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平成30年度第2回都島区区政会議（教育部会）会議録 

 

1. 日時   平成31年1月31日（木）午後7時～午後8時30分 

 

2. 場所   都島区役所 3階会議室 

 

3. 出席者 

（区政会議委員） 

玉川委員・田中委員・田矢委員・小田切委員・辻上委員・江川委員・日野委員・東谷委員 

（市会議員） 

八尾議員 

（都島区役所） 

林田区長・嶋村副区長・三井こども教育担当課長・吉田こども教育担当課長代理・西岡政策企画担当

課長 

 

4. 議題 

(1) 平成31年度区教育関連事業について 

(2) 本市こどもの貧困対策事業と区事業について 

(3) その他 

 

5. 会議次第 

(1) 開会（林田区長挨拶） 

(2) 議事 

 

 

【吉田課長代理】 

 それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

 本日は、委員の皆様にはお忙しい中ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

 これより平成30年度都島区区政会議第2回教育部会を始めさせていただきます。 

 私は、本日司会を務めさせていただきます保健福祉課こども教育担当課長代理の吉田でございます。ど

うかよろしくお願いいたします。 

 それでは初めに、区長の林田からご挨拶申し上げます。 

【林田区長】 

 こんばんは。 
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30年度の第2回目の教育部会ということで、非常に足元のお悪い中ご参加いただきましてありがとうご

ざいます。 

 また、前回も都島区での教育の予算関連、事業についていろいろご説明もさせていただいて、ご意見も

いただいたところでございます。前回と引き続く部分もございますけれども、今年度の取り組みと、そし

て来年度に向けて、もちろん来年度予算についてはこれから議会でのご審議いただくということで、また

予算についても公表に今はなっておりませんので、要求段階の事業、予算要求額ということで出させてい

ただいております。前回いただいたようなご意見をもとに新たに立ち上げてきた事業などもございますの

で、ご理解いただいて、また来年度にかかわることだけでなくいろいろと日ごろからの教育活動にかかわ

ってご意見などいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【吉田課長代理】 

 ここで委員の皆様に会議の進行につきましてお願いがございます。議事録作成のため、事務局で会議の

様子を録音、写真撮影をさせていただいております。また、本日の会議はインターネット配信を行ってお

ります。以上ご了承賜りますようよろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。皆様には、本日の資料といたしまして、A4縦1枚の次

第と、同じくA4縦1枚の座席表を机上に配付しております。また、資料1、資料2につきましては事前にお

送りいたしましたところでございます。以上が本日の資料でございますが、そろっておりますでしょうか。

お持ちでない方はお配りいたしますので、挙手をお願いいたします。 

 それでは、本日ご出席の委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 桜宮地域活動協議会、玉川允敏様。 

 中野まちづくり協議会、東谷馨子様。 

 西都島地域活動協議会、田中智基様。 

 内代地域活動協議会、田矢泰孝様。 

 淀川地域活動協議会、小田切文二朗様。 

 一般公募の江川和宏様。 

 一般公募の日野るり子様。 

 子育て支援ネットワーク会議の辻上祥代様。 

 塚田委員につきましては本日ご欠席をされております。 

 続きまして、本日ご出席いただいております議員をご紹介させていただきます。 

 大阪市会より八尾議員でございます。 

 それでは、これより議事進行につきましては田中議長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

【田中議長】 

 それでは、早速議題に入っていきたいと思います。 

 まず、議題（1）平成31年度区教育関連事業について、事務局からご説明お願いいたします。 

【三井課長】 
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 こども教育担当課長の三井でございます。私から説明させていただきます。失礼して座らせていただき

ます。 

 議題1番目の31年度区教育関連事業につきまして、少し長いんですけれども、まず本年度の事業の成果

をご説明いたしまして、それから、それを踏まえまして31年度の事業の概要について説明させていただき

たいと思います。資料に沿いましてご説明させていただきます。 

 まず、30年度、本年度の成果についてでございますけれども、アとしまして、グローバル人材育成事業。

こちらは実施しておりますのが、①から③まで書いておりますけれども、中学生対象の英対話講座、8月

から12月に全5回。小学生を対象としました英語体験活動を8月、また同じく小学生を対象にしました異文

化理解を深めるイベントを12月に開催いたしました。参加者はいずれも定員をかなり下回っておりまして、

それぞれごらんのとおりの12名、23名、22名の参加でございました。成果といたしましては、参加者アン

ケートで、今後、外国人と積極的に対話・会話しようと考える生徒・児童の割合としまして、英対話講座、

中学生対象のほうは100％、小学生対象の英語体験活動につきましては91％の数字が出ております。課題

といたしまして、先ほど申しました募集人数に対しまして応募人数、参加者が少なかったのが課題として

残ってございます。 

 次のイの小学生やる気アップ学習支援事業でございますけれども、実施概要といたしまして、夏休みに

連続5日の学習会を実施しております。区内全9小学校で実施いたしまして、参加者は231名でございます。

成果といたしまして、受講者アンケートで、みずから進んで勉強するようになった児童の割合としまして

87％が出てございます。また、同じくアンケートで自由意見としまして、受講者からは、「先生がよかっ

た」、「ここに来てから作文を書けるようになったです」、「前までは勉強は苦手だったが好きになった」な

ど、また保護者の方からは、「国語が嫌いだったのに自分から進んでもらってきた教材を読むようになっ

たのでびっくりしています」、「夏休みの宿題の文章ものは手をつけなかったのに自主的にやるようになっ

て助かっている、参加してよかったです」、また、「わからない言葉を調べることで前と姿勢が変わりまし

た、調べて意味を知ることの楽しさを知りました」といった好意的なご意見をいただいております。ただ、

同時に課題といたしまして、記載しておりますけれども、夏季休業期間の短縮ですとか学校閉庁日の設定

などがありまして、夏季休業中に9小学校で学習会の期間を確保するのが困難になってきている状況でご

ざいます。また、学校の授業についていけない児童への学習指導として、短期間では十分な効果があった

とはいえず、真に学習支援を必要とする児童に対する支援になり得ているか。なり得ていない可能性があ

るかと考えてございます。 

 次のウのSSW（スクールソーシャルワーカー）による子ども相談事業でございます。実施概要としまし

ては、子育て支援室にスクールソーシャルワーカー1名を配置いたしまして、区内小・中学校を巡回して

おります。対応件数は12月末時点で77件ございまして、内訳としましては、学校へのアドバイスなど中心

に対応しているケースが61件、保護者、児童・生徒へ直接働きかけているケースが12件、関係機関等へつ

なぎ対応しているケースが4件でございます。成果といたしましては、スクールソーシャルワーカーが対

応した件数、年度末での総計の件数を測定したいと思っておりますけれども、こちらにつきましては今活

動中ですので、まだ未定となってございます。 
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 次の発達障がいサポート事業ですけれども、事業概要といたしましては、各校から申請を受けて発達障

がいサポーター、有償ボランティアを配置いたしております。利用は小学校7校、中学校は利用はありま

せん。申請の登録自体は、小学校8校、中学校3校ございます。成果といたしましては、1月末に測定予定

ですけれども、小学校のアンケートで、サポーターの配置により適切なサポートが得られたと回答した割

合を指標にしたいと考えてございます。こちらは、今年度はまだ1月末で集計できておりませんけれども、

ちなみに29年度のアンケート結果は同じ項目、内容で（サポートが得られたと回答した割合が）90％の回

答を得ているところでございます。 

 次に、民間事業者を活用した課外授業（校長経営戦略支援予算・区担当教育次長執行枠）でございます

けれども、実施概要としましては、みやこ塾と銘打ちました課外授業を区内5中学校、都島中学校につき

ましては工事等の関係で区民センターで行っております。4月に開校して、夏休み期間中等も開催したも

のでございます。参加者は75名、定員150名のものでございます。成果といたしましては、受講者アンケ

ートで、参加前よりも学校の授業がわかるようになったと回答した割合、こちらも年度末に測定する予定

でございます。 

 次の小学生運動能力向上支援事業、こちらも区担当教育次長執行枠ですけれども、概要といたしまして

は、スポーツトレーナーの派遣、教員への指導も含んでおります。9小学校で47日この間実施してまいり

ました。また、桜宮高校との交流事業で、都島小学校が10月に、そのほか2校につきましては3学期、この

1月、2月を中心に調整を図っているところなんですけれども、桜宮小学校と高倉小学校で実施の予定でご

ざいます。こちらも小学校のアンケートで実践的な授業が児童のスキルアップに効果があったと回答した

割合を1月末に測定する予定でございまして、29年度、参考に申し上げますと、60％という回答になって

おりました。あと、こちらはスポーツトレーナー等の派遣の日程の調整が困難であるということが学校か

らも言われておりまして、体育の授業で各校6回分日程を振りかえていただくんですけれども、6回振りか

えるというのはなかなか厳しいというご意見をいただいてございます。 

 次のキの都島区小学生学力向上支援サポート事業、こちらも区担当教育次長執行枠でございますけれど

も、実施概要といたしまして、各校から申請を受けて学びサポーター、こちらも有償ボランティアですけ

れども、配置する事業でございます。利用校は8小学校、申請登録も8小学校になってございますけれども、

残る1校につきましてもサポーターのなり手が見つかりましたので、今月から実施してるところでござい

ます。成果といたしましては、小学校アンケートで、サポーターの配置により適切なサポートが得られた

と回答した割合ということで、こちらも1月末の測定にしております。 

 次に、まちで育む～中学校吹奏楽・合唱力向上支援事業、区CM予算でございますけれども、こちらは各

中学校の吹奏楽部、合唱部を対象に、専門家等による区ゆかりの音楽家貴志康一の作品理解、表現方法の

指導を2月、3月に実施しまして、区内施設等において3月に発表する予定でございます。こちらは実施に

つきまして一部調整中のところもございますけれども、参加につきましては区内中学校吹奏楽部、合唱部、

全校参加で進めてまいりたいと考えてございます。また、成果につきましては、受講者アンケートで、地

域にゆかりのある芸術文化に対する興味がより深まったと感じる割合を年度末に測定してまいりたいと

考えております。 
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 次、（2）31年度の事業の概要ですけれども、それら30年度、今年度の事業成果、途中経過もございます

けれども、前回いただきましたご意見も踏まえまして31年度の概要として記しているところでございます。 

 アのグローバル人材育成事業ですけれども、目的としましては、小中学生を対象にそれぞれ異文化と触

れ合う機会を提供し、グローバル化時代に必要なコミュニケーション能力を育成するというもので、内容

としましては、中学生を対象に外国人とコミュニケーションを図り、英語を使用する実践の場として海外

の学生とのウェブ交流を実施するものでございます。この間、今年度集まっていただいて実施していたん

ですけれども、なかなか中学生も忙しい部分がありまして、来年度につきましては、実施に当たって生徒

が参加しやすいよう、放課後に各校での実施を基本としたいと考えてございます。また、小学生を対象に、

楽しみながら異文化理解を深め、外国人とコミュニケーションを図る英語体験活動を実施する予定ですけ

れども、こちらも低学年の参加、また親子で参加しても楽しめるプログラム、より幅広く参加しやすいプ

ログラムにしてまいりたいと考えてございます。予算要求額は127万1,000円でございます。 

 次のスクールソーシャルワーカーですけれども、こちらは基本的に継続の事業なんですけれども、目的

といたしましては、家庭基盤の脆弱さや虐待、学校でのいじめ、その他教育的・家庭的要因による子ども

の課題や問題を、学校、保護者、関係機関が強力に連携協力して解決することを目的に実施するものでご

ざいます。内容といたしまして、教育・福祉分野の専門的な知識を有するスクールソーシャルワーカー1

名を配置しまして、教育・福祉の役割分担を明確にして、家庭的な要因等にも地域や関係機関等のネット

ワークを活用しながら、区内小・中学校とともに問題解決に向けた支援方法を考えて解決を図るというも

のでございます。そういった専門的な知識を有する者を配置しまして、各学校でいろいろな取り組みに対

してアドバイスなり支援をして、より解決に向かうようにしてまいりたいです。予算要求額は344万8,000

円でございます。 

 次のウ.小学生運動能力向上支援事業、こちらも主な目的としましては今年度と同じですけれども、区

内9小学校において、児童の身体の発達段階と安全面に配慮しながら、運動能力向上をめざした実践的な

授業を行うということで、内容につきましては、児童の身体の発達段階と安全面に配慮しながら運動能力

向上を目指した実践的な授業を行うため、区内9小学校の体育科の授業にスポーツトレーナーを派遣する。

このトレーナーの派遣というのは同じなんですけれども、若干学校のほうも、あまり体育の授業が削られ

ますと調整が難しいということで、少し回数は削減しようと考えております。また同時に、トップアスリ

ートの派遣として千葉すずさんにそういった授業について了解をいただいてるところでして、学校の希望

を聞きながら派遣をしていきたいと思ってございます。その他、経済戦略局でも夢・授業ということでい

ろんなトップアスリートの派遣をやっておりますので、そういったことのサポートもしてまいりたいと思

ってございます。予算要求額につきましては114万3,000円でございます。 

 次に、まちで育む～中学校吹奏楽・合唱力向上支援事業（区CM予算）でございますけれども、こちらも

今年度と継続の事業でございますけれども、貴志康一など区ゆかりの音楽を題材にすることで地域への愛

着や誇りを育むとともに、大阪の芸術文化を支える人材を育成する、また指導の成果を発表する場を設け、

区民にもその効果が波及することを目的とするものでございます。内容としましては、中学校の吹奏楽部、

合唱部を対象に、専門家等による作品理解、表現方法の指導を行います。また、区内施設等において発表
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の場を設けるものでございまして、予算要求額は150万円でございます。 

 その他、内容も今年度と同様の継続事業としまして項目だけ挙げておりますけれども、民間事業者を活

用した課外授業、発達障がいサポート事業、都島区学力向上支援サポート事業、こういった事業を引き続

き行ってまいりたいと考えてございます。 

 また、新規事業（再構築）というふうに書いておりますけれども、夏休みのやる気アップ学習会が短期

で終わってしまうという部分がありましたけれども、小学生学習支援事業が、こども青少年局が重点予算

として別枠で設けている予算枠でございまして、そちらのほうで予算確保して進めてまいりたいと思って

ございます。その下の米マークに書いておりますけれども、この間、25年度から実施してまいりました小

学生やる気アップ学習支援事業を発展的に解消いたしまして、来年度は新たに子どもの貧困対策の観点か

ら、小学生学習支援事業を実施したいと考えてございます。 

 その下に31年度の区教育関連事業の予算要求額を30年度予算との比較で一覧にしております。小学生の

やる気アップ学習支援事業が30年度、300万余りのものが、一番下のほう、小学生学習支援事業、750万余

りですけれども、そちらに形を変える形で発展的にやっていければと考えております。 

 あと、ほかの事業につきましては、おおむね金額も同様なんですけれども、民間事業者を活用した課題

授業は、その実施に当たって教室等の一部整備事業があったんですけれども、それが終わりましたので、

金額が減っております。事業内容については同じでございます。 

 あと、その2つ下の学力向上支援サポート事業につきましては、200万程度の金額から250万余りという

ことで、こちらの予算は拡充いたしまして、小学生の学習支援事業でいろいろとサポートアップするのと

あわせまして、各小学校の学習向上支援を図ってまいりたいと考えてございます。 

 長くなりましたけれども、説明は以上でございます。 

【田中議長】 

 ただいま事務局のほうから説明ありましたけれども、ご質問、ご意見等お願いします。 

【玉川委員】 

 ちょっとすみません。グローバル人材、非常にいい内容だろうと思うんですけれども、余りにも参加者

が少な過ぎるということで、前回、1回目のときに、8月のやつ、こんな人数でしたよということで、何と

か人数をふやそうというような努力をしましょうという話だったと思うんですけれども、3番目、12月15

日にやったのも相変わらずなんですよね。やっぱりPRの仕方とか、それからこれは会場は区役所でやった

んですか。 

【三井課長】 

 そうですね、1回は区役所で、12月のほうは区民センターのホールで。 

【玉川委員】 

 いずれにしてもここですね。 

【三井課長】 

 そうですね、はい。 

【玉川委員】 
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 やっぱり案内の仕方というのが徹底されてるのかな。むしろ学校の先生なんかも理解してるんやろうか

と。それと、日にちの問題もあると思うんです。8月25日といったら8月の、まして学校が1週間早く始ま

ってますので、学校が始まったときなので、夏休みのイメージというのはもうないと思うんですよね。ま

して8月25日とかはいろんなイベントが、うちのマンションでも夏祭りをこの日にやってますし、だから

日にちの設定も問題があるんじゃないかなと思います。次年度、ここに書いてありますように、中学校は

放課後に学校でやりましょうということですよね。それから小学校は範囲を広げようということで低学年

の参加。今まで（対象は）高学年だけなんですか。 

【三井課長】 

 そうですね。4年生以上でした。 

【玉川委員】 

 4、5、6というのは実際どれぐらいの割合なんでしょう。参加の小学生。 

【三井課長】 

 単純にいいますと、小学生が全体で二千何百名としましたら、その半分の1,000名と仮定して、22名で

したら非常に少ない数かなと。 

【玉川委員】 

 いやいや、そうではなく、実際参加された方というのは、4年生、5年生、6年生ってどんな割合なんで

しょうか。 

【三井課長】 

 ちょっとそれは分析できてないんですけれども。 

【玉川委員】 

 多分6年生というのはなかなか難しいのと違うかなという感じがするんですけれどもね。それはもう何

とも言えません、実際のあれ（参加者数）がわからない。低学年に広げたら、それで参加が増えるかとい

ったら、なかなかそんなものじゃないのと違うかなという感じがするんですけど。私、せっかく予算をと

ってするんだから、もう少しやっぱり人数をふやす方策を考えたほうがいいんじゃないかな、寂しいなと

いうのが意見です。皆さんほかに、人数増やすためにどうすればいいかわかりませんか。 

【田矢委員】 

 前回もこの話さっきおっしゃったようになって、、区役所がどういう対応されてるかというのを聞きた

いんですけれども、あのときPTAを使おうかという話も出たと思うんです。都島の場合は大阪の中でも進

学フェアというのがトップにあるので、中学生の親たちがその日に区民ホール、今回はスポーツセンター

に変わりますけど、来るので、その前のアプローチを学校にみんな出すわけです。そのときに一緒にこう

いうのもありますよと出しても、結局、塾行かすのに、僕行きますって（自分から）行く子って少ないと

思うんですよ。数％ですよ。ほとんど親が行かせてるので。まず親に言うということ。親を使うんだった

ら学校よりもPTAを使ったほうがよっぽど有益やと思いますね。学校は、はい、どうぞって配るだけです

けど、PTAやったら口コミがあるのでね。後押しが。これええことやってるから、区役所、ぜひとも行っ

たほうがええんちゃうかということも言えますしね。PTAの実行委員会、課長いらっしゃっていただいて
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ますけど、そういう場で言って、学校に持ち帰って、これ配るから、みんなでまずアプローチしようよと

いう形で持っていけばいいんじゃないですか。具体策はそうですよね。PTAを使うということで動かれた

ら、我々は当然協力もさせていただきますし。 

【三井課長】 

 前回の区政会議教育部会のときご意見いただいて、12月の前にはPTAの方のご協力いただいて、まいて

いただけるところはまいていただいたりもしたんですけれども。あと12月のときには5年生のお子さんで

下の子が3年生のごきょうだいがいらっしゃいまして、下の子も参加させたいという希望も聞いたりもし

てましたし、この12月のときには親御さんが大分一緒についてこられて、横の席で一緒に見られてたりと

いうのがありましたので、今回31年度実施するに当たっては、問い合わせもあった低学年も、親子でも参

加できるようにすると、もっと参加しやすいんじゃないかなと思っております。PRにつきましてもご指摘

のとおり親御さんに直接行くようなルートですとか、学校経由もありますけれども、広くPRしてまいりた

いと考えてございます。 

【玉川委員】 

 私、孫から、こんなんあるんだけどもって聞いたことがないんだけど。 

【三井課長】 

 もうちょっとしっかりPRしないといけないですね。 

【辻上委員】 

 これ8月25日とか12月15日って土曜日とか日曜日ですか。 

【三井課長】 

 土曜日です。 

【辻上委員】 

 ではやっぱり親を絡まそうとしてるということですよね。前回のこの教育部会のときに、中学生、小学

生をお持ちの参加者の方にお聞きしたときに、こんなん知らんという話になってたと思うんです。ここに

来てる人が知らないということは、大方の保護者が知らない。割と熱心に見てる方だと思うんですけれど

も、それにもかかわらず知らない。ほぼほぼ知らないんでしょうし、子どもって自分が本当に興味がある

ものに関しては親に優先的にこれ行きたいって出すと思うんですけれども、なんか区役所でやるんやって、

英語やってと言って、普通の手紙に混ぜてばさっと渡してると思うんですよ。絶対行きたいやつはそれ1

枚だけ持ってきて出してくるんですけど、紛れてぼんと渡す。それで親にしてもぱーっと見て、別に絶対

せなあかんやつはないなで処理、それで終わってしまうと思うので、やっぱりこれを見てって出す場をつ

くるとか、学校の先生からそれこそ懇談のときに、これは区役所からのお知らせです、年間行事ですと渡

してしまって、親御さんから子どもに、こんなんあるけど行ってみないと言うほうが、子どもも行ってえ

えのって逆に。遠慮している子もきっといてると思うんです。土曜日か、何かあったらいかんからやっぱ

り言わんとこうという子も多いと思うので。今の子すごく親に気を使ってるところはあると思うので、ダ

イレクトに保護者に届くような形で提案していったほうがいいんじゃないかなと思います。せっかくいい

ことをやってるんだからもったいないと思いました。 
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【田中議長】 

 簡単そうで難しいというのもよくわかってます。ぜひうまいこと広まるように。 

【三井課長】 

 確かに前回言っていただいて、懇談のときにというのもご意見いただいてて、12月の開始までに時間が

余りなかったというのはあったんですけれども、確かに来年度実施するに当たってはある程度時間もとれ

ますので、そういった懇談のときにというのも検討してまいりたいと思います。 

【辻上委員】 

 そのときにほかの事業に関しても一覧にして載せてしまったらいいのでは。 

【三井課長】 

 全部ということですね。 

【辻上委員】 

 こんなことやってるということを、ばらばら1枚ずつ出してこられるよりも、年間でざっとこういうこ

とをやってるというのがあれば、頭のどこかに残ってて、今度紙を見たときに、あ、これ見たなというこ

とでよみがえってくる可能性もありますし、今どき携帯とかで幾らでも、そんなんあったっけなと検索す

ることもできると思うので、まずぽんと頭に植えつけるように一覧で出してしまったらどうかなと思いま

す。 

【玉川委員】 

 小学校に、今月こんな予定ですって月間スケジュールというのは配りますよね。それに逆に載せてもら

うような格好でしたら、そしたら保護者はそれを見て、何か知らんけど、こんなんあるねんねという話に

ならないかな。 

【田中議長】 

 ホームページのイベントカレンダー見にくいです。今おっしゃったように、今のも手なんですけど、結

局そこに全部乗っかると、欲しい情報が見つけにくい。子どもなら子ども、地域なら地域、高齢者向けな

ら高齢者向けみたいな、ある程度カテゴリー分けしないと。一個のカレンダーの中にいっぱいばーっとあ

ると、それはそれでありなんだけれども、他からでもつながる仕組みにしとかないと、何があるかなと思

って見ても見つけにくいというのもあります。 

【三井課長】 

 確かにせっかく検索いただいても、ぐちゃっとあったら確かにわかりにくい部分ありますので。 

【田中議長】 

 例えば色分けしとくとかね。 

【林田区長】 

 まさにおっしゃっていただいたことから思いますのは、確かに一覧の事業というのは学校もあるんでし

ょうけど、そういうのに載せてもらえるかどうかというのは各学校にも聞いてみたいと思うんですけれど

も、一方で学校ごとのホームページを今やってて、割と保護者の方が見ていただいてることに、かなり増

えてきてますので、確かに区のホームページよりも各学校のホームページに載せてもらえるように、そう
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いう働きかけをいっぺんしたら、保護者の方の目にもとまるかなという気もしますので、そういうことも

考えてみたいと思います。 

【田矢委員】 

 小学校はそれでいいですけど、中学校は半期で、1年とかで予定組むので、2月ごろにはそれを挙げて各

中学校で載せてくださいって、日にち決まってるならやった方がいいと思います。入学式には配りますの

でね。1年間のスケジュールというのは。そういうふうにされたほうが、結局やってるから来てくれじゃ

なくて、みんなでこれだけやってるんですよってアプローチ、書いてるから読んでおいでじゃなくて、ア

プローチしていったほうがいいと思います。 

【三井課長】 

 ありがとうございます。 

【田中議長】 

 ほかに。 

【辻上委員】 

 キの都島区小学生学力向上支援サポート事業というやつなんですけど、有償ボランティアで百九十何万

とか二百何万とか。これって8校の学校でやってる8で割ったらすごく少ない気がするんですけど、毎日で

はないということ。 

【三井課長】 

 そうですね。 

【辻上委員】 

 月曜と木曜の午前中だけ行ったりしてる人のことですかね。 

【三井課長】 

 そのぐらいのペース、学校によってまた違うんですけれども、大体週1回だったり2回だったりぐらいが

多いような気はいたします。 

【辻上委員】 

 地域の方で卒業生の親みたいな人が行ってるやつですか。 

【三井課長】 

 （地域の方で卒業生の親）の方もいらっしゃいますね。 

【林田区長】 

 基本的に教員の方であるとかそういう形ではなく、一つは教育委員会の事務局からも各学校にそういう

サポーター、学びサポーターということで、一番いいのは、例えば大学生の方とか、そういう学習の支援

をする、授業中であるとか放課後であるとかいうことで支援いただける方を有償ボランティアとして配置

すると。なかなか学校ごとに（予算も）足りませんので、区のほうでこれをプラス合わせていく形になっ

てます。だからそういう意味ではそんな多くあってというふうには確かにないんですけど、ちょっとでも

充実できたらということで増やしていってる。 

【辻上委員】 
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 私が思ってる人がそうであれば、すごく頑張ってる気がする。子どものことよく見てはるん違うかなと

思って。サポートが要るところにすっとうまいこと、あ、きょうはこのクラスにいてはるわとか、いろん

なクラスに、ちゃんと手が足りへんところにすっと入っていけてはるねんなと思ってね。もしこれがそう

であれば、もっと増えるのであれば増やす……。その人にもよるんでしょうけどね。難しいですけど。す

ごくいいサポートだなと思って見てます。また子どもが放課後とか地域とかどこかでその人を見たときに

寄って行きやる。先生って言うてやるけど、ちょっと教職員とは違うので、甘えたりも上手にしてやるか

なと思います。 

【三井課長】 

 きょう午前中にちょっと小学校に行ってまして、地域の方が学びサポートやっていただいて、習熟度別

とかで少人数でやってるんですけど、それでもやっぱりちょっと手がとまってる子とかについて、コンパ

スでしたらその使い方とかゆっくり丁寧に教えたり、そういう順々に回っていったりしていただいてます

ので、学校としても非常に助かってる方ですし、子どもたちも多分なじみができてありがたい存在かなと

思います。 

【辻上委員】 

 すごく温かい気持ちになる。機会があったら見ていただきたいなと思います。 

【玉川委員】 

 もう1点すみません、クの吹奏楽とか合唱部、これ具体的にどんな形でやられてるんですか。学校を回

ってやられてるわけですか。じゃなしに、何人か集まってきてという形ですか。 

【西岡課長】 

 政策企画担当課長の西岡です。 

 この事業、今年度から初めて取り組む事業でございまして、事業者を公募で選びまして、市音と呼ばれ

ている公益社団法人大阪市音楽団が中学校に講師を派遣して吹奏楽、合唱の指導をするということで、単

に教えるだけではなくて、都島区ゆかりの貴志康一という音楽家、この方が作曲された曲を練習すること

によって、区を誇りに思うような気持ちを醸成していただくという、そういう目的で取り組んでいるもの

でございまして、この2月から3月にかけて各中学校2回ずつ派遣するというような予定にしております。

それが終わりましたら3月に演奏会ということで発表の場を設ける、そういうことで考えております。 

【玉川委員】 

 一番最後に区内施設等において発表というのがそれですか。 

【西岡課長】 

 そうです。 

【玉川委員】 

 具体的に何か決まってるんですか。 

【西岡課長】 

 今、場所については調整中ですけれども、都島区内の施設を検討しております。 

【玉川委員】 
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 それは例えば5つの中学校のそれぞれが吹奏楽であり合唱でありということで発表会をしようと。 

【西岡課長】 

 はい、そのとおりです。 

【林田区長】 

 ただ、ちょっと今年度、ややスケジュールが遅れぎみでございまして、5校本当にきっちり集まって、

それこそ大きなホールでできればベストなんですけど、ちょっとそこまでは難しいかなと。まさにこの2

月に各学校の吹奏楽の指導に回るという状態なので、ぎりぎりで、その辺は来年度に向けては反省点とし

て、もうちょっと早くから動けるようにはしなあかんと思ってます。ただ、各学校の吹奏楽部、中学校み

んな力持って、それぞれ地域で発表とかさせていただいてると思うんですけれども、そこに市音（大阪市

音楽団）のプロが2回でも行って直接指導すると、やはり大分違うかなと。それはもともとそういう市音

（大阪市音楽団）とか大フィル（大阪フィルハーモニー交響楽団）とか、そういった一定の吹奏楽のプロ

が直接指導するというのは学校でも歓迎される部分ありますので、そういったことで今年度はぎりぎりで

すけれども、進めていくということでございます。 

【田中議長】 

 そしたら…… 

【田矢委員】 

 1つだけ。将来の展望になるんですけれども、ここ予算組まれてるんですけれども、この中に進学フェ

アというのを都島区は結構力入れてやってるんですけれども、他区は進学フェアに予算を組んでいただい

てる区も大阪市内にあるわけなんですけど、費用もかかることなので、今言うて31年度ということは無理

なので、32年度の展開として、中学3年生を対象にしてる進学フェアですね。高校進学フェアの予算の枠

というのも考えていただければありがたいと思います。大体区で30万から50万ぐらい組まれてると思いま

す。よろしくお願いします。 

【田中議長】 

 今ので。ちなみに時期は7月1週目の土曜日をベースに、夏休みを子どもたちに意識を持って過ごしてほ

しいなという思いから、その時期に進学フェアをやってます。 

【林田区長】 

 PTA中心に主体的にやっていただいて、非常にもう満杯で入り切らへんぐらいの状態になっております。

あと、なかなか予算的には難しい面もあるんですけど、一方で開催の仕方そのものをもうちょっと広げて

いこうかというような、いろんなご意見とかお考えもあるようですので、その辺はいずれにしても開催へ

のご協力というのは我々もしていかなあかんと思いますので、いろいろとご相談しながら進めたいと思い

ます。 

【田中議長】 

 まだご質問、ご意見等あるかもしれませんが、また後ほどお願いするとしまして、続きまして、議題の

（2）本市こどもの貧困対策事業と区事業について、事務局からご説明お願いします。 

【三井課長】 
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 私から説明させていただきます。 

 31年度のこどもの貧困対策関連事業重点予算ですけれども、アのところに少し書いております本市子ど

もの貧困対策の目的ですけれども、全ての子どもや青少年が、その生まれ育った環境にかかわらず、みず

からの未来に希望を持って何事にも前向きに取り組みを行い成長していき、他者とともに社会の一員とし

て自立して活躍できる社会を、大阪のまちの力を結集して実現するという目的でございます。 

 31年度の市全体の関連事業予算ですけれども、全体合計いたしますと予算要求額が8億9,200万というこ

とで、各所属、19区3局で37事業を要求してるところでございます。 

 その中で、先ほど都島区の31年度の新規事業といたしまして挙げております小学生学習支援事業も位置

づけられてるところなんですけれども、その内容につきまして、まず経過ですけれども、平成28年度に行

いました子どもの生活に関する実態調査から、就学援助を初めとした経済的な状況の厳しさや進学希望の

程度、学校の授業についていけるかどうかなど、学習面に関するさまざまな点を総合的に勘案いたしまし

た結果、当区では31年度から、学習面での機会の差を感じている保護者が比較的多いと思われます2小学

校の児童を対象に、基礎学力や学習意欲の向上に係る指導を行う放課後の小学生学習支援事業を実施した

いと考えてございます。 

 事業の概要ですけれども、事業予算のほうは750万余り。委託の手法で、対象は小学生。小学生も3年生

から6年生を想定しております。実施の対象としましては、区内の小学校2校を想定しておりまして、事業

の目的・概要のところにも書いておりますけれども、その2校の児童を対象に、放課後1校当たり週2回、1

回当たり2時間、民間事業者による学習支援を実施いたしまして、基礎学力や学習意欲の向上に係る指導

を行いたいと考えております。事業者につきましては、そういった基礎学力、学習意欲の向上に実績のあ

る事業者を選定いたしまして、受講対象児童は、主として家庭での学習習慣の少ない児童、または授業に

ついていけない児童としたいと考えております。また、各校の空き教室において放課後行うことにより、

受講する児童が負担なく学習に取り組めるよう環境整備しまして、児童の募集に当たっては、支援を必要

としている児童が潜在しているため、本事業を真に必要とする児童が受講できるよう、学校と調整しなが

ら進めたいと考えてございます。 

 次のページにその支援事業のイメージとして書いておりまして、左のほうにぐるっと円形に丸印を引い

ておりますけれども、学習面の機会の差がありますと、勉強時間が短くなったり学習理解度が低下しまし

て、将来への影響があるというところがありますので、学習機会の提供を行いまして、そういった学習機

会の差による悪影響というのを断ち切っていきたいと考えているところでございます。また、その下のほ

うに書いております対象としましては、学習習慣がない、または授業についていけない児童を想定いたし

まして、丁寧にフォロー、サポートすることで意欲の向上、ひいてはみずから取り組む児童を増やしたい

と考えてございます。 

 あと、それ以外に関連する本市事業といたしまして、拡充と書いておりますけれども、こども支援ネッ

トワーク事業、こちらはこども青少年局が実施してる事業ですけれども、居場所づくりといたしまして、

子どもの居場所や、企業、社会福祉施設等によるネットワークを構築いたしまして、企業等からの物資提

供の受け皿となる機能を担うとともに、安心・安全な運営の基盤整備のための取り組みなど、子どもの居



14 

 

場所等の活性化を図るものでございます。地域や団体が主体となって子どもの居場所、こども食堂の設置

やネットワークの構築ができるように、補助金の交付やアドバイザーを配置するなどの支援を行うという

ものでございまして、こちらは大阪市のこども青少年局が大阪市社会福祉協議会にそういうネットワーク

の事務局となるようなことを委託しておりまして、そこが中心となって実際にこども食堂などをやられて

る団体に対するアドバイス、支援を行うものでございます。 

 それは今年度から実施されてるわけですけれども、来年度に向けまして拡充される内容について2点記

載しておりまして、リバー産業様から寄附をいただきましたので、その寄附金を原資として大阪市がお米

を購入して、市社会福祉協議会が事務局を行いますネットワークを活用して登録団体に配付するというも

のでございます。あとは、こども食堂等の保険ということで、こども食堂等の運営者が支援ネットワーク

加入と同時に保険に加入して、その保険加入の保険料につきましては、大阪市が事務局であります大阪市

社会福祉協議会に補助金として交付するという間接的な支援を行うものでございます。 

 あと、次のページにこどもサポートネットの説明図を掲載しておりまして、これは以前にもご説明させ

ていただいた内容でございますけれども、チーム学校を中心といたしました教育分野と区役所など関係機

関等による福祉分野との総合的な支援をモデルの枠で現在実施しているところでございます。コーディネ

ーターの配置ですとかスクールソーシャルワーカーの配置、生活困窮者自立支援事業ですとかスクールカ

ウンセラー事業ですとか、そういった内容を組み合わせて総合的な支援をしていこうというものでござい

まして、図にもありますけれども、左の教育分野の支援、右側の保健福祉分野の支援、あと下に地域によ

る支援とありますけれども、そういった各主体のほうが総合的な支援体制連携いたしまして、真ん中に書

いてありますけれども、子育て世帯をサポートする、そういった事業でございます。また、ここで新設と

書いておりますようなところが新しくなってるところでございまして、家庭訪問アウトリーチの部分です

とか、あと生活困窮者自立相談支援といったところが拡充されているところでございます。 

 本市の総合的な子どもの対策についての事業、当区におけます新規事業、その他これから拡充、継続し

て取り組みます事業について、簡単ですけれども説明させていただきました。 

 以上でございます。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 そしたら、ただいまの議題（2）に関しまして、ご質問、ご意見等お願いします。 

【日野委員】 

 このリバー産業株式会社からの寄附金の活用とあるんですけど、このリバー産業株式会社というのは、

私すみません、知らなくて。すみません、どういった会社ですか。 

【三井課長】 

 住宅とかマンション関係を手がけられてる事業者さんなんですけれども。 

【日野委員】 

 マンションとか不動産関係。 

【三井課長】 
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 ええ。 

【日野委員】 

 その会社からだけの寄附金なんですか。 

【三井課長】 

 今回リバー産業様から寄附金をいただきまして、それをどう活用するかということで市がお米を購入し

て、事務局に渡したと。そこの事務局に、こども食堂をやられてる方など希望があったら申し込んでいた

だいてサポートすると。ですので、そういった寄附をいただいて（活用する）というのは当初ありません

でしたので、寄附をいただいたらこういった形で間接的にサポートをする形ができましたということなん

ですけれども。 

【日野委員】 

 わかりました。 

【田中議長】 

 ほかにご質問等。 

【江川委員】 

 この2校ってもう決まってるんですか。支援する。 

【三井課長】 

 そうですね。 

【江川委員】 

 前に言ってた、学校の校区内に塾とかが少なくて勉強の機会が少ないとおっしゃってたと思うんですけ

ど。 

【三井課長】 

 今予算の要求段階ということで2校としてるんですけれども、やはり総合的に見て校区内に塾等の環境

が整ってないというのが淀川の地域あたりと思っておりますので、そういった話も聞いたことがございま

して、淀川、大東の小学校2校でと考えてございます。まだ要求段階で、これが確定しましたらそういっ

たところは事業の発注に向けて公表していきたいと思ってございます。 

【江川委員】 

 こども支援ネットワークというのは、こども食堂ネットと違って青少年局がやってる集まりみたいなの

ですか。ボラセン（ボランティアセンター）のやつでもなくて。 

【三井課長】 

 そうですね、結局ボラセン（ボランティアセンター）がやってるかと思うんですけれども、こども青少

年局から大阪市の社協（社会福祉協議会）に委託しまして、結局社協の中でボランティアセンターが多分

中心になって動かれてるものだと思うんですけれども、そこから区社協（区社会福祉協議会）にも多分話

があって、そういった活動されてる方には一定周知なりも進められてるかなと思います。 

【江川委員】 

 全く聞いてないので。 
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【三井課長】 

 そうですか。ちょっと年度初めにご案内させていただいたつもりではあったんですけれども。 

【江川委員】 

 社協（社会福祉協議会）の人が全然来てくれなくなったので。担当が転勤になってしまった。 

【三井課長】 

 ちょっとまた内容をお送りさせていただきます。 

【江川委員】 

 こども食堂やってる人は大体皆保険入ってると思うんですけど、これでお金が出るなら助かる。 

【三井課長】 

 そうですね、その保険というのは新規ですので。これまではなかったものですので。 

【林田区長】 

 まだ決まってないですよね、そういう意味では。拡充の保険の部分は来年度要求やから。だから、そう

いう意味でまだご説明できてないんやと思います。いずれにしても来年にはとらなあかんと思います。 

【三井課長】 

 そうですね。また情報わかりましたら提供させていただきたいと思います。 

【辻上委員】 

 放課後に週2回勉強教えてもらうという事業なんですけど、予算が758万円、2つに割ったら370とか380

とかの予算だと思うんですけど、週2回はずっと12カ月。 

【三井課長】 

 そうですね。 

【辻上委員】 

 4月スタートで3月まで週2回のペースで行こうという考えなんですね。 

【三井課長】 

 初め事業者の募集選定の期間がありますので、多分スタートは6月ぐらいになるかなと思うんですけれ

ども、夏休みとか長期休業を除いてずっと年間。 

【辻上委員】 

 ふだん授業があるときに。 

【三井課長】 

 そうですね。 

【辻上委員】 

 これは学校単位で事業に募集をかけて、来たい人を入れるという感じ、基本的に。 

【三井課長】 

 そうですね。 

【辻上委員】 

 全員ではないんですよね。 
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【三井課長】 

 全員ではないですし、できるだけこちらで書いてますような本当に必要なお子さんに来ていただきたい

というのは思いとしてありまして、できれば学校の先生から、この子サポートしてあげてほしいという方

に声をかけていただいて、親御さんに了解いただいて申し込んでいただくような、促していただくような

形で進めたいなと。 

【辻上委員】 

 それを聞いて安心しました。また募集かけたわ、来えへんわじゃ。先生から声をかけてもらうと親御さ

んも、それやったら行かせたほうがいいのかなとやっぱり思うと思うので。一本釣りしていかんと誰も参

加しないので、そうやってやっていただいたら安心です。 

【田中議長】 

 あくまでも塾がわり。 

【三井課長】 

 そうですね。塾といいましても、進学塾というよりは…… 

【田中議長】 

 復習的な。 

【三井課長】 

 そうですね、サポートするような。ですので、先ほど話に出てました学びサポートで丁寧に教えてる形

と同じように、少人数で丁寧に教えていって、特にこういったところは前の学年のことでもちょっとつま

ずいてるなというところがあったら、さかのぼって丁寧にというところが肝になるかと思いますので、そ

ういった形で進めていきたいと思っております。 

【林田区長】 

 塾がわりというより、学校でも要は先生方による補習だとか、そういったことがなかなか今十分時間と

か、働き方改革なんかの関係で十分できへんと。そういう意味でいえば民間事業者、塾を活用して、課題

があるな、残って補習してもらいたいなという児童にこの形で支援していくということをイメージしてま

す。ですから、先ほどもご意見あったように、学校もぜひこういう授業したいなと思っていただいてて、

課題があるなと思っていただいてる学校でと考えてますので、そういう意味で児童の選定について学校も

かかわってもらいたいと思ってます。 

【田中議長】 

 それが本筋やろうなと思ってる中で、昨今いろいろ学校の評価、教員の評価という部分でのずれ。仮に

ですよ。こういったサポートを受けたことによってテストの点が上がりました。でも、逆に頑張ってない

先生が評価されたというケースもあるなと思ったので、非常に難しい。やろうとしてることはわからなく

もないけれどもという部分があるので、ほんまに子どもの方に向いてサポートしてあげるべきことはやる

べきだろうなと思いました。 

【林田区長】 

 教員の評価については、もちろんいろいろ議論ありますけれども、学校長がやるということになります



18 

 

から、学校長が当然、それぞれの先生方が学力向上について、また生活指導について、ほかの学校運営に

ついてどう取り組んでるかということをそのときに…… 

【田中議長】 

 学校長の評価も、逆に今度学校のテスト、要するに昨年度よりなんぼアップしたかに対してSSだのSだ

のという評価がつくわけじゃないですか。結果的に、割合としては3分の1やという話で聞いてるので、当

然それであってほしいけれども、そこがどうしても先行しちゃうから。本来何をもって学力かという捉え

方が、どうしても学力イコールテストという見え方をしてしまうので、あくまでも学ぶ力であって、生き

ていく力を特に義務教育の小中においてはやっぱりやらないといけないところで、何か違う方向へ行くと

怖いなという。教育委員の意見からも、余りそういった逆の方向というのが、9月の総合教育会議の議事

録からは読み取れなかったので、ちょっと残念かなと思いつつ、こればっかりは見守るしかないところも

あるけれども、保護者として見たときに、その中で育った子どもが今度先生になったときにどうなるんや

ろうというところまでつい勘繰ってしまったのは、個人的な意見ですけれども、あったので、一方でこう

やってサポートという形で授業をもっと活発化していくことで、先生も刺激を受けて頑張っていただける

といいかなと思います。 

【林田区長】 

 私も教育委員会議も傍聴というか聞かせていただいてますけど、教育委員の先生方ももちろん学力だけ

じゃないと、総合的な生きる力が重要やというのがもちろん大前提としてあるんだという議論はされてま

すので、そういった観点含めていろいろ。制度はこれからですので、制度構築されるかなと思ってます。 

【田中議長】 

 そのほか、議題（1）、（2）含めて、もしくはその他子どもたちの環境面、都島といえばどうなっていく

のかということなど、質問、ご意見等あれば。 

【田矢委員】 

 評価じゃなくて、2年前にこういう話しさせていただいて、実際PTAの人を集めて私らも子どもの貧困に

ついて語り合ったんですけど、そのときの区役所の意見では、できない子って言い方悪いですけど、成績

の悪い子たちをどうやって見つけていくかというのに、地域の人に聞くのはどうやって聞くかということ

に、どうするんですかと言って答えが出てたので、学校の先生に聞くというのはとてもすばらしい意見で

まとまってるとは思うんです。ただ、企業の社長が言われてるのは、子どもたちはいずれ就職しないとい

けないけれども、我々は8割とる子を求めてるんじゃなくて、点数がみんな2割であっても100点とれる子、

どれか一つ突出してる子がいいというふうに、この前の日本PTAでそういう話が出てたんですよ。8割ばっ

かりの平均の子よりも、突出した才能を持ってる子。あとはできない子。皆さん宿題されますかって。し

ていく人は普通なんですよ。していかない人間がいいんですよって。一概にはそうではないけど、それは

サイボウズの社長がおっしゃってたんですけど、うちの面接はそうですよと。これから社会に出るに当た

ってどういう体力をつけられるか。さっきも話ありましたけれども、突出してるところですよね。そうい

う教育、勉強だけ教えるんじゃなくて、何を伸ばしてあげるか。まさしく第3次基本計画と一緒ですよね。

その子に対してチャンスを与えてあげるというのを都島ではどうやっていくかということですね。ただ、
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都島の独自性を出すのであるならば、第2次基本計画の自立、協働、創造というところの協働ですよね。

協働というのは子どもだけじゃなくて地域の人にもかかわりがあると思うんですよ。協働していくという

ことは、教育は地域の責任であるというのも一つですけれども、老人、孤独死とか云々というのも地域の

責任じゃないですか。見守り隊してくれてるのは現役の保護者の方じゃなくてOBの高齢者の方がしてくだ

さってる世の中だから、そこに協働という面も必要なので、子どもたちにもそういう教育を教えながら、

突出したところを都島独自でやっていくという方針も見えてもおもしろいかなと思います。 

【林田区長】 

 地域と学校が一体となって子どもたちを育てていくというのは、まさに今おっしゃっていただいた、そ

れをやっぱり都島だけでなく全国的にもそうですし、この都島は実際にそれを取り組んでいただいてるな

と思ってますので、ちょっと今具体にこういう施策をしたらというのがありませんけれども、逆にこうい

った場で、具体にこんなのはというご意見をまたいろいろとお聞かせもいただけるかなとも思いますので、

また我々もそういう視点で、学校が、地域に開かれた学校づくりという言い方を前からしてますけれども、

まさにおっしゃった協働ですね、地域との協働ということをもっともっと広げていくことは、各学校長も

そういう思いは取り組んでると思いますけれども、そういったことを区としても働きかけながら考えてい

きたいと思います。 

【田矢委員】 

 子どもを伸ばしてあげると、テレビ見てたらわかると思うんですけど、今大坂なおみさんっているじゃ

ないですか。錦織さんも、世界のトッププレーヤーになってるというのは、テニスばっかり。勉強もされ

てるでしょうけど、テニスうまいなというけど、子どもたちにしたら、あの人英語話せんねやと思うわけ

ですよ。テニスは英語がつきものなので。ルールも英語で話すのでね。そういうところも子どもたちに、

こんなんしたら英語も一緒に話せんねんでとかね。英語の会話は必ず必要なことなので、そういうことも

交えながら検討していただければいいかなと思います。 

【辻上委員】 

 全然ここと関係ない話で、今日たまたま小学校1年生のお母さんとお話ししたときの話なんですけど、

小学校1年生で、これから高学年になって中学生になったときのことを、心配症な方なのでずっと想像し

てはるわけですよ。今中学校のクラブ活動について質問されて、早くに帰ってくるらしいだとか、土日の

一個は必ず休みになってるだとかいう話があって、まさにそのとおりで、土曜日、日曜日あるのが当たり

前やったクラブが、どっちかは必ずお休み。土曜日休みやったら、日曜日朝から夕方までやってほしいね

んけど、そうじゃなくて、午前中行ったらもう昼御飯、12時に終わって12時半には帰ってるようになって

ると。そうしたら、その子たちが今度高校に行ったときに、高校のクラブで、公立の中学校から例えばサ

ッカーをやってました。高校に上がります。そういう子はたくさんいてるけれども、私立の強豪校とかに

行くともうてんでだめで、推薦の子がどかっと来る。中学校でそういう練習をしてる子たちはもうそこに

入れなくなってしまって、途中でしおれてしまう。もう学校行くのも嫌やとかという子もやっぱりいてる

と聞く。そうなると、小学校から中学校に上がるときに、地域の公立中学じゃなくて、やっぱり私も頑張

って働いて私立中学に入れるべきなんかなとかいう悩みが、その子だけじゃなくてあちこちで聞くわけで
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すよ。無理してでもやっぱり私立入れたほうがいいのかって。うちは下の子が高1なので、ぎりぎりのラ

インだったからと思って、今そういうクラブ活動をされているのであれば、無理やり中学校から外のクラ

ブチームに入れるお母さんもね。クラブチームに入れるためにはお金が要る。働かなあかん。この間もこ

んな話をしたと思うんですけど、子どもをほったらかしになる時間がふえる。外の遠いところに遠征とか、

例えば堺の方のグラウンドまで練習に行く、平日に。怖いからやっぱり携帯を持たせる。携帯代もかかっ

てくる。交通費もかかってくる。そうなるとすごく悪循環やなと思って。それで無理やり私立に入れなあ

かんとなったら、月幾らかかるの、お母さんパートで済めへんよねって思ってくるんですよね。だから、

地域の中学校から子どもが離れていく。そうするとまたつながりってどんどん薄くなっていって、どこに

どんな子が住んでるんやら、あの子のことを助けようって隣近所のつながりもなくなってくるやろうし、

またあの子ひとりでおるなって気にすることもなくなってくるし、シャットアウトの世界になっていくん

かなと思って、ちょっと怖いなという話を今日されてたんです。私が思ってることがそのままだったので、

私は知らんという年齢なんですけど、小1かと思って一緒に考えてしまって、クラブ活動がどうなのかな

って。 

【田中議長】 

 クラブ活動に関しては週3日休みなんですよね。国のお達しからしたら。それをしないと今度予算がつ

かない。3日休んだところから優先的に金を出すと。でも逆にいえば、もうそろそろ学校に頼り過ぎるの

もあかんのかなと。ほんまに頼らなあかん、片や貧困というのもあるから学校でカバーしないといけない

というところもあるかもしれんけれども、昔みたいにお任せやと。僕らのころは体罰というのはなかった

です、言葉自身が。でも今は、しつけまで学校に押しつけられてる保護者が多い。そうなると、違うよな、

と（思う）。先生の負担がふえてもしようがない。そういう部分での働き方改革の一つとしては、僕は正

しいのかなとは思うけれども、片や今言うようにクラブ活動したいのに、さっきの評価という部分でいっ

たら、クラブ活動で頑張ってる先生もいてたりするわけで、一概には言えない。でも、だから結果、中学

の私学と高校の私学への進学率はものすごく増えてますよね。特に今補助も大分出すようになったから、

公立と私学の境って何やねんという部分。特に私学の専願で受ける子もものすごく増えてきてるのが実情

で、公立が逆に定員割れして、結果的にまた統合というのがものすごく増えているところでは、今言う悪

循環やなというのもよくわかります。僕も高校生の保護者としてはものすごく、えっ、というのを感じて

ます。 

【辻上委員】 

 子どもがかわいそうで。 

【田矢委員】 

 でも地域が強いところは地域の人が面倒見てる学校もあるからね。 

【辻上委員】 

 だからその子が見えてきたらね。そういう子がいるというのが見えれば周りは助けようとしますけど、

その子の影が見えなかったら助けようがないじゃないですか。だから地域ともっとかかわっててほしい。

「最近見いひんな、あの子」ということが、高齢者もそうなんでしょうけど、「あそこにあんな人おった
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んや、ひとりで死んどった」ということが出てくるわけじゃないですか。 

【林田区長】 

 児童なり生徒なりを地域で見守っていただくというのも一つそうですし、部活でいえば、まさに働き方

改革と部活がやっぱり毎日過ぎるのではないかというところもあって、今おっしゃるような流れにはなっ

てきてるんですけれども、一方でやっぱり部活指導できる教員の専門性とかもなくなってきてるというの

があって、部活指導員の嘱託の方というか、地域の方でテニスもすごくうまい方に部活指導してもらうと

か、そういう流れが来てますので、そうであっても、それだけテニスが上手な方が地域にいるか、そうい

うことが職業でなく半分ボランティア的にやってもらえる人がいるかというと、これも例えばそんな大学

生がおるとか、元そういうプレーヤーが地域におるかというと、なかなかそういう人材が見つからへんと

いうのがありますので。一方ではやっていただいてる、そういう本当に貴重な人がいはる地域もあるので、

そういうやってもらえるような方、それを地域でも、我々でもそういう方いませんかみたいなことは広げ

ていかなあかんのかなと（思っています）。 

【辻上委員】 

 今ポスター張ってるやつですよね、見たけど、これじゃいかんと思った。すごい責任持たなあかんなと、

そのポスター見たときに思って。 

【田中議長】 

 今言うケースでも、子どもを地域が知ってても、子どもは知られてるけれども、保護者は知らへんとか。

逆のケースやったらまだ全然いいねんけど、保護者のほうがこう（拒否）したらもう無理や。勧誘できへ

んわ。 

【辻上委員】 

 保護者をつかまえることやね、やっぱり。 

【田中議長】 

 だから小中に関してはやっぱりうまくPTAを活用すべきやと思います。 

【辻上委員】 

 だから今日その子にも言いました。PTAやりなさいって。PTAって大変やろうみたいな話をされて、いや、

違うって言うたら、次ちゃんとやると書くって言ってました。上手にPTAを使ったらいいと思います。 

【田中議長】 

 決して強制事ではないし、できへんことはできへんという中で皆さんに動いていただいてるので、保護

者であり地域の人であり学校と絡んでるのは、PTAしかいないです。先生も含めてですけどね、もちろん。 

 ちょっと話がずれた方向に行きましたけれども、議案についてはよろしいですか。時間も差し迫ってま

いりましたので。 

 それでは、お忙しい中きょう出席いただきました市会議員の八尾先生のほうから一言コメントをいただ

ければと。 

【八尾議員】 

 まず、今日は初めて部会に来させてもらいまして、どんなところかなと思って、初めて参加させていた
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だきました。いろいろと皆さんのご意見いただきまして、非常に参考になりました。 

 この教育については議会においても非常に重要視してる一つです。特に子どもの貧困対策については、

議会では相当議論してまいりました。そんな中で、今日も議論されたと思うんですけれども、その貧困の

子ども、また学習意欲のない子どもをどう拾い上げるかが一つなのかなと。先ほど学校の先生がとか、ま

たPTAと地域がということだったと思うんですけれども、まずこれがどう拾い上げるかということが非常

に重要なのかなと。これは意外とというか、そういった家庭というのは実は孤立化してるというのがだん

だん実態としてわかってきたんです。地域とつながっていないとか、学校とも疎遠になってるとか、そう

いった家庭こそが問題になってると思います。ですから、そういった意味でいえば、たとえあぶり出すこ

とができたとしても、そこから先がなかなか手がつけられないのかなと。先ほどおっしゃってたように保

護者が拒絶するとかいうことが。そうなってくると、今度はなかなか強制的にはできないわけで、そこが

一番の問題なのかなと思います。だから、これはやはり地域、学校、社会全体でどう取り組んでいくのか

といういろんな側面からいかないと、ただ単なる学力だけの問題、貧困だけの問題だけではなくて、さま

ざまなその人、個人個人によって課題があると思うので、それをどう引き出して解決していくのか、その

中から信頼関係ができて子どももこうしたところに参加できるようにしていくのかという、本当に地道な

苦労があるかと思うんですけれども、そこまでしないと本当の意味での貧困の子どもたち、また本当の意

味での学習を身につけてもらいたい子どもたちに手を差し伸べられないのではないかなと。こうやって一

生懸命やって簡単に出てくる子はまだやりやすいと思うんですけど、出てこれない人が、実はそこが一番

重要なのではないかなと思います。だからやってること自体はすごくいいことだと思いますし、これまで

よりもよくなっていくのはわかると思います。その中でも取り残されてるところがあるということが難し

いのかなと。これは議会でこういった話もしてるんですけれども、孤立化してしまうというところをどう

解きほぐすのかということを今やってるところです。 

 以上です。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 めちゃめちゃ難しい問題かとは思いますが、教育にせよ防災にせよ、そういった方々が一番拾ってあげ

ないといけない部分かとは思いますけれども、先生方のお力をもってよろしくお願いできればなと思いま

す。ありがとうございました。 

 本日の議題も円滑に終了したと思っております。教育部会、2回目でしたけれども、答えは一つではな

いというのはわかりますけれども、いろんな方向からアプローチしてみて、カット・アンド・トライ（試

行錯誤）じゃないですけれども、やっていくしかない分野かと思います。また皆様方のご経験、それから

知識をもって、よりよい都島の子どもたちが育つ形で今後も進んでいければなと思ってます。本日は遅い

時間までありがとうございました。 

 そうしましたら、事務局のほうにお返しします。 

【吉田課長代理】 

 田中議長、どうもありがとうございました。 
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 本日は、議長を初め各委員の皆様方におかれましては長時間ご議論賜りまして、まことにありがとうご

ざいました。 

 最後に、区長の林田から一言ご挨拶させていただきます。 

【林田区長】 

 本日は本当に熱心にご議論いただきましてありがとうございました。いろんな方面からご意見いただき、

また今後の参考にさせていただきたいと思ってます。特に参加者の増やし方について、こうしたらええん

ちゃうか、ああしたらええんちゃうかと、本当に具体的で、また積極的なご意見いただきましたこと、あ

りがとうございます。いただいたご意見のやり方いろいろ工夫しながら、参加者が増えて効果がより上が

るように取り組んでまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。本日はどうもありがと

うございました。 

【吉田課長代理】 

 これで、平成30年度第2回教育部会を終了させていただきます。 

 本日はまことにありがとうございました。 


