈り開始

2020年 9月5日(土)
11:00～15:00

みずあそびまつり in 西
成公園

手作りのスライダープールや、日本唯一のオ
ケプール、ミルクプール、ベビープールなど
など

11月29日(日) 松通公園
「西成聖火リレーがええんちゃう？」
は中止となり

「第 9.5 回大阪マラソンで給水エイド」

2021年 1月31日(日） 西成公園 くうねるあそぶ中止

2月28日(日)
14じ～16じ

長橋公園 ちょっとあそぱー＠長橋公園

2020年度会計決算 2020.4.1 ～2021.3.31

わが町にしなり子育てネット

収入の部
項目 予算額 決算額

事業助成金 5,507,160 2,761,377
西成区社会福祉協議会 49,000 49,000
大阪府善意の箱事業委員会西成支部 30,000 30,000
各事業活動への助成金 5,428,160 2,682,377

寄附金 10,000 0
大阪マラソン組織委員会 0 0
大阪マラソンにかかわる寄附金等 0 0
その他寄附金 10,000 0

事業収入 0 0
雑収入 1,749 7
前年度繰越金 1,887,251 1,887,251

合計 7,406,160 4,648,635
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支出の部
項目 予算額 決算額
事務費 100,000 79,873

消耗品費 50,000 3,048
通信運搬費 30,000 13,200
事務局費 20,000 0
保険料など 63,625

事業費 6,971,785 3,571,559
発達応援活動

6,671,785

139,144
児童虐待防止活動 2,797,613
広報・情報提供活動 0
子育て応援活動 0
講習・講座・研修活動 120,000
子育ち応援活動 341,360
子どもの未来へチャレンジ☆プロジェクト 163,068
大阪マラソン 300,000 10,374

雑費 0 0
繰越金 334,375 997,203

合計 7,406,160 4,648,635

※保険料は 2020 年度予算では事業費に含んでいましたが決算より事務費に変更しました。

監査報告


