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　大人と子どもが
　一緒に過ごす休日を増やす

府は、来年度（平成30年4月）
から新たな休暇制度「キッズ
ウィーク」の導入を調整して

いる。キッズウィークとは、大人と子どもが
一緒にまとまった休日を過ごす機会を創
出するための取り組み。都道府県や市
町村など、地域ごとに学校の休業日を別
の時期に分散し、子どもが休みの日は大
人も有給休暇を取得して、休日の多様
な活動機会を確保することを目的とした
制度のことだ。全国一律・一斉ではなく、
地域の実情に応じて教育現場や企業
の取り組みなどを踏まえ、地域ごとに多
様な方法で自主的に取り組むことを想
定している。
　今後は、省庁と団体による国レベルでの

政

来年度実施は見送るか
キッズウィーク導入

会議が行われ、意見交換や総合調整を
行う。一方地域では、教育・経済・観光文
化・交通などの関係機関からなる「地域に
おける休み方協議会（仮称）」を設置。休
業日分散化の実現に向けて話し合いを進
めるとともに、各地域で観光資源の魅力
向上に向けた取り組み状況を確認し、好
事例等を発表していくという。また国民に
対しては、キャッチフレーズやロゴマークを
作成して商品開発などを行い、キッズウィ
ーク実現に向け国民的な機運を高めてい
きたいとしている。

　吹田・豊中・箕面・池田
　導入には課題が多い

段階では、各市ともに導入に
向けた取り組みは行なってお
らず、中でも吹田市では「今は

導入を考えていない」としている。その理
由として、「各学校では教育の充実のた
めにすでに夏休みを短縮して授業時間
を確保しており、これ以上の短縮は難し
い」という見解である。また、「親が他市に
勤務している家庭が多いので、実施に向
けてはまだまだ検討が必要」（箕面市）、

「休みの取りにくい職種の保護者は、子ど

もの休みに合わせることは難しい」（池田
市）、「来年度から急に実施すれば学校
や保護者に混乱が生じてしまう」（吹田
市）など、導入には様々な課題を感じてい
るようだ。
　今後当面の間は、他市町村や関係機
関の動向を注視しながら対応を決めた
いとしている。現

学 校 休 業日の 分 散 化イメージ

［例1］ 夏季休業日を短縮し、県民の日と合わせて4連休を創設

［例2］ 夏季休業日を短縮し、土日等と合わせて、例えば秋に新たな長期休業日を創設

※休業日の時期や期間は、地域の実情に応じて設定
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新たな長期休暇

県民の日

これまで夏休みだった期間

出典：キッズウィーク総合推進会議（第1回）資料

全国で注目される施策や課題は、地域で暮らす私たち
にどう影響するのか？身近に起きた出来事やトレンドなど、
幅広い分野のニュースを紹介していきます。ネットでもさ
まざまなニュースを紹介しています。

シティライフNEWS　で検索 スクル株式会社（本社：東京
都江東区）は吹田市岸部（岸
部南3丁目34-1）に同社最大

の物流拠点となる「ASKUL Va lue  
Center 関西」（以下「AVC関西」）を
今年2月から稼働する。AVC関西は同
社では8拠点目の物流センターとなり、延
床面積約16万5000平方メートル（約5
万坪）、地上4階建で、流通業における1
社単独の物流施設としては関西最大
級となる。今後同社最大の基幹物流セ
ンターとして「ASKUL（アスクル）」と
「LOHACO（ロハコ）」の物流を担う。
　雇用面では、立地の良さや職場環境
を整え、将来的に約1000人の雇用を創

出する予定だ。
　防災面では、防火シャッターを確実に
作動させるための設備などの増強や、地
域消防と連携した事前消防計画の検討
などの防火対策を行う方針。さらに、大規
模災害に備え、強固な免震構造も採用し
ている。
　1月18日には、同社などと市による災
害時協定調印式が行われた。
　吹田市が災害時に、全国から届く救
援物資を集積し、荷さばきや搬出などの
拠点としてＡＶＣ関西を活用でき、アスク
ルは食料や生活必需品などを市に有償
で提供する。物資の集積などに関して
は、施設を建てた企業を含む3者で協

定を結んだ。アスクル
の岩田彰一郎社長は

「末永く地域の皆さま
と一緒に進んでいきた
い」と語った。

ア

「キャッシュカード預かります」「暗証番号教えて」は詐欺の手口～ 協力：大阪府警察

　先日、平成29年の大阪府内の特殊詐欺発生状況（暫定値）
が発表された。認知件数は1.597件（-2%）とわずかに減少、被
害額は約37億5千万円と約15億円もの減少となり、平成23年
からの統計以来、被害額が減少したのは初めて。
 しかし、「架空請求」は平成28年より被害額は減っているもの
の、認知件数は32%の増加。また、昨年9月頃より高齢者から
暗証番号を聞き出した上、キャッシュカードをだまし取り、ATM
で現金を引き出すという手口が増加傾向にある。この手口は、

百貨店や家電量販店、銀行協会などを名乗り、「キャッシュカ
ードが悪用される」「悪用されないように処理するので暗証番
号を教えて」「キャッシュカードを交換する」などと電話をかけ、
キャッシュカードをだまし取るというもの。このようなことがあれ
ば、家族や警察に相談を!

　全国的に深刻な
　ごみと食品ロス問題

みの焼却処理にかかる最終処
分場は全国的にひっ迫しており、
ごみの減量が喫緊の課題とな

っている。農林水産省の調査によると、年
間の食品廃棄物の総量は約2,775万トン。
このうち、まだ食べられるにも関わらず捨て
られている食品、いわゆる「食品ロス」は
621万トンにものぼる（平成26年度）。これは、
飢餓で苦しむ人 に々対する世界の食料援
助量の約2倍に相当するという。豊中市の
平成24年度の調査においても、可燃ごみ
のうち5%が手つかずの食品だったという
結果が出ている。食品ロス削減に向けて、
さまざまな対策が行われており、その一つ
がフードドライブだ。主に関東を中心に活
発化しているが、豊中市や茨木市なども取
り組みを始めた。

食品ロスを減らそう

家庭でできる食支援
“フードドライブ”

ご

最先端設備を導入した
アスクルの物流拠点、2月全面稼働へ

阪府は、太陽の塔内部の一般
公開の開始を平成30年3月19
日に決定した。塔内部の一般

公開は、大阪万博の閉幕以来48年ぶり。1
日に入館できる人数に制限があることと、
かなりの混雑が予想されることから、入館
は予約制（先着順）となっている。4カ月先
までの予約が可能。入館料は大人700円、

小中学生300円。別途自然文化園入園料
が必要。太陽の塔は、塔の耐震工事の実
施と、万博当時に展示されていた内部展
示物を復元・再生するため、平成28年10
月より工事が進められていた。

大

太陽の塔
内部一般公開 48年ぶり

XPOCITY内に立つ高さ日本
一の大観覧車「レッドホース オ
オサカホイール」は、国内初とな

るゴンドラ内のプロジェクションマッピングサ
ービスを開始する。音と光による特別演出
を楽しめるのは、2基ある豪華内装の「VIP
ゴンドラ」内。「大阪の過去・現在・未来」を
テーマにしたオリジナル映像を投射し、窓

から見える実際の大阪の夜景をオーバー
ラップさせながら、新感覚の演出を楽しめ
る。早ければ3月から常設でのサービスを
開始する。担当者は「恋人や夫婦のデート
はもちろん、記念日や思い出づくりに老若
男女問わず楽しんでもらいたい」と話す。

E

日本初 観覧車内に
プロジェクションマッピング

成28年2月から募集が行われ
ていた「おおさか・すいたハウ
ス移転支援寄附」について、

29年11月に目標額の2億円に到達したと
国立循環器病研究センターと吹田市が
発表した。「おおさか・すいたハウス」は、
日本最先端の医療機関である同センタ
ーに入院する重度の心臓病等の小児患
者の家族が、1日あたり1,000円と少ない
負担で滞在できる施設。これまで延べ
6,000世帯以上の家族が利用し、多くの
ボランティアスタッフと寄附によって運営さ
れている。31年7月に予定されている同セ
ンターの北大阪健康医療都市（健都）へ
の移転に伴い、同ハウスの移転新築に

必要となる費用の一部を賄うため、吹田
市のふるさと納税も活用しながら、各方
面から支援を募ってきた。集まった寄附
金は、移転先建物の建設費用や開設に
必要な備品購入費用、引越し費用など
に充てられ、必要額を超えた寄附金につ
いては施設の運営に活用される。新ハウ
スは4月に建設工事が開始し、31年7月に
オープンする予定。

平

PO法人「こうのとりのゆりかご
in関西」（箕面市）は、望まな
い妊娠により悩みを抱えてい

る人のために、匿名でも電話相談（通話
有 料 ）ができる「こうのとり・にんしん 
SOS」を開設する。同法人は、「こうのとり
のゆりかご（赤ちゃんポスト）」を全国で初
めて開設した慈恵病院（熊本市）の理念
に賛同し、関西にも同様のポスト設置を目
指している。それに先駆けて電話相談を
2月中頃に始める見通し。研修を受けた
助産師や看護師、社会福祉士などの対
人援助経験者が対応に当たる。開始当
初は通常相談（平日10時～16時、土曜日
17時～21時）のみだが、24時間対応す

る、急な体調不良などの緊急相談も準備
中とのこと。
　また、神戸市北区のマナ助産院と連
携して、匿名での対面相談が可能な「面
談型こうのとりのゆりかご」の開設に向け
た準備も進めている。対面相談を受けた
後は、匿名での診察も検討中である。
　 開 設 以 降の電 話 相 談の番 号は、
050-3033-0705。詳しくは、「こうのとりの
ゆりかご in関西」HPで。

N

思いがけない妊娠の悩み
電話相談の窓口開設

　豊中市と茨木市の例

中市では一昨年、北摂では初
めてのフードドライブを試行的に
実施。30人から総重量約62㎏

の食品が提供された。集まった食品は豊中
市の社会福祉協議会（以下社協）を通じて
各校区の福祉委員会等に提供され、生活
困窮者や地域の福祉活動に分配された。
今年度はこども未来部など他部局とも連携
し、部の枠を超えたさまざまなイベントで計5
回のフードドライブを実施。桜塚小学校校

区では、子ども食堂で高齢者と子どもが交
流するなど、孤食をなくすとともに子どもに
豊かな体験を提供するという、より広い目的
で役立てられた。
　茨木市でも同様に、昨年11月にフードド
ライブを実施。13人から66点の食品が集
まり、生活困窮者や子どもの学習・生活支
援事業、高齢者サロンなどに提供された。
　両市で提供を募るのは、消費・賞味期限
が一定期間以上残っている未開封の食品
のみ。いずれも社協を通じて分配される。
豊中市では当初、集まった食品を無料で分
配するNPO法人への提供を検討したが、
市内の社協と連携することで食品の運搬
距離が短縮されることなどから現在の方式
を採用したという。食品提供者からは、「捨
てるのはもったいないので、活用されてうれ
しい」「継続的に実施してほしい」「冷蔵庫
の整理もできて良かった」といった声が上
がっている。

　ネットワーク広げ、
　食品ロス削減へ

ードドライブの環境面からみた
目的は、食品をたくさん集める
ことではなく、食品ロスの削減

にある。「回を重ねるにつれて、集まる量が
減っていくのが理想」と豊中市。茨木市で
は、「フードドライブをきっかけに、冷蔵庫の
整理をしてみてほしい」と呼びかけている。
また豊中市では、「各地域や事業者単位
で実施してもらい、そこから社協とつなが
れば、消費・賞味期限が近い食品でもフー
ドドライブが可能になります。農家等の規
格外品などにも動きが広がれば生鮮食品
も扱えて、より良い取り組みになります。3～
5年をかけてネットワークを作りたい」と話
す。今後は、定期的に実施するためにも、
事業者と社協を直接つなげる調整役とし
て力を注ぎたいとしている。

（右上）昨年11月に茨木市で行われたフードドライブの受け付けブース。
（左上）昨年10月に豊中市役所で行われたフードドライブで集まった食品約121㎏分。

（上）現在のおおさか・すい
たハウス。
（左）28年5月に万博公園
で開催された「ロハスフェ
スタ万博」で行った、おおさ
か・すいたハウス移転支援
寄附のPR。

（上）地下に展示されて
いた「地底の太陽」の
復元イメージ。
（右）塔内の復元展示
イメージ。

家庭で余っている食品を開催告知された日に持ち寄って地域の福祉団体などに提供し、
食を必要とする人々に届ける活動をフードドライブという。社会貢献と同時に食品の無駄な
廃棄を抑制する効果があるとして全国的に広がりつつあり、北摂も取り組み始めている。

社協では、集ま
った食品の一部
を子ども食堂に
利用した。

豊中市の今年度の実施予定

2月18日（日）キッズランド庄内、3月8日（木）豊中市役
所内での実施が決まっている。詳細は、市のホームペ
ージで確認を。
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フ

【 家庭系ごみの分析結果 】

平成24年度豊中市家庭系ごみ質調査結果

可燃ごみ
の組成

手つかず食品
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その他生ごみ

37%
紙ごみ
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プラ類
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約4割が
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おおさか・すいたハウス
移転支援の寄附金2億円達成

※写真はイメージです。

大阪府下の特殊詐欺認知件数（暫定値）
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架空請求

融資保証金

還付金等

金融商品等

異性紹介

ギャンブル情報

その他

乗車時間は約18分で、「VIPゴンドラ」は8,000円（定員4
名）。プロジェクションマッピングによる追加料金は不要。

被害に遭わないために

● 暗証番号は人に教えない
● キャッシュカードは他人に預けない

阪府は府立万国博覧会記念公
園の指定管理候補者として、吉
本興業など９社による団体を選

んだと発表した。期間は今年１０月から１０
年間。今年2月の府議会で議決を得て指定
管理者の指定が行われる見通し。
　府は民間事業者の柔軟で優れたアイデア
や活力を導入し、文化・観光拠点化の取組

み、さらなる魅力創出やにぎわいづくりなどを
図るため、指定管理者制度の導入を決めた。
選定委員会による選考の結果、吉本興業や
博報堂、ＪＴＢなどによる団体が選ばれた。
　同団体はバラ園の拡充や藤棚の新設、
能や狂言のイベントが鑑賞できる日本食レ
ストランを設置するなど、新たな魅力づくり
も進めていく考えだ。

大

万博公園を民間事業者が管理
吉本興業など９社の団体を選ぶ


