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平成２９年度第１回淀川区区政会議 

教育・子育て部会 

 

    日 時：平成２９年８月３１日（木） 

        午 後 ６ 時 ３ ０ 分 ～ 午 後 ８ 時 ３ ０ 分 

    場 所：淀川区役所５階会議室５０４ 

 

○西政策企画課長 

 定刻となりましたので、ただいまより淀川区区政会議、教育・子育て部会を始めさ

せていただきます。 

 私は、本日の進行役を努めさせていただきます淀川区役所政策企画課長 西でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失礼させていただきます。  

 お手元の資料を確認させていただきます。まず、次第、配付資料一覧、資料１部会

名簿それと資料２座席表これが表裏になっているもの、資料３新たな淀川区将来ビジ

ョンの策定について、資料４淀川区将来ビジョン（素案たたき台）、資料５淀川区将

来ビジョン総括、資料６いただいた御意見について、あと「よどマガ８月号」と「Ｙ

ＯＤＯ－ＲＥＰＯ３８号」でございます。不足はございませんでしょうか。ありまし

たら、挙手いただきましたら、事務局がお持ちしますが、皆様、大丈夫でございまし

ょうか。 

 それでは、本日の出席につきまして、私のほうで御紹介させていただきます。  

 議長の福島委員でございます。 

岡鼻委員でございます。 

 辻川委員でございます。 

 今田委員でございます。 

 越智委員でございます。 
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 嘉悦委員でございます。 

 なお、丸山委員におかれましては、本日御欠席とお伺いしております。  

 ただいま区政会議教育・子育て部会、７名中６名の出席をいただいております。定

数の２分の１以上の委員が御出席いただいておりますので、この会議が有効に開催さ

れていること御報告申し上げます。 

 続いて、区役所の職員につきましては、お手元の座席表をごらんいただきますよう

お願いいたします。事務局の詳細は割愛をさせていただきます。 

 それでは、次第に沿いまして、議題に移らせていただきます。 

 今回は、淀川区将来ビジョンの素案について、簡単に御説明させていただいた上で、

委員の皆様に御自由に御意見をいただきたいと考えております。 

 部会は、区政会議の議論を効率的かつ効果的なものにするため、それぞれの所掌事

項について意見交換を行う場として位置づけられております。この教育・子育て部会

で取り扱うのは、教育や子育てに関する事項となっております。 

 少人数の会議でございます。よりテーマを深く掘り下げた意見交換をしていただく

ことが可能であるかと考えております。また、区役所への御意見、御質問だけではな

く、この機会にほかの委員の方々にお伺いしたいことなどございましたら、遠慮なく

御発言いただければと考えております。 

 また、今日の会議が現行委員での最後の部会となります。何とぞよろしくお願いい

たします。 

 会議の時間は２時間を見込んでおり、午後８時１５分をめどに遅くとも午後８時３

０分までには終わってまいりたいと考えておりますので、御協力いただきますようお

願いいたします。 

 ここからは、福島議長に進行をお願いいたします。 

○福島議長 

 こんばんは。まず事務局に、淀川区将来ビジョンについて、概要の説明をお願いし
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ます。 

○西政策企画課長 

 それでは政策企画課長、西でございます。私より「新たな淀川区将来ビジョン策定

について」御説明申し上げます。 

 さきの区政会議全体会で御案内いたしましたように、平成２４年に定めました現在

の淀川区将来ビジョンが、今年度で最終年度を迎えていることから、平成３０年度か

ら向こう５年間を見据えた施策展開の方向性を示した将来ビジョンを新たに作成しよ

うとしているものでございまして、本日の会議ではこの新しい将来ビジョン策定まで

のスケジュールや考え方などについて、御説明する予定にしております。 

 また、将来ビジョンのたたき台となるものも用意しております。このたたき台を起

点といたしまして、さまざまな検討を積み重ねて、素案から案というふうにブラッシ

ュアップしてまいりまして、今年度末には淀川区の将来ビジョンとして正式にお示し

する予定にしております。後ほどその内容についても御説明いたしますが、本日この

教育・子育て部会の委員の皆様方には、先ほども若干触れましたが、教育・子育てに

関することについて、御意見を頂戴したいと考えております。 

 また、区の将来ビジョンは、区長が区内の自治行政を総合的に推進していく上で、

地域として区がめざすべき将来像や、その実現に向けた施策展開の方向性を取りまと

め、区民の方々に明らかにしようとするものでございます。委員の皆様におかれまし

ても、将来ビジョンはおおむね５年後の淀川区のあるべき姿を見据えたものであると

御認識いただきまして、御理解いただきますようお願いいたします。 

 それではまず、お手元の資料３淀川区将来ビジョン策定についてをごらんいただき

ますようお願いいたします。１ページ目、上段の８行で記載されている部分は、私が

申し上げたことと重複いたしますので、その説明は割愛させていただきます。その中

段から下の部分、平成２９年度における新将来ビジョン策定スケジュールについてで

ございますが、一番上、７月下旬から８月上旬に第１回区政会議、素案について意見
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聴取とありますが、まさにこの会議がそれに当たります。本来、この会議は、先ほど

申し上げました８月７日に予定しておりました。本日も８月下旬となっておりますけ

ども、この８月上旬とありますのが、まさにこの会議のことを指しております。  

 去る７月２６日には安全・安心なまち部会、８月１日にはコミュニティ力向上部会

を開催して、それぞれ委員から御意見を頂戴しておるところでございます。９月には

各部会の意見を区政会議の全体会で共有するとともに、委員の意見を踏まえてビジョ

ンの素案を確定させて１０月には公表してまいりたいと考えております。１０月、１

１月には次期区政会議委員による区政会議全体会、あるいは部会で御討議いただいた

後１１月、ないし１２月にはパブリックコメントを実施したいと考えております。パ

ブリックコメントの結果を踏まえて、再度区政会議の部会、全体会で御意見をお聞き

した上で、最終的には将来ビジョンとして策定してまいる予定にしております。 

 １枚めくっていただきまして、次のページには将来ビジョンと運営方針の関係につ

いて記載しています。２ページをごらんいただきますようお願いいたします。先ほど

も触れましたが、区の将来ビジョンは区長が区内の基礎自治行政を総合的に推進して

いく上で、地域として区のめざすべき将来像やその実現に向けた施策展開の方向性を

とりまとめて、区民の方々に明らかにしようとするものでございます。 

 一方、運営方針は将来ビジョンで示された施策展開の方向性に沿って、年度ごとの

施策や事業の取り組みを明らかにする単年度ごとの策定プランになっております。将

来ビジョンは中期的な区政運営の理念や、大きな方向性を定めるものでございまして、

個別、具体的な施策は毎年行います運営方針の策定過程において議論することとなり

ます。後ほど、将来ビジョンのたたき台について、項目別に説明もいたしますが、今

回は５年後を見据えた、概念的なものをお示ししておりまして、個別、具体的な取り

組みを盛り込むものではないということを御認識いただきますようお願いいたします。  

 ３ページをごらんいただきたいですけども、こちらのほうで新しい将来ビジョンの

策定方針について記載しております。これにつきましても、先日の区政会議全体会で
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御説明しておりまして、繰り返しになる部分もありますが、新たな将来ビジョン策定

に当たりましては、現在の将来ビジョンに掲げた主要施策を引き継ぎつつ、淀川区の

現況や大阪市全体の施策などを踏まえて、修正を加える予定にしております。  

 策定方針につきましては、そのページの真ん中の枠囲みの部分をごらんいただきた

いんですけども、あくまでも仮称でございますけども、「淀川区将来ビジョン２０２

２―みんなの笑顔をつなげるまち―」としておりまして、期間は来年度から２０２２

年度末までの５年間としております。 

 「みんな」「笑顔」「つなげる」、これらをキーワードに２０２２年度末の将来像

を示すこととしておりまして、主な施策は現在のビジョンと同様に「安全・安心」、

「子育て・教育」、「地域コミュニティの活性化」、「区民サービス向上」、これら

をテーマに掲げる予定にしております。 

 このページの後段では、現在の将来ビジョンと新しい将来ビジョンの関係性につき

まして、平成２９年度の運営方針と対比する形でお示ししているものでございます。

向かって左側、平成２９年度の運営方針では５つの経営課題と戦略で構成されており

ます。新しいビジョンではこのうち、「安全・安心に暮らせるまち」「子育て世代が

住み続けたいと思うまち」につきましては、戦略レベルとの変更はなく、そのまま踏

襲させております。 

 一方、「住民が主体となって運営されるまち」と「区民との協働による快適で魅力

あふれるまち」につきましては、新しい将来ビジョンでは「つながるまちの実現」と

いう名称の経営課題に集約しております。 

 また一番下、「区民のお役に立つ区役所」では、「区民のための区役所」という名

称で戦略のより具体化を図っているところでございます。なお、平成２９年度運営方

針、下から２つ目のところ、ＬＧＢＴ支援事業というのがあろうかと思います。それ

が、向かって右側の新しい将来ビジョンではこの名称がなくなっておりますが、今後

そのＬＧＢＴ支援事業につきましては、淀川区が独自に取り組むのではなく、大阪市



6 

全体で展開する事業として位置づけられておりますことから、区の将来ビジョンの項

目から外すというものでございます。 

 ただ、このＬＧＢＴ支援事業につきましては、淀川区が先駆的に展開してきた事業

でございまして、また全国的な注目を集めるなど一定の成果を上げてきたという自負

も持っておるところでございます。淀川区といたしまして、将来ビジョンの項目から

は外しておりますけども、今後、ＬＧＢＴ支援事業につきまして、あらゆる区民と多

様性を受け入れるまちをめざす一環として、引き続き淀川区役所におきまして、取り

組んでいくこととしておりますということを、御理解いただきますようお願いいたし

ます。資料３の説明、若干ちょっと早口になったかもしれませんけども、以上でござ

います。 

 続いて資料４、淀川区将来ビジョン２０２２年、素案たたき台のほうごらんいただ

きたいと思います。Ａ４、横長のものでございます。１枚目めくっていただきます、

目次のところごらんいただきたいですけども、ひとまず私からは総論の部分に当たり

ます２ページから７ページまでを御説明いたします。 

 資料３では、新しい将来ビジョンの考え方を一通り申し上げましたので、詳しい内

容の紹介は割愛させていただきたいと思います。まず、この資料の２ページでござい

ますけども、さまざまなデータに基づいた概況を説明しているページでございます。 

 めくっていただきまして、３ページから４ページにかけましては、現在の将来ビジ

ョンの骨子とこれまでの取り組み状況につきまして記載しているものでございます。

１枚めくっていただきますと、５ページではこの概況や特性を踏まえたまちづくりの

課題を示しております。そしてここに掲げました４点の課題が、先ほど御説明いたし

ました新しい将来ビジョンに掲げる経営課題に対応しているものでございます。  

 次の６ページでは５年後、２０２２年度にめざす淀川区の将来像について記載して

おりますけども、資料３の最終ページで説明した内容と重複する部分もありますが、

テーマを「みんなの笑顔をつなげるまち」としておりまして、みんなが笑顔になるた
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めの取り組みといたしまして、防犯、防災対策、教育、子育て支援、地域福祉の推進、

また笑顔をつなげるための取り組みといたしまして、地域コミュニティの活性化、多

様な協働の推進、住民主体の実現を掲げております。そしてこれらを実現していくた

めに、区民満足度を高めるための区役所づくりに取り組むこととしておりまして、そ

のキーワードが「みんな」「笑顔」「つなげる」としておるところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、７ページにおきまして、２０２２年度末までの施策

展開の方向をお示しする部分でございます。主な経営課題といたしまして、「安全・

安心なまち」、「教育・子育て支援の充実」、「つながるまちの実現」、「区民のた

めの区役所づくり」、この４点を掲げておりまして、それぞれの個別施策、具体的な

取り組みは各年度の運営方針で詳細に示していることになります。 

 私からの説明は以上でございます。 

○福島議長 

 今の説明について、何か御質問があればお願いします。 

○越智委員 

 続けてやって、最後にみんな質疑応答しようや。長々と時間かかってしょうがない。 

○福島議長 

 では、議題のほうに入らせていただきます。 

 議題の淀川区将来ビジョンについて、事務局の説明の後、意見交換を行ってまいり

ます。各テーマで意見交換の時間を４０分程度と見込んでおりますので、御協力のほ

どよろしくお願いします。 

 事務局より、学校教育支援について説明をお願いします。 

○榊原教育支援担当課長 

 お世話になっております。教育支援担当課長、榊原です。お忙しいところありがと

うございます。それでは、座って御説明させていただきます。先ほどの続きの１１ペ

ージにあります、教育・子育て支援の充実ということで、今までの取り組みを基本的
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には引き継ぎながらやっていくというところでございます。笑顔になるための事業で

ありますけども、既に皆様、新聞報道でも御承知のとおり、８月２９日に全国学力テ

ストの結果が発表されました。新聞報道では、西高東低でかなり大阪市が厳しい状況

ということになっております。なかなか我々として取り組みというのは進めておるん

ですけども、やはりそういう状況が出てきているというのが実態でございます。です

ので、そこに注力をしていく必要があるということで、引き続き小中学校での学力、

体力の向上に向けての取り組み、また分権型教育行政ということで今まで教育現場、

小学校とか中学校には区役所として入れなかったんですけども、それが大阪市教育委

員会に市長も入って総合教育会議が開催されることになるなどの状況で、区役所のほ

うも兼務が発令され予算も教育予算が区役所で使えるというようなことになりまして、

学校のほうと一緒に事業展開を進めていきたいというふうに思っております。  

 ボトムアップということと、高い意欲を持ってるとか学力を持ってる児童・生徒の

モチベーションをより高めるような場の設定も今後必要ではないかと考えているとこ

ろでございます。それで、この左の四角ですけども、課題解決に向けた主な施策とし

ましては、区内小中学校と連携しまして、放課後の学校施設を活用したヨドジュク等

の取り組みを進めていきたいというふうに思っております。 

 また、授業のより一層の充実を支援する取り組み、発達障がいサポートであります

とか、そういう事業の充実等、支援の取り組みを展開していきたいと思います。また、

学校の自立的な取り組みを支援しまして、学力、体力の基礎となる睡眠など、ヨドネ

ルと言っておりますが生活習慣の改善の支援を引き続きやっていきたいというふうに

思います。 

 この前の日曜日に、ちょうどこの場所でやったんですけども、英語村、イングリッ

シュ・フェスティバルということで、開催させていただいたような形で英語力の向上、

勉強の場は学校で勉強してもらって、発表の場とか、体験の場を区役所でしつらえる

ということで、そういった取り組みを引き続きやっていきたいと思っております。  
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 右のほうで２０２２年度末における最終的な数値目標を掲げておりまして、児童生

徒の学力、体力が全国平均を上回っている区内の小中学校の数ということで、２０１

７年度学力○校、体力△校となってるんですが、まだ今発表されてないんですけど

も、これを今年度の実績をベースとして、２０２０年度末中間目標としましては、そ

れぞれプラス２校、２０２２年では、そのベースからそれぞれプラス３校をめざして

いくという目標を入れていきたいと思っております。 

 さくっとした説明になりますけども、教育・子育ての支援の充実の中の学校教育支

援につきましては、以上で説明とさせていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○福島議長 

 先、説明よろしいですか。 

○越智委員 

 説明してもらったら。 

○福島議長 

 支援のほうの説明、お願いします。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 改めまして、こんばんは。区役所の子育て支援担当の川谷です。いつもお世話にな

ります。そうしましたら、私から子育て支援に関する取り組み、ビジョンについて説

明させていただきます。 

 子育て支援に関しましても、これまでのビジョンを継続していくということになり

ます。お手元の資料を見ていただきたいですけども、資料４の今後５年間の将来ビジ

ョンについてです。まずページでいいますと５ページ、課題としましては、全ての子

育て世代が安心して子育てできるように必要な支援、サービスが受けられることをめ

ざす必要があると。 

  具体の今後の方向性についてです。これにつきましてもページが飛びますけども、
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資料４の１２ページをごらんください。１２ページのほうで、子育て支援に関する各

取り組みの現状と課題ということで挙げさせていただいています。政令都市として初

めて、大阪市淀川区におきまして、前区長の榊区長の思いもあって取り組んでまいり

ました。平成２６年度から病児保育、それも訪問型、施設型というのももちろんある

んですけども、施設型というのがなかなか受け入れの件数といいますか、対応できる

児童数が限られてくるというところで、訪問型。それも、料金が高くなく確実に利用

できるという事業をめざしまして、いろいろ試行錯誤もあったようですけども、ノー

ベルというＮＰＯ法人さんのほうで受託していただいて、訪問型の共済型という、会

員がお金を出し合って、運営資金を低価格で回せるようにやっているという事業です。

そこのモデルを立ち上げまして、平成２６年度から取り組んでいます。ここに、つき

ましては平成２６年度、平成２７年度がノーベルさんというところで、プロポーザル

という企画提案型で行ってきたんですけども、実は昨年度、平成２８年度に別の事業

者も手を挙げていただいて、企画提案の上で別のところに決まって１年間運営してい

ただきました。ただ、なかなか急なキャンセルとかそういう問題もございまして、事

業者さんがちょっとやっぱり運営費というか、経費的な面でかなりしんどいところも

出てきたりというところで、平成２９年度継続も難しくなりまして、１年で撤退され

たという経過もございます。なかなか、この共済型というのが子どもの命の安全が大

事ですので、どこでもできるというような事業ではありませんので、ノウハウがある

ところが余りないという問題もあります。平成２９年度もう一度改めてプロポーザル

という事業者の公募をしたんですけども、結果的にはまたもとのノーベルさんという

ところが受託されて今運用されてるということになってます。 

 そこで、ちょっとまだ事業のモデルを今後どうしていくかという課題があるんです

けども、そこで供給不足というところをより広く、淀川区だけではなく、大阪市全体

にもなかなかちょっとまだ広げにくいのかなという事業になっているのが、今課題と

してあります。 
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 あとは、これも皆様関心をお持ちだと思うんですけども、子どもの虐待問題である

とか、さまざまな子どもたちに関する社会問題になるようないろんな案件があります。

区役所の私どもの子育て支援室のほうで日々、いろんな相談対応であるとか、こども

相談センターと連携をした虐待対応に努めてまいっているんですけども、件数がふえ

る一方で、十分なといいますか、きめ細かな対応がなかなかできているのかなと、ど

こまでというところを今ちょっと現状として課題があります。 

 あとは、いろんなサービスといいますか、取り組み事業を行っているんですけども、

区民の皆様になかなか情報を十分周知できていないと、知っていただかないと利用も

できませんので、必要な支援サービスを提供させていただくための広報周知、広報と

いうのが今すごく重要になるというところで、広報紙とかホームページだけではなか

なか広がりにくいところもありますので、区役所の職員が各学校を回ったり、民生児

童委員の方々とも情報共有しながら、いろんな取り組み事業サービスの周知を図って

いくというところにはあります。 

 あと、左下のほうに課題解決に向けた主な施策というふうに書かせていただいてお

ります。ここも、今申しましたような課題を解決するために、病児保育についてはさ

らなるサービス供給の拡大をめざすといってますけど、言うのは簡単ですけども、具

体に事業のあり方をなかなかどこの事業所もできないではいけませんので、制度設計

の見直しとかも改めて考える時期に来ておりまして、そこを検討してきたいと思って

います。 

 あと、今いろいろ話題になります発達障がいのある子どもさんについての子育て支

援につきましても、いろんな事業の取り組みを広めてまいろうとしています。  

 あとは、こども相談。さっき申しましたような子育ての相談に関する支援事業、い

ろんな相談事業であるとか、親子で参加できるような取り組みであるとかいうところ

もよりこれから強化的に取り組んでまいりたいと考えています。 

 子育て支援に関する現状、報告については以上です。よろしくお願いします。 
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○福島議長 

 ありがとうございます。では、今の事務局の提案を受けまして、意見交換の時間に

入りたいと思います。 

○越智委員 

 この前、全体会議でも言うたように、市のあり方としたら、今の法定協もできてて

総合区とかあれ、いろいろやってますわな。どういったらいいかな。都構想の中で特

別区かな。今の総合区が合区の案でいうたら、例えば淀川区と東淀川区をくっつける

とか何とかいう話になってる。一生懸命、現在の淀川区としての素案がつくられてま

すわな。これが例えば来年でももう一回住民投票やろうか何かいうことを言うてる議

員さんもおりますわな。片一方では。僕からしたら１回否定されたんやから、法律的

には一事不再理が原則なんよ。１０年も２０年もたって、もう一回その不都合が出て

きたらやってもええんやけど、仮に総合区になりにしろ、特別区になりにしろやる。

これ、淀川区でこういった案をまとめる。多分ほかの区でも話しとることは同じよう

なことや思うんやけど、そのすり合わせなんかは、例えば淀川区が東淀川区と一緒に

なる。淀川区と考え方が違うかったときに、もう一回素案を変えるわけですの。 

○西政策企画課長 

 非常に難しい御質問いただいて、僕の観測ですけど、おっしゃるようにこのままい

ったら総合区か特別区かどっちかになるんでしょうね。何年後になるんか、来年から

住民投票してその後、ちょっと猶予を二、三年置くんでしょうね、やるまでに。その

ときおそらくおっしゃっているような問題が出てくるかと思います。特別区になった

時と総合区でくっつく区も違ってきますので、そこでまたそういうことをやるんでし

ょうけど、それはそのときちょっとまた考えるということで、今我々お願いしたいの

はとりあえず今の淀川区が存在するという前提で。ただ、淀川区が東淀川区とくっつ

こうがどっかとくっつこうが、今の淀川区の区域の１７万の区民の方々がお住まいに

なられて、そこで生じているいろんな課題とかいうものが合区したからいうて、変わ
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るもんでもないかなと思いますので。 

○越智委員 

 わかるよ。それはね、どこの区でも出てるようなことは一緒なんや思うねんけど、

やっぱりちょっと違う方向性があったときにどうするんかと。多分来年やっても、二、

三年のうちに特別区か総合区になるんと違うかなと思うわけやけど、そこら辺のすり

合わせも大変やなと思って聞いてるわけやけど。 

○西政策企画課長 

 とりあえず今ある将来ビジョンが今年度で終わりますんで、来年度から５年間の、

今ある淀川区で我々５年後見据えて、とりあえず一旦ビジョンは置かせていただくと

いうふうに。それについてちょっと御意見をいただければと思ってます。おっしゃら

れることは将来、起こり得ることかもしれないですけど、ちょっと今はそこまでは

我々想定はしておらないというところでございます。 

○越智委員 

 ここは教育・子育て部会やけど、今榊原さんのほうから、教育のこと言いましたな。

子どもの学力上げるどうのこうの。その前に親を教育せんかったらできんのちゃうか、

現実。極端なこと言うたら、今御存じのように、この間の学力テストが２９日、新聞

に出てて、やっぱり寒いいうたらおかしいけど、秋田とか富山とかになるほうが高い

んやね。やっぱりこっちのほうの温かいところいうか、都会になればやっぱり低くな

ってくる。そういったことに対して、やっぱり向こうの田舎なんかやったら、遊ぶこ

とも少ないから勉強してるんとちゃうかなと思ったりするんやけどな。その前にやっ

ぱり子どもの学力を上げるやどうのこうの言うたら、やっぱり親が何ぼ子どもに学校

でせいせいどうの言うたところで、始まらんと思うんよね。やっぱり親がしっかりし

て、その家庭の中でこういうことを学んでいかんかったら、あかんで言うたら悪いん

やけど、ほめ育てでかまわんのやけど、そういうことをやっていかんかったら学力な

んかも上がらんと思うわ。現実。ただ単に。 
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○辻川委員 

 委員長。越智委員が、おっしゃってるのはわかります。それが書いてあるのが５ペ

ージの教育・子育てに関する課題の中に学力、体力の向上には学校家庭地域の持つ教

育力を高めるということです。家庭の教育力を上げなさいよ、地域の教育力も上げな

さいよ、当然学校の教育力も上げなさいと書いてあるのです。ただ、これをさらっと

書き過ぎて、本当に学校、家庭、地域の持つ教育力を高めるという１つのうたい文句

になっていて、これをもう少しみんなにわかるように書かないと、何か将来ビジョン

といいながら、中身が何なのということになるので、越智委員がおっしゃったことを

どこまでかき入れられるかというのは限られていますが、少し書いていただければな

というふうに思います。 

もう１件が１２ページ、教育・子育ての中で子育て支援ですが、このことは、淀

川区だけではなくて、いろんな区でそれが言われてます。子たちが育ってきて、小学

校に今入ってきます。小学校の現場が授業として成り立たない場合も多々あります。

それは自分自身、１年間その事業のサポートに入っていて現場を見て、それは１つの

学校だけじゃなくて、どこの校長先生に聞いても、そんな状況があるという。そのと

きに支援をお願いしても支援をするサポーターのいないという、見つけられないとい

う状況にもあります。この文章についても、充実させていきますよというだけではな

く、もう少しフォローアップした文章に変えていただいたり、ここで書き入れられな

いなら、別途の中に入れていただけたらというふうに思います。そうしないと、幾ら

「学力の向上」といっても、クラス自体が成立しないのに、学力の向上なんて考えら

れんと思います。基本的なところはできないのに、幾ら学力の向上っていっても、そ

れは無駄な話しに思っています。 

子育ての中に生涯学習の理念というのが入ってないのです。それは、生まれたと

きから朽ちるまでの間、社会教育という学びの中で、学校教育と合わせながら、社会

で育っていく概念があるのですが、その部分が書き入れられていないというのが問題



15 

かなと思っています。 

○福島議長 

 済みません、いいですか。お二人の話の中の同じ内容ですけど、書かれているのは

小学校からですね、基本的に区役所が関わっているというのは。本来やったら親の教

育もそうですけど、多分子どもを遊ばせるとか、勉強するとかっていうのは、もっと

幼少期からかかわらないとあかんのかなと思うんです。小学校になっていきなり勉強

ができるわけではないと思うし、体力もつけなさいと言うたって、動くの嫌いな子に

体力はつかないと思うので、例えば遊び方１つ、遊ばせ方１つというのを教えるのは

やっぱり幼少期のときすごく大事で、今私たち、母親世代は、遊ばせてるかっていっ

たら、自分が忙しくて遊ばせられてない。公園には行くけどほったらかしみたいなと

ころあると思うんです。今、小学生の子が小学校から帰ってきて、放課後まで教える

かいうたら宿題終わって、公園には行くんですけど、公園でゲームをしてるっていう

変なことをしてるんです。親は、多分公園で遊んでると思ってるんですけど、座って

ゲームをしてるっていう不思議な状態で、あれでは学力あがらんなと思うんですけど、

変な話、走り回っていることがいいとは思わないですけど、ほかにも思いっきり小学

校の時に走り回ったりとか、無駄なボール遊びをするとかというのもすごく大事やな

と思うんです。その中で体力もついてくるやろうし、さっきいうた秋田とかあの辺の

団地は公園もあるだろうし原っぱもいっぱいあって、思い切り遊ぶところがあるんじ

ゃないかなと、ほんまに疲れて家に帰って御飯食べて寝るという、そういうライフス

タイルが確保されてくる中で、多分、体力も瞬発力も上がってくるのかなと思うんで

す。大阪の状態がみんながみんな悪いと思わないですけど、やっぱりその働いている

お母さんが多い中、子どものほうを向いてる家庭がどんだけあるのかなというのをす

ごく思いますし、低いというのは多分全体の低い、淀川区の１ヵ所ではなくて大阪府

全体が低いと思うんですけど、やっぱりそういうのは小学校とか中学校に手を差し伸

べても遅いんじゃないかな。やらないかはやったほうがいいと思うんですけど。ちょ



16 

っと施策としては遅いのかなというのを感じるので、幼稚園の子たちをどう掌握する

かということも難しいですけど、区役所としては小学校上がってからのほうが多分管

理はしやすいのかなと思うんですけど、手を差し伸べるのであれば、そこに重きを入

れたほうが効率はいいのかなというのと、結果もよくなるんじゃないかなというのは

思います。 

○越智委員 

 まあ今言われたのもわかります。三つ子の魂百まで。やっぱり３歳ぐらいからいろ

いろとしとくと、やっぱりＩＱが高いとか何とかいう子いうたら、現実やっぱり親が

しっかりして、そういうことを小さいときからやってます。 

○川谷保健・子育て支援課長 

 うちの子育て支援室の取り組みでいいますと、今おっしゃってるのはまさにそうで

して、実は昨年の春に、認可外の保育施設でうつぶせ寝の子どもさんが死んでしまっ

たという死亡事故、事案が発生しました。そのときにもかなりニュースにもなりまし

たし、こども青少年局の施設の指導監査の部署もどうであったかというのをずっと検

証会を重ねて、先日確か検証の結果が公表されたと思います。 

 認可外の施設もやはり年に１回、それ以上は指導監査、現場の監査入ることにもな

ってますし、また、さっき申しましたように、いろいろな子育ての相談がこういうと

ころあるよとか、いろんな情報がどこまで行き渡ってるかなというのがありますので、

去年ぐらいからうちの、こども相談の担当者が認可外も含めて、各保育所とか幼稚園

さんを回らせていただいて、いろんなチラシとか情報をまずお配りしています。その

ときに、認可外の施設の方もどこに相談していいのかとか、自分たちもやっぱり困っ

てるんですとかいう声をいろいろ聞いて帰っているようです。 

 いろいろそういう情報が入れられないと、皆さんどこへ行ったらいいかわからない

しというのがすごく問題ですので、そこはより広く周知したいなというのがあります

のと、あと困り感のない困った親御さんが多くて、こちらとしてはもちろん乳幼児健
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診とかでのキャッチはありますけども、大丈夫かなと思うんですけど、案外親御さん

は困ってないと。すごくもうこんなもんかなというところもあって、そこへの入り方

のアプローチもすごく難しいと。余りぐいぐいいけないところもあるので、そこはい

ろんな担当者は苦労があるようで、いろんなキャッチの方法とか、関係機関さんと連

携して、かかわりをもっていくというところには努めておりますので、おっしゃって

いるように未就学の間にどれだけ困っている方とのかかわりを持っていけるかなと、

支援していけるかなというのはすごく大事なところとは認識しております。 

○越智委員 

 保育所までは、認可外は別にして、一般的な公立とか私立のやつが区役所として、

監督はしてるんでしょ。 

○川谷保健・子育て支援課長 

 施設の運営についての指導監督は本庁のほうですけど、区役所としては入所調整、

入所の相談、申し込みを受け付けて、どこにという、そういう利用調整が保育所につ

いては担当になります。そこで子どもたちのいろんな相談事は、支援室に相談の担当

職員も一緒にいてますので、いろんな相談事をお受けして、一緒に考えていくと。た

だし、運営自体よろしくないというような指導、改善が必要なところは本庁のほうに

担当課がありますので、そこから指導を入れていくという役割になっています。 

○越智委員 

 抜き打ち検査とか、本庁のほうやらすの。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そうですね。ちょっとこれからも抜き打ちもやっていかないと、という方針を出し

て。 

○榊原教育支援担当課長 

 今いただいた御意見の中で具体的に学校、家庭、地域の教育力を高めていく、さら

っと書きすぎということで、どういうことを言っているのか、それは確かにそうかな
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と思います。その辺の表現をちょっと考えていきたいなというふうに思っています。

ヨドジュクにつきましても、今年度からビフォー・アフターの試験をしていまして、

それは何のためにやってるかいうたら、その子がどこの部分が弱いんか、言うたら文

章の読解力が弱いんか、例えば計算はできるけど文章題が苦手やとか、それはなんで

やろうとか、普通の計算はできるけども、代数が入ってきたら苦手になるとか、その

辺がわかるようなのを抜き出すようなテストをして最終的にヨドジュクに行ってどう

なったかというのをやっていこうと思っています。その情報についてはもちろん保護

者の方にもお渡ししますし、これは保護者の了解を、署名いただいて、学校のほうと

共有して本人、保護者、学校を巻き込んで、この子の勉強の強みとか弱みとかを共有

化していって、そのところで保護者も巻き込みながら、学校も巻き込みながらやって

いきたいと思ってますので、そういうことで何とか保護者の方々にも意識してもらう

ような授業の構築をやっていきたいなと思っています。 

 生涯学習が入ってないというのは、大変抜け落ちてるなということがありますので、

将来ビジョンなので割と大き目の話ではあるんですけど、それでも生涯学習というの

はその中でもやっぱり入るべき内容かなというふうに思いますので。 

○辻川委員 

 まちづくりの基本は生涯学習と言ってます。ルームではなく生涯学習です。 

○榊原教育支援担当課長 

 根幹の大きな柱の１つだと思いますので、ぜひそれは入れていきたいと思います。

ありがとうございます。 

○越智委員 

 地域の協力いうたら地域もいろいろ、家庭部分にも通じるんやけど社明運動をやっ

ているんでしょ。あれの中で社明運動に参加して、学校で講演に来てる人間いうたら

ほとんど年寄りや。俺らから言わさしたら、現実はやっぱり中学生の非行の問題とか

何とかいうことを言うたりしとんやから、僕ら最初ずっと行きよったころその問題も
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ＤＶＤか何か見せてくれて、保護司の方がどうのってやっておったけど、今ほとんど

高齢者が多いから特殊詐欺の話ばっかりやな。そうと違う、ほかの地域も一緒と違う

か。 

 例えば、社会を明るくする運動いうても、本来僕らの地域の気持ちとしたら、やっ

ぱり子育て世代の方に来ていただかんとあかんのに、何か来るいうたら人数合わせか

どうか知らんけど、各町会で何人出すやいうたら来とるのが役員クラス、高齢者の方

のほうが多い。どんなんですか、ほかの地域は。 

○今田委員 

 そのとおりです。ＰＴＡに参加要請いうけども、全然おらへん。見守り隊もそうで

しょ。自分たちの子ども誰が見守ってるというような、いつでも議論になるねんけど

も、非常に問題が多いですね。やっぱり最低自分たちの子どもは自分らで見守らない

と、これはどうにもこうにもならんと。学校へ預けてしまったら学校の先生が見たら

ええという感じじゃなしに、さっきから言うてあるように、家庭教育が一番大事かな

という、親の愛情とかというのは全然ないというような形が一番大きいかなと。公立

の幼稚園は、多分通園は親が連れていって、退園も親が連れて帰るけども、私立はバ

スでいってらっしゃいというところが多いし、そういうところもかなり違うのかなと。

それやのに、公立の幼稚園は廃校やということでいろいろ問題になってきて、今はこ

れはどうなってるんかわからへんけど、将来的にはそうなるんかもわからんけれども、

やっぱり考え方変えていかんとだめかなと。 

 やっぱり私立幼稚園の場合は、何か特色を持たんともう小学校入ったときに英語や

ら国語やら算数やらできる子が多いと。小学校入った途端に中だるみですよね。公立

の幼稚園はそんなん余り勉強はさせてないもんやから、一生懸命逆に勉強して、遊ぶ

ことばっかり教えてる、公立は割に体を動かすことが多いですけれども、やっぱりそ

ういうところの差が一、二年は確かに学力の差が出てくるけども、３年ぐらいになっ

てきたら逆に一生懸命してる公立のほうがよくなってくるというようなこと、我々よ
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く聞くんですけど。将来的には公立の幼稚園と、消えてしもうたけども、どないされ

るんかなというようなところもちょっと、幼稚園もそうやし、子どもを持ってる、園

児を持ってる、お母さん方は不安かなというような感じがするわけです。  

 あと、学力というたら学校の先生と、何かそんな感じにとられてるんで、学校の先

生今ごっつい遅くまで残ってはる。今、国のほうでは働き方の改善というような形で、

多分学校の教育の先生方もこれから突っ込まれると思いますね。そんな夜遅くまで働

かせてというようなことになってきたときに、対応をどうするかいうことも考えてい

かなあかんのかなと。このごろ、夏休みの１週間、皆早なったし、何か休みがあって

ないような感じに、中学なんか特にスポーツ大会やら何かいっぱい夏に集中してるか

ら、大変やなというような気がするんですけども、やっぱりそういうことをこれから

総合的に考えていかんと、何か学力、学力ばっかり言うて、学校の先生ばっかり負担

抱えていったら、学校の先生本当になり手がなくなってくるかなと。教育大学出てる

のに、教育やってる先生がほとんどおらなくなってくる。何のために教育大学を出て

るんやと。一般大学から出たら、教育課程もやっぱり違うんですね。そこらもあると

思うし。これから人材不足ということで、人が不足になってくるんで、取り合いやと

言いながら、企業のほうがやっぱり優先的に給料多目に出したりなんかしてくると、

条件面で非常に厳しくなってくるから、人材を今度、先生方が集まってこないという

ので、我々本当に将来考えたら、先ほど越智さんが言われたように三つ子の魂、これ

本当に日本、どないなるんかなというような気がするわけです。 

 家庭教育いうの、本当にやっぱり、奥さん方も働かないかんような時代やから今大

変。ほんで働かなかったら逆に何で働いてないんという奥さん方同士でまた要らん議

論になってくるわけです。そこらやっぱり皆働かなあかんような、そういうことにな

ってるから、やっぱりお母さん方ちょっと子どものこと見てやとかいう、何かそうい

う教育方針か何かないけども、何かあったらなと。フルタイム働かなあかんねんとい

う、中学になったらほとんどフルタイムで働いてくると。幼稚園のときは働いてない。
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小学校はパート。中学校になってきたらフルタイムというような形で。それはもう子

どもの面倒は見れませんわね。フルタイムなってきたら、多分子ども帰ってくるとき

はもうできないというような気がするんで。根本的に教育というのは直さんと、これ

教育改革になれへんの違うかなと。上辺だけで言うとったって絶対難しい問題かなと。

特に親御さんなんか考えていかんと、本当に自分が将来どないなる。一番ようわかる

のは、携帯電話見とったら、今の子どもさん皆、（トン、トン、トン）これはまねし

てますわな。小さい子どもが、うちも孫見てたらわかります。（トン、トン、トン）

こうやって、３歳、４歳ぐらいでも、それあったら一日中遊んでますわ。一日中いう

ことないけど、昔みたいにおもちゃ持って遊ぶことないですわ。頭脳が今全然変わっ

てるんですね。頭脳の形成が変わってるから何ぼこれ言うていっても直らん。根本的

にそないなってんねんから、非常に難しいかなと。教育、教育言うてるけども、学力

もそうやけども、教育の問題いうのは、何ぼ言うてもしたほうがそないなってきてる

から、１０年ぐらいしたらもっと違ったことで考えていかなあかんと思う。 

 根本的に子どもたちやっぱり全員が同じように、レベルは低くても全員が同じレベ

ルで上がってくるとかいうような、特待生別につくらんでもいいんですわ。全員がレ

ベル上がっていくというような方法を考えていったらええかなという気がいたします。  

○辻川委員 

 その意味では、この３つの教育力というふうに一つの文言でくくるのではなく、学

校教育としてどんな教育の向上につながる仕組みが必要なのか。家庭教育と言うと、

まさにＰＴＡです。ＰＴＡの活動は私たちがしていたときのＰＴＡの活動と、今もほ

とんど変わりないです。家庭環境も変わり、地域環境も変わり、社会全体が変わって

いるのに、そこの部分だけ一緒です。親御さんの活動は全く違います。働きに行かれ

る方もいらっしゃるし、だからそこの家庭教育と言ってもその家庭だけでなくＰＴＡ

活動のありようも考えていく段階と思います。子どもに目が向くような活動も含めて。

地域活動については今、地域活動協議会というような組織に変わりつつ、変わりつつ
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というよりも変わっているわけですので、そのことも含めて整理し淀川区が先駆的に

いい方向で発信していってもらいたい。 

○嘉悦委員 

 それで、ちょっと聞きたいのはもう一つは、学力が大阪、あるいは淀川が低いって

いうその原因、理由について区役所担当として分析とか、これがちょっと弱いとか、

こういうまずいところがあるん違うかということは、しっかり検討されてるんですか

ね。何が問題。 

○榊原教育支援担当課長 

 やはり、学校の先生とかと話をしたりとかする中でとか、ヨドジュクとか小学生補

習充実授業の中で、やっぱり学習習慣というのがやってる子とやってない子の差が物

すごい激しんです。やってる子はやってるんですけども、やってない子はもう家で勉

強していない、宿題もしない。全くしないという子が二極化されていて、やはりそこ

の部分が多いので、学習習慣を定着させるというような施策が要るんと違うかという

ことでやっています。 

 それでそれは、理想で言うと家庭で勉強を見てあげるというのがすごい理想的です

けれども、勉強する時間がとれないという子もいるというふうな学校の先生の話とか

もあるので、そういう子はヨドジュクに入れてもらって、ヨドジュクに来ている間は

勉強しようねということとか。あと小学生補習充実授業でも、学校によってやり方は

違うんですけれども、学校でピックアップして、そこで学力をつけてもらうというよ

うなことも、ちょっと取り組みとしてはやっています。やはり課題としては学習習慣、

学校で先生は一生懸命勉強を教えるんですけれども、それを自分で見ているだけでは

やはり覚えられなくて、手を動かさないと定着しないので、そこが一番かなというふ

うに思っています。 

 本当におっしゃっていただいているように、親の教育、子どもの教育はともかくと

して、親の教育をしないといけないというのは、それはすごくそのとおりかなと思う
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んですけれども、我々としてそこをやってくださいというのはなかなか難しくて、そ

うやるためにはちょっと行政のほうでそういう学習習慣を高めるような取り組みを、

ちょっと粘り強くやっていかないといけないのかなと思っております。 

○岡鼻委員 

 小学校の補習授業をやるって出てきていたと思うんですけれども、全校ではなくて。  

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね、１０校。 

○岡鼻委員 

 あれ、何で全校じゃないのかなと思うんですけれども。学校学校の事情があるとは

おっしゃっていましたけれどもね。現に本当に今のお母さん方はお忙しい。私もある

塾で教えていたんですけれども、やはりお母さん、家族が熱心な方は、大体小学校１

年生ぐらいから来られるんですけれども、もうお母さん、おばあちゃんがもう家で熱

心に子どもを見て、注意を払って見ていたらそれは得意だということがわかったら、

もうすぐに３歳からでも連れて来られる、そうしたらやはり伸びしろはすごく早いし、

多いし、もう小学校に行くまでに、掛け算も割り算でも数字にはもう万全で、何桁で

も、５、６桁の暗算でもできるような、５歳でそんな感じになって、やはり親の協力、

親が一生懸命であれば必ず子どもも伸びるというのを私、見ていて実感したんですね。  

 それでやはり、親が忙しいからとにかく塾に、それが済んだら次の塾というふうに、

自分が忙しいからね、行かせておいて帰る時間を合わすみたいな、だから今からどこ

そこの塾に行くって下で電話して、今終わって次の塾に行くからとかと、子どもね、

女の子なんか特に、だからそういう時代だから、何か子どもも大変だなとは思ってい

ますけれども。親が、都会ということもあって、親もお忙しいのかな。仕事以外でも

お忙しいんじゃないかなということと、親の教育と言ってもだんだん何か、だから意

識を、ＰＴＡも一緒、さっきもおっしゃったみたいに見守りに関しても、自分たちが

しないといけないと思ってないんですよ。私らがやってる、暇な人がやってる、好き
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にやってる、それはまあわかってらっしゃる方はわかってらっしゃるけれども、あの

意識がもう変わってきている。 

 何でそんなふうに、いや、やっているのは私たちがやっていても、自分たちができ

ないからやってもらっているという気持ちだけは持っておくべきだと思うんですけれ

ども、それすらない。もう挨拶すらしないという親も、子どもと一緒に、学校に連れ

ていっていて挨拶しないという親がいるから、本当にあれは不思議に思いますね。だ

からそれを教育するって、ねえ。 

○嘉悦委員 

 ここで言い出してからもう４、５年ぐらい、前の区長から学力アップって言ってる

けれども、どうですか、取り組んできて、少しでも成果というのは、わずかでもその

兆候でも見られてるんですかね、どうなんですか。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね、やはり例えば。 

○嘉悦委員 

 教育って時間かかるから。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね、例えば図書館の取り組みを強くやってもらう学校というのは、やはり

伸びしろがあったりとか、やはり各学校ごとでの差が出てきてしまっているというの

が、だから手だてを加えているところは、やはりこう上がってきていますし、もとも

とのベースが低くても上がってきているというところもありますし、逆にもともと高

いレベルのところが、なぜか急にがんと落ちているところもありますし、ちょっとそ

こはいろいろなんです。 

 ある学校においては、東北のほうが学力が高い県ですけれども、そこまでいくぐら

いの学力の高さを獲得している学校もあります。だからちょっとそこはやりよう、取

り組みようの差が出てきているのかなというふうには思いますので、そこを、いいと
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ころをちょっと共有していこうと。 

○嘉悦委員 

 子どもの学力が大阪は低いから、大阪の子どもは頭が悪いと、ぱっと言われるのは

物すごく抵抗があるんですけれども、子どもの能力とか力というのは、周囲、マック

スの大人の影響というか、それがほとんど大半だと思うんですよね、子どもの場合は、

特に低学年の場合は。だから今、ほとんど皆さんの意見を僕は聞いていて、全部恐ら

くその辺にも何か、落ちてる中学校なんかも突き詰めていったらそこに通じるじゃな

いかと思うんですけれども。 

 だから例えば、この冒頭にある学校・家庭・地域、これをも少し具体的にという話

ですけれども、例えば学校であれば、やはり先生、一番大きいリーダーです、指導者。

これも僕は、擁護するような意見も先ほどありましたけれども、時間だけ長くやれば

いいというものじゃなくて、時間が短くても立派な指導者はいるし、高校野球で優勝

するチームというのはやはり、監督とかコーチもやはり立派だと、だからやはり学校

の場合は先生、また家庭の場合はＰＴＡ、保護者、そして地域の場合は地域の住民で

すけれども、地域の住民はそれなりに僕は、別に擁護するわけじゃないけれども、い

ろいろと近くへ行って、子どもと一緒に遊んだりいろいろと、放課後授業とかいろい

ろやっていますものね。 

 だから、やはり学校と保護者、ＰＴＡ、もう少し具体的に、先ほど何か少し具体性

がないような意見もあったと思うんですけれども、そこら辺が明らかだと、長野とか

と差がある、そこら辺に差があるのと違うかなと思うんですけれどもね。だから、指

導者のレベルを、もう一回ちょっと、これでいいのかというのを。  

○岡鼻委員 

 それとやはり落ちこぼれの子どもを、どうしても学校って普通、標準に当てるんで

すかね。落ちこぼれてきたらやはり学校もおもしろくない。それで将来的に私たちも、

更生保護制度の役員していましたけれども、少年院とかも行きましたけれども、やは
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りそういう非行にその落ちこぼれの子どもが、もう勉強もおもしろくない、ついてい

けない、親は忙しくて、もう小学校６年の女の子２人で夜遅くにウロウロして、私、

気になって気になって、２人で御飯食べに行くって言うんですよ。それで親はって聞

いたら、親がオーケーしたと、電話でオーケーしたって言うんですね。それでまだ帰

ってきてないとか、飲みに行ってるとか、だからそういう、その子たちは中学に行っ

てテニスに明け暮れて、表情も変わってほっとしたんですけれどもね。やはりそうい

う非行につながるケースもただただあると思うんですね。 

 だから補習なんかも大事に、底上げという意味で、それで平均点も上がってくると

思うんですけれども、その補習授業というのは全校じゃないと言うし、できる子は放

っておいてもできるわけですし、それが将来的に家庭環境も絡んできて非行に走って

しまうんじゃないかなと思って、いつもそれは目を光らせて地域で見ているんですけ

れどもね。 

 そういうこと、補習はこの前出てきたんですけれども、全校じゃないと聞いたので、

何でかなと思って。そういうフォローというのはそういう子たちになかなか難しんで

しょうけれども。 

○福島議長 

 場所が要りますね、その勉強させる場所が。だから、中学にうちの子を通わせてい

るんですけれども、すごい二極化していて、真ん中がなくてトップの子と下位なんで

すね。それで真ん中の子というのは、前まで真ん中もいたんですけれども、今それ極

端に減っていて、成績表は保護者には全部出るので、行ったら８０点以上、だから平

均で行ったら４００点、５００点取ってくる子が何人かいて、真ん中抜けて下ですね。  

 それでその下の子ってどうするねんっていう話なんですけれども、先生もどうして

いいかがわからないという状態で、どこから教えていいかもわからないと言ってるん

ですけれども、教えられる先生が手がいっぱいなら、できる子が教えたらいいやない

かって言ったんです。その勉強ができる子ができない子を教える。  
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 何か今の風潮として、勉強ができないことが恥ずかしいと思っていたりする子もい

るみたいで、例えばここわからへんねん、教えてということすらよう言わない。つま

ずきはもしかしたら小学校の掛け算ぐらいからつまずいているのかもしれないんだけ

れども、もうそのことすらわからない状態になっている子がたくさんいて、多分それ

は本来は親が気づいてあげなきゃだめなんだけれども、今のところ気づけてあげてな

いから落ちこぼれているんですけれども、落ちこぼれて中学校になって成績表を見て、

あ、一桁やとか１０点しか取れないとかと言っている子が、いきなり私は５０点も６

０点も取れると思わないんですね。そういう子らは、やはり学校でとか家庭でという

のではもう手おくれで、そのわかる子たちが教えてあげれば、多分時間的にも融通が

きく、学校にずっといるわけだからね。 

 それでその場所を学校が提供するとか、区役所から働きかけてもらって、この時間、

放課後のこの時間は自由に勉強していいですよという形で、先生ではなくて、生徒同

士で教え合うでもいいでしょうし、そこにおじいちゃん、おばあちゃんが行っていい

んだったら、ちょっと勉強できる地域のおじいちゃん、おばあちゃんが行って教える

でもいいでしょうし、教えなくてもただ見守っているだけもいいかもしれませんしね。  

○岡鼻委員 

 小学生と大人をこうまぜてとかね。 

○福島議長 

 やっているところを見守るだけでも、子どもたちは安心して勉強できると思うので、

家庭でも勉強できない、学校でも勉強できないといったら、勉強の場所を。  

○岡鼻委員 

 また地域で考えたりもしますし。 

○福島議長 

 地域で場所があるなら地域で、地域のどこか、会館があるならそこでしてもらって

もいいでしょうけれども、居場所づくりというのか、勉強する場所と時間を提供して
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あげてというか、そういうものも、お金もかけずにできることなのかなという。会場

を借りるのにどうしてもお金がかかるんだったら、補助をまた検討してもらったらい

いと思うんですけれども、それは学校も多分、夕方の時間までならいけるんだろうし、

部活動もしていない、ふらふらしている子らは言っているみたいに非行に走るだろう

し、中学生ぐらいの子が時間があって体力もあってといったら、もう悪いことしかし

ないですしね。 

○岡鼻委員 

 親の声は関係ないですからね。 

○福島議長 

 でもそれは、その子らにそうしたらクラブ活動せいと言っても多分クラブ活動もし

ないだろうから、やはりそういう子たちがおれる場所というのも、ちょっとつくって

もらえたらなというのもあります。それは淀川区全体に、どこかにだけあるとか、例

えば新高にあっても多分、そこにみんな行かないだろうから、新高の子しかいかない

ので、各地域に何カ所かあっていけば、そこに小学生の子も来れたらいいだろうし、

悪いことをしないように見張る親の目も、大人の目も光るかなと思うんですけれども。  

○岡鼻委員 

 そうしたら底上げ、学力向上にもつながってくると思うし。 

○辻川委員 

 ある中学校が元気アップの事業として、試験前であったり夏休みに、以前に英語を

していたという地域の人が来られて教えておられます。そのことはとてもいいなと思

ってます。だからといってそこの学校の成績が上がったのか、上がってないのかとい

う分析はしていませんがずっと実施されています。統計的にどうなっていったかとい

うことも、追っていく必要があると思います。小学校については、ある小学校でも居

場所づくりで、宿題をして、その後おやつづくりをして、半日そこで遊びましょう、

勉強しましょうというようにされています。それは費用のかかることで毎日毎日とか



29 

１週間に１回というのはなかなかできないですがモニタリングしながら、成果がどん

なふうに上がっていったかということを研究し、よければ継続して、回数を多くして

いければ良いと思っています。 

○榊原教育支援担当課長 

 ありがとうございます。淀川区内の学校でも、生徒同士で教え合うことを推奨した

いとかというところもあると思いますので、そういうのをちょっとどんどん広げてい

くのと、今おっしゃっていただいたように、場所づくりという、場所・時間づくり、

それで見守る人というのをちょっと、今おっしゃったように元気アップ、中学校で言

うと元気アップで、小学校で言うとはぐくみが、生涯学習とかで担っていただけるか

なと思っていますので、その辺をちょっと充実していきたいなと。  

 はぐくみもこの間ちょっと、ある方がこういうやり方をやってるよというのを、そ

れをぜひとも共有してくださいということで、はぐくみのメンバーが集まって話をす

る機会をつくるとかという話も聞いていますので、そこでちょっとレベルアップも図

っていきたいなというふうに思います。 

○越智委員 

 でも子ども同士が教えたらいいといっても、できる子だったらみんな塾行きよんと

違うの。そやからまた偉なるんやん。そういうもんやでそれは。放課後でも即塾行っ

てますやん。それを残って教えたれやということを、できるかなとおれは思いよる、

それは。 

○辻川委員 

 現実に行っているところがありますよ。 

○越智委員 

 してるの、してるんやったらええんやけど。 

○辻川委員 

 おもしろいなと思うのは、塾は夜型です。テスト前は早くに授業終わったら、図書
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室に行って、友だち同士が一緒に教え合いしている情景は、とてもいいなというふう

に思っています。 

○越智委員 

 それと、勉強の仕方というのは、まんべんなく教えたってあかんねん、現実。子ど

もによっていろいろ違うんやから。例えば小学生、算数が得意な子がおる、国語は苦

手や、社会はできる、理科はあかん、けれども僕がいつも言ってるのは、自分の好き

な教科だけを一生懸命やれと。それをまんべんなくやりだしたら、結局できる教科も

落ちてくるわけ。 

 だから、何でもそうなんやな。結局まんべんなくやろうと思ったら、やはりこっち

に力を注ぐ。そうしたらやはりそのできる、興味がある教科自身ができんようになっ

てきますやん。そうしたらその興味があって点数がよかったものも落ちてきよる。お

れはそう思うんですよ、現実。やはり自分の、例えば中学、高校の子やったら英語が

好きと思ったら英語だけやっとけということです。英語、英語と今言われておるけれ

ども、英語をやったところで、ドメスティックオンリーやからわからんけど、現実、

ある本にも書いてるやん。原点はやはり国語力なんです。 

 僕は息子が高校のときに教師と話したときに、その担任はたまたま国語の先生やっ

たわけね。それでうちの息子は理系のほうだったから、お父さん、理系におるから僕

の国語の時間まともに受けてくれんって言うわけよ。だからあんたの説明の仕方が悪

いと。全て、数学でも物理でも何でも、問題は設問は国語やろうがと。一つ読み間違

えたらとんでもないほうへいくんだと、そういう教え方をしたらんかいやと言ったら、

あ、参考になりましたって帰りよった。でも事実そう思うよ。 

 例えば皆さんが、高校とか大学へ行かれたときに、受験したときでも、問題はあく

までも日本語なんよね。英語の受験は英語で設問も出ておる大学もあるんやけれども、

現実全てやはり、日本語なんです。日本語イコールやはり国語なんです。国語の理解

力がなかったら、結局ほかの勉強もある程度できないです。僕はそう思ってる。 
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○榊原教育支援担当課長 

 中学校の校長会での話なんですけれども、その中で一つ、教育行連で中学校の校長

先生が集まった場で言われたのは、漢字検定をやってくれと言われたんですね。え、

中学校で何で漢字検定なんですか、英検違うんですかって言ったら、いや違うんです

よ、国語力なんですよ。それで国語力って漢字ですかって言ったら、漢字をきっかけ

に国語に入っていくんだと、やはり国語ができるとおっしゃるように文章題も理解で

きるし、理科も理解できるしということで、いい影響がある、僕が前にいた中学校で

もそうだったんですって力説されているので、そうしたらちょっとそれやりましょう

かという話が出ているので、そういうものにつながるのかなと。ちょっと来年度もま

だこれから予算編成で、どうなっていくかわからないですけれども、そんな流れもあ

りますので。 

○越智委員 

 それで本を読むのでもやはり順番に音読したり、黙って黙読しておったらわからな

い。語学でもそうでしょう。言葉に出すから覚えられるけど、黙って例えば英語の本

でも読んでおっても、テキストなんかも声出しておったほうがいいんです。 

○辻川委員 

 もうおっしゃったそのままで。ある居場所でも４年生の子や５年生の子が来ようが、

１年生の漢字から学習します。今、パソコンからでもインターネットで出せますので

１年生の漢字を、「こんなん・・・って言いますが、いやいやこれが大事やねん」と

言いながらの復習です。それは自分自身で話すとき、今も議事録に入っていると思う

のですが、もう後で聞いて冷や汗かきます。 

 それはやはり国語力の低いところと思いつつ、自分が苦手なところを、子どもたち

にも苦手感を持たせないという意味では、高学年になっても１年生からの、出発点か

ら見直をしながら上げていくというのは大事だし、中学生が小学生の国語力を充実さ

せるのが一番であると思います。 
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○越智委員 

 英語でもそうですよ。例えばもう迷ったら、僕らの時代は中学校からやから、中学

校１年からの教科書を持ってきて読めやと言ってたんです。 

○福島議長 

 今の高校でも、うちの息子は高校生なんですけれども、夏休みに、１学期の成績が

悪かったので先生に何をすればいいですかって聞いたときに、中学校からの勉強をも

う一回やり直しなさいって言われたんですね。でもそこがスタートだと思うので、先

に言われたみたいに、得意なものを伸ばすというのは、多分淀川区でも調べたらわか

ると思うんですけれども、大学の進学率が高い、大学へ行かれている方が多分多いん

ですね、受験も含めて、合格不合格は別として。 

 多分それは小学校、中学校でできなくて、高校でできたと私は思えないですね。で

きた子だけ行ったわけでもないし、多分下位の子らも頑張って行った子もいてはるん

ですね。それは多分、専門になるからだと思うんです。多分、理系の子は理系のとこ

ろに進むから、得意なところが伸びてきてそっちの大学に行ける、スポーツ好きな子

はスポーツのほうで伸びるからそっちの大学に行けるというのがあると思うんですけ

れども、このとり方があれなんですけれども、小学校、中学校って平等にとるから、

できる子とできない子を足してみんなで割るから、平均が下がると思うんですけれど

も、できる子はできるで多分受けてはるんだと思うし、私がそう思うのは最下位の子

らがどれだけ上がるかですね、下からどれだけ上がれるかだと思うので、それのサポ

ートをやはり区役所とかからはしてもらいたいと。 

 言っているように、上の子は勝手にするだろうし、塾に行く子は塾に行くし、もう

そこまできてできる子は多分放っておいてもできると思うんですね。ただ、そのでき

ない子のサポートを強くしてほしいなというのと、その子たちがどこをめざしている

かですね。だから高校へ行きたいとか、中学校で恥ずかしくない成績をとりたいと思

っているのか、そこはもう全然関係なくて、僕はもうスポーツだけでいきたいと思っ
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ている子らにそこは余り関係ないのかもしれないし、その辺は個々で多分違ってくる

んでしょうけれども、やはりこの成績の出方でいうとそういうことなのかなというの

があるので、その施策というか、ここで今からビジョンをつくろうというので、そこ

は難しいですね、どこをめざしていくかというのは。 

 やはり今言っているように、下の子らは苦しんでいると思うので、その子らの助け

になればなというのはあるんですけれども。なかなかそれを簡単には。 

○越智委員 

 今、榊原さんが言われた、学校の先生が国語が大事やでと、これは半分笑い話なん

だけれども、僕らが入社したころは全部、職場でも手書きですわ、３０年ぐらい前だ

と。それからワープロができる。それで言ったら、原稿書いてこれ打っとけって言う

でしょ。そうしたら、結局漢字で書いておるのが読み方がわからんので、よう出さん、

よう変換できんわけ。それでいつももっと国語、漢字ぐらい勉強せんかいやっていう

のは言ってましたよ。 

○福島議長 

 一生つきまといますもんね。 

○越智委員 

 それでもうほとんどがパソコン時代になってきておるから、おれはもう下に教えて

くれって言うの嫌やから、おれ自分で買うて自分で勉強した。それでもわからんとこ

だけはちょっとって言ってもほとんどわからんから、やはり会社にそういった専門の

やつがおるからちょっと聞いてやった。しょせん、パソコンでも僕らはエクセルかワ

ード使えたらええと思っておるから。後はもうインターネットができたらとか。あと

もうそんな全部の機能を引っ張り出してきてやるなんか言うたら、専門家でなかった

ら意味ないんです、現実。 

 スマホでもそうでしょう。順々毎年新しい機能が出てきておるけど、あれ全部マス

ターできるって大変なことですよね。 
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○榊原教育支援担当課長 

 前は区役所は学校に入ったらだめということだったんですが、今はもう入れるよう

になりましたので、特に体力とか、プールとかも一緒に入って専門家の方がこうやっ

て泳ぐねんでというのをやって、すごい学校の先生の助けにもなっていますので、ち

ょっとそういう形でいきたいなと思っています。 

 それで漢検を入れることについてはお金がかかるので、ちょっとプールの無料開放

のところを、初め目新しくてすごい登録が多かったんですけれども、やはりこの地域

の方は利用される方もいますけれども、淀川区も広いので、遠くの方から来てもらう

というのはなかなか難しいですし、実際、学校の授業の中でプールで指導もしていま

すので、それはもう人数で言ったら生徒の大半はそれを活用しているという状況なの

で、ちょっとそこは見直しながら、漢検とか学校のほうがやりたいということにちょ

っと乗っかってやっていきたいなと思っています。 

○越智委員 

 先ほど、言われたように、学校の先生も大変なんや。新聞によう載っとうでしょう。

残業時間がどうのこうのって。 

 ○榊原教育支援担当課長 

 今、国のほうでも文科省が、そういう先生方の働き過ぎが問題ではないかというこ

とで。 

○越智委員 

 新聞に出ておるわね。 

○榊原市民協働課長 

 はい。中教審のほうに諮問を。 

○岡鼻委員 

 それでアシスタント。 

○榊原市民協働課長 
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 そうですね。 

○岡鼻委員 

 それを雇うと。事務員さんですね。当然です。 

○榊原教育支援担当課長 

 大阪市も、市長がこの間、教育長と教育委員の話をする総合教育会議の中で、ちょ

っと学校の仕事についてコンサルタントを入れてどんなことをやっているか見たほう

が、民の目で見たほうがいいのと違うかという話もしているので、来年度あたりそう

いう形で学校を。私もちょっと小・中の教頭先生に聞き取りしたんですけれども、

我々でいったら地域との関係で、言ったらいろいろ大変なんですかねとかというふう

に聞いたら、それはまあ当然行かないとあかんというふうに思ってはる人もいます、

まあ負担感を持ってはる人もいるんですけれども。それよりも何よりも、その話を持

っていっているんですけれども、何を言っていってきたかといったら、文科省とか教

育委員会からの照会、回答、調査が、もうこんな、ひと月ふた月、４月５月でもうこ

んなになるんだと、もうこれが。 

○越智委員 

 仕事の上に仕事つくってるねん。 

○榊原教育支援担当課長 

 これがもう大変やねんと。我々がその大変さを調べようと思ってますって言ったら、

いやそれでまた仕事がふえるんやっていうふうなことを言ってはりますので、仕事を

減らすという動きも今後出てくると思いますけれども。 

○越智委員 

 僕らのころは、学校の先生がええなと思っとったもん。 

○今田委員 

 そのときは先生もなり手が多かってん。 

○嘉悦委員 
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 あれ、３、４年前に僕が先生に聞いた話で、何かやめる先生がふえたり、あるいは

新規採用、新採の先生がみんな大阪に住んでいるにもかかわらず、京阪神のほかの、

京都とか兵庫とか奈良とか、よそに流れてしまって優秀な人が大阪のほうには来ない

ようになったというふうに聞いたことがある、それは先生から聞いた話。  

○越智委員 

 特に高校なんかそうですやん。 

○今田委員 

 それともう一つは、これは今現在の問題で、先生の管理者、校長、教頭を希望する

先生が少なくなって、もう今のフラットな教師でいいということで、昇任試験と言う

んですか、昇格試験を受けようとしない先生がふえたということも聞いています。こ

れ何が原因なのかという、本当に子どもに直に接して教えたいから、教頭、校長には

ならんでいいんやっていうんだったらいいですよ。だけど、校長、教頭になったら、

もう本当に責任ばかり押しつけられて、全然おもしろくない、板挟みになってもうし

んどい思いばかりするから、校長、教頭よりも、もう給料はほとんど変わらんからと

いうことでそうやってやってるんだったら、僕はちょっと問題あるんじゃないかなと。  

 だからその教育に対する、本当に、確かに一生懸命やってるかもわからないけれど

も、僕はその情熱的なもの、教育に対する、子どもを指導するということに対する、

燃えるような情熱とか使命感とか、そういうものが昔の先生には、僕は物すごく何か

振り返って思うんだけれども、今の先生どうなのかなと、そんな情熱に燃えてるよう

には。 

○岡鼻委員 

 親がね、もう普通に。 

○今田委員 

 でもそれはやれないところもあるんですよ、たたいたりしたらすぐもう体罰とかな

んとか言われたりして。 
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○岡鼻委員 

 そうそう、しようと思ってもできない。 

○今田委員 

 もう、ぱって言ってこられるから、そういうところはまあわかるんだけれどもね。

だけど何かちょっとその辺が。 

○越智委員 

 時代が違うんですよ。僕らの頃だったら、何か悪いことして、先生に殴られますや

ん、そうしたら親にもわかったら、おまえが悪いことするからたたかれたんやと、そ

ういうところやから。 

○今田副議長 

 今、逆ですもんね、親が言うから。もう何も言われへんもんね。  

○越智委員 

校長とか教頭、管理職だから、やり玉に上げられるやろう、だからやり手がなく

なってくる。もういい、しんどいと。それで自殺するような教師もおって、自殺する

ような校長も出てきよるわけ。 

○榊原市民協働課長 

 日曜日にここでイングリッシュ・フェスティバルをやったんですけれども、そこに

も英語の先生が来てはりました。だからそういう意味で熱心に、多分そんなのも勤務

扱いで来てはるのではないと思います、自分で生徒がしゃべるところを見てみたいな

ということで、小学校の先生でも、中学校の先生でも来られていました。だからそう

いう、やはり先生方もいろんな先生方がいてはって、熱心な先生もいてはるし、そこ

で電話が鳴っていてもとらないんだと、教頭がとらないととらないということも聞い

たりとかします。だから人それぞれなのかなというふうに思います。 

 ただ、おっしゃった中で、ある一部の教頭先生はやはり、自分たちのこのしんどい

仕事のやりようを見ている教員が、やはり教頭をめざすというのはなくなる理由の一
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つなのかな、自分たちがバタバタしているのを見ているから、あんなのにはなりたく

ないなというふうに思ってるん違うかというのは、一部の人は言ってはりました。  

○越智委員 

 会社でもそうです。もう若いやつだったら、ある程度安定的に給料もらって、下手

に中間管理職になったら、上からは言われるわ、下からは責めれらるわと思って、別

に偉くならんかってもええわっていうやつも多いんやけど。 

○今田委員 

 管理職の給料、倍ぐらいに上げんと。 

○嘉悦委員 

 先生の処遇とか、待遇というのを、しっかりよその県はどうなっているのか、そこ

ら辺を一回。 

○越智委員 

 田舎のほうもやはり地域性があると思う、全体的な給料が安いところいったら安い

かわからんけど。あんなもん、教職員の給料っていったらインターネットで探したら

即出てきますやん、各地域ごとに。 

○榊原市民協働課長 

 そういう処遇もちょっと変更していくという話は出ています。それでちょっとやは

り、そういう責任がある方と、一般の方とのやはり差というのを、一応設けていかな

いとあかんのと違うかという話も、ちょっと出てきていると。今後そういう動きが出

てくるんじゃないかと思います。 

○岡鼻委員 

 プログラミングとか、必修がふえるしね。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね、英語もやっていかないといけない。 

○岡鼻委員 
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 子どもついていけるのか、ついていかれへん子が心配で。 

○嘉悦委員 

 それと、だからできるだけ優秀な先生、指導者と、それとやはり先ほどから出てい

る保護者ですかね、親のことでしょう。それをどうやってしたらいいかが難しいけれ

ども、一つの例として、ＰＴＡという組織があるわけだから、区Ｐとか、こっちもあ

る程度地域のものだけれども、あれ使えんもんかね、ちょっとそういうものを活用し

て。 

○岡鼻委員 

 先生もＰＴＡの皆さんにそんな、何か形骸化してませんか。 

○越智委員 

 学校もＰＴＡもなり手おらん。 

○岡鼻委員 

 ですよね。 

○越智委員 

 それで一番は、結局みんなの押しつけ合いや。今は個人情報やったあかんいうて、

何年か前やったら、各町会の町会長に入学する子どものあれが持ってきて、その中か

ら委員を選んでくれという形で依頼されておったんやけど、もう何年か前からそれボ

ツですよ。だからその個人情報がどうやこうやと言うから。 

○福島議長 

 私は自分がＰＴＡをやっていたので、小学校も中学校もＰＴＡの副会長をしたので

あれなんですけれども、副会長という立場は一番大変で、会長さんはでんと構えて、

何かしゃべらなあかんところでしゃべったらいいんですけれども、結局動くのは女性

が動くんですけれども、先日その盆踊りのときに意見が出ていましたけれども、すご

い大変だという意見が出るんですけれども、私はそこが楽しまれへんのだったらやっ

てて楽しくないだろうなというのもあって、地域の方もそうですけれども、いろんな
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ことをそろえるときってすごいエネルギーも使うし、大変なんですよね。  

 でもその大変なことをしているから喜んでもらえるんですけれども、その辺が今の

人はわかっていなくて、何か自分らしんどいことをするのが嫌やし、何でせないかん

のっていうスタンスで臨まれるから、結局は何か押しつけ合いになるし、しんどいこ

との何かなすりつけ合いになるんですけれども、何かどうせやると決めたならちょっ

と楽しんでやったらいいんじゃないかなと私は思っているんですけれども、何かその

辺がなかなか世代ギャップというのか、ちょっと若い人にはそれが伝わらない。 

○越智委員 

 今言われておることはわかるんや。例えばここに、皆さんがおられて、町会を運営

するのでも、ほとんど年寄りばっかりなんですね、現実。 

○岡鼻委員 

 そうそう、先が心配。 

○越智委員 

 それでボケたら終わりですよ。いや、実はそうなんよ。僕は最初、町会にかかわり

を持ったときに、大阪市いったら、大阪市というか都会いうたら不思議やなと思った

のは、僕はもう田舎育ちやから、田舎やったら必ず青年団というのがあるでしょう。

青年団があって、その青年団の連中が、消防団なんかやってますわ。その中で年とっ

てきて、上の長老らがのいていったらその下がまた自動的に上がりますやん。そうい

う組織だった。けれども都会なんかそういう青年団なんかいうのないでしょう、現実。  

○今田委員 

 もう、我々の時代でなくなった。我々のときはあったんやけど。  

○越智委員 

 だから地域自身が希薄化してしまうわけ。 

○岡鼻委員 

 先行き心配。 
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○越智委員 

 それでなくてもこれから、順々に日本の人口減ってくるんやから。それこそ、鉄腕

アトムみたいなもん出てきよるで。 

○今田委員 

 ロボットで。 

○越智委員 

 ＡＩや。 

○今田委員 

 書きもんもそればっかり、仕事は。 

 けれどもさっき言いはった、国語力いうのは大事やな。表現ができないとしゃべれ

ないね。 

○越智委員 

 僕らはあかんけど。田舎弁丸出しでな。 

○今田委員 

 皆、コンピュータでパソコンで何でも引っ張り出すけど、国語の表現力だけは自分

で先に書かんと、自分で覚えてなかったらできへんもんね。今の若い子みたいに簡略

化、我々が全然意味が通じない。 

○嘉悦委員 

 子ども同士で遊んで、遊びの中でいろいろと会話とかしておったけど、今はもうゲ

ームだから、一方通行だから。それがあるんですね。 

○今田委員 

 今、勉強教えてあげよういうて家行ったらそんなことばっかりやって。一緒に算数

でもしようって言ってもできへん。 

○辻川委員 

  長文が話せないから短文で終わってしまうと言います。 
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○今田委員 

 ラインもあるから。 

○辻川委員 

 国語力というのはとても大事だし、この学力というのは国語と算数ですね。学校現

場でうまく教えるかというのが、大きな課題だなと思います。大阪市の教員さんの給

料がすごい安いと、今出ていましたけれども、安いのですね。校長先生もそうですし

教頭先生も、尊敬される処遇になっていない。 

 それは、やはり仕組みとして大阪市自体が考えないといけないのかなというふうに

思います。処遇も含めて、もっともっと改善しないといけないし、そのことも含めて

学校教育の中の教育録に文書として入れたら、それを見られた先生方もあ、ちょっと

頑張ろうかなというやりがいにもつながると思うのです。このビジョンが一つのビジ

ョンだけではなく、そこからいろんなところへ波及できるようなビジョン案として課

題解決に向けたビジョン案をつくっていただけたら思います。 

○越智委員 

 言われるように、昔からよく言っておるんやけれども、勉強なんか読み書きそろば

んだと。 

○岡鼻委員 

 そうそう。 

○越智委員 

 読んで書けて、そろばんいうのは要は算数ですわ。あれは学力ですわね、国語と算

数しかせんやろ。だから読み書きそろばんなんです。 

○今田委員 

 今パソコンにじっと向かってる子が多い。 

○越智委員 

 あれだってそろばんで、僕はそろばんようせんけど、やはりこうやって指動かして
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やったら、やはりボケもせんしね。 

○今田委員 

 それで暗算で覚えるから、こうやって考えるのもよくなる。 

○嘉悦委員 

 今は国語よりも外国語のほうが優先って言われるようなところがあるけれども、僕

も誰かに、誰かが言っていたけれども、外国語、英語とか中国語とかやる前に、日本

語をしっかりしゃべったら、日本語がちゃんとできたら、それのベースがあって初め

て外国語の勉強になると、日本語知らずに外国語勉強したって、本当の外国語は覚え

られんっていう。だって、外国語しゃべるのに日本語を表現するわけで、外国語にす

るわけやからね。 

○今田委員 

 これから人口減るから、外国語のほうがふえてくるかもわからんけど。  

○嘉悦委員 

 外国語のほうが、物すごく今学校で、もう幼児教育からもう外国語入ってきてるか

らね。 

○辻川委員 

 日本語で表現することが一番で、私も一週間ほど前にドイツから帰ってきましたが、

日本語で十分に相手に話せば、相手には絶対に通じると思います。日本語というのは

母国語です。母国語というのはとても大事だと思います。 

○嘉悦委員 

 そうですよね、それが基礎ですね。 

○越智委員 

 そのうち外国語なんか、すぐスマホとかなんとかで、しゃべったら勝手に機械が通

訳してくれるようになるよ。 

○辻川委員 
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 そんなような気がしますね。 

○今田委員 

 もう数学なんか、計算機で三角関数なんか皆もう出てくるからね。一々計算せんで

もいいんやから。ボタンさえ押したらできるねんから。だからもう、いろんなものが。  

○越智委員 

 でも理論は覚えておかんとあかん。三角関数でも、加法定理とか接弦定理とかいろ

いろあったでしょう。 

○今田委員 

 今は算数のころから、もう小学校で掛け算割り算も知らん子が多いでしょう。それ

で中学、高校まで行くって、考えられへん、かわいそうでね。 

○岡鼻委員 

 だから小学校上がるまで保育所だけに入れっ放しの子どもと、そういう教育に熱心

な幼稚園とかそういうところに入れている子どもとかっていったら、全然数字も、１

から５なんか、何回教えても１から５覚えられない、保育所に入れっ放しの子はね。

そういうのはありますね、すごい差がありますね、１年生の段階で。数字に関しても。  

○福島議長 

 どこからするか、私は自分が公立の幼稚園だったんですよ。それで小学校に入った

とき、それこそ自分の名前も書けなかったですね、平仮名の６文字しかない名前が書

けなくて、間違えるんですね、はねるところとか点を打つところを間違えたりするん

ですね。それで１年でそのままおくれたら結局、スタートがおくれているからおくれ

るんですけれども、２年生に上がったときに担任の先生が、結構おばあさんの先生だ

ったんですけれども、あなたはおくれてるからということで、宿題とは別にあなたの

課題ノートというのをつくってもらって、おくれているところの復習をしたんですね。

それで２年生になって追いついたんですよ、早い時点だったので。  

 だからおくれているからといって放ったらかしにすることが一番だめで、おくれて
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いるところはどこかで取り戻さないとだめなんですよね、追いつこうと思えば。それ

がちょっとでも早いほうがいいので、小学校で気づくなら小学校、中学校だったら中

学校で、わからないと言ってるところ、掛け算がわからなかったら掛け算まで戻って

掛け算からやり直さないと、わからないところで幾ら因数分解せいと言われたってで

きないわけだし。 

 やはりつまずいたところに戻って、勉強できる状況をつくってあげないとだめかな

というのもあるんですね。だからそれは、今の学校の先生は無理かなと、というのは

みんなのことを教えないといけないのに、その１人２人おくれている子のために時間

を割けないと思うので、そういうところの場所が欲しいなというのもありますし、そ

の子らは多分、塾に行ってもわからないですね、先々いく塾の子らには、おくれてい

る子らは多分無理なので、やはりその受け皿というか、そういうものがあればなと思

う。 

 それでその親って、自分の子どもがおくれていることに気づいてない。そこに気づ

いてもらったら本当に助かるんですけれども、その辺かなと思うんですけれどもね。  

 それであと、今の子、スマホとかゲームとかするんですけれども、さっき言ったよ

うに、小さいころに遊ばないからかなと思うんですね。遊びが楽しいということを知

らない。それこそ、小さい子はちょっとルールとボール一つでも、ボールさえ与えた

ら、ずっと遊んでるんですよね。何かルール、自分たちでつくって、ドッジボールで

もない、野球でもないゲームを自分たちでつくって遊ぶんですけれども、何か今の子

はそれをしないから、教えられたことはできるんだけれども、何か自分たちで工夫し

て遊ぶとか、今あるものでどうにかしようかということがないので。 

 何かうちの子らでも、うちの近く児童公園なので基本的にボール禁止なんですよね。

でもサッカーとか野球はしたいんですよね。どうしてるのかなと思ったら、棒だけ持

ってきて、何かエアー野球みたいなことをしているんですね。それで１時間でも２時

間でも遊んでるんですよ。すごい不思議で、ボールなくても遊べるやんと思うんです
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けれども、何か今の子、多分それでボールがなかったらできないと言うと思うし、何

でそれで野球せなあかんのってなると思うんですけれども、何かそういう工夫とか、

さっきの国語力ですけれども、ものを伝えるということができないですね、今の子は、

親にも先生にも。 

 それでこの間、うち野球部なんですけれども、野球部の先生、顧問の先生が、うち

の野球部４０人ぐらいいるんですけれども、うちの子がため口か何かで先生に何とか

してねみたいなことを言ったんです。それで私が横で聞いてたから、先生にその口の

聞き方はないでしょうって言ったら、その先生が言ったせりふが、この子はいいんで

す、考えてることがわかるからって言うんですね。それで先生は４０人おる中で、考

えてることがわからない子がおるみたいなんです。 

 私は、その子らを放ったらかしにするのでなくて、そのわからへん子のこともフォ

ローしてほしいなと思うんです。わかってる子は言ってもいいんです、しゃべれるか

ら。でも何考えてるかわからへんと言ってる子は、多分表現力がないし、しゃべれな

いんですよね。だからその子らを見てあげるとか、その子らから何を考えているかと

いうことを引き出してあげないと、多分意思の疎通がとれないのかなと思って、若い

先生だったのでそこはちょっと強くは言わなかったんですけれども、わかる子とだけ

コミュニケーションをとるのではなくて、わからない子とコミュニケーションをとっ

てほしいんですけれども、ちょっと行き届いてないのかなというのが、そばで聞いて

いて思ったんですけれども。 

○越智委員 

 今言われるように、結局スポーツ、例えば団体スポーツだったら、平均持ってない

とだめです。例えば自衛隊の教育なんかでも、一般の自衛官がおりますやん。その中

で突出してもあかんらしい、それで落ちてもあかんらしい。というのは、一つ自分の

自己プレーでやったら、例えば自衛隊だったら一個の隊が小隊だったら２５人から始

まるけど、部隊が全滅するんですね。 
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○福島議長 

 勝手にしたら。 

○越智委員 

 そう。そうしたら、それをやはり同じような教育をしていかないといけないという

のは言っておった。その落ちこぼれがあっても、戦争にはならんか知らんけれども、

その１人のために部隊が全滅する、それで仮に優秀と言ったらおかしいけれども、そ

れがプレーやって部隊が全滅するケースもあるので、同じようにせんとあかんという

のを言ってました。 

○福島議長 

 時間は少し早いんですけれども、一応部会のほうの議題の話はもう聞き取りされま

したけれども、もう意見も出ていたと思いましたので、ちょっとそれ以外のことでも

ありましたらということで、一応事務局のほうに進行のほうをお返しいたします。  

○西政策企画課長 

 委員の皆様方、長時間にわたりまして真摯な御討議ありがとうございました。また

福島議長も議事進行、ありがとうございました。 

 本日、御議論いただきました内容につきましては、第２回の区政会議全体会におき

まして、また議長のほうから御報告いただきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 第２回の区政会議、９月２２日金曜日、午後６時３０分、１８時３０分開会予定に

しておりますので、御臨席のほうよろしくお願いいたします。 

 それでは予定しておりました時間も参っております。 

○越智委員 

 私、最初出る言うとって２２日出れんけど、今委員になられておる方で、私はもう

任期切れだから、何人か残る方いうたら、辻川さんもそうやろ。 

○辻川委員 
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  私も終わりです。 

○越智委員 

 終わりやろ。辻川さんもそうだし、今田さんもそうやろ。嘉悦さんもそうやろ。そ

うしたら２人だけ。 

○西政策企画課長 

 ２２日は最後になるんですが。 

○越智委員 

 最後です。済みませんけれども、私、出られませんので。 

○辻川委員 

 最後、その他の中で一つだけよろしいですか。説明の中で、西さんのほうから説明

いただいた中で、２９年度運営方針の中に、府民との協働によるという文言の、資料

にしたら資料３の３枚目です。そこにＬＧＢＴの支援事業って入っていますが、３０

年については市の事業になるので、この中には記載しないお話があったと思います。

市のビジョンの中に入るとのことですが淀川区から発信した事業でもあるし、支援事

業として大きくクローズアップしながら皆さんに周知してきたこともあるので、全く

なくすのではなくて、何らかの形で文言を入れておいていただいたほうが良いと思い

ます。 

○西政策企画課長 

 そうですね、例えばこの具体的な取り組みという形ではもうないんですけれども、

例えば我々、先ほどの説明でも申し上げましたように、この取り組みというのが淀川

区が発信の場と、その自負は強く持っておりますので、例えば表紙見ていただけたら

わかるんですが、この６色、これ白黒でわかりにくいです、あと裏表紙のほうもこの

ＬＧＢＴというのを説明で書いて、御指摘いただいている節はわかるんですけれども、

こっちの文言からは移るんですけれども、決して我々、これをスタートさせた誇りと

いうのは忘れては、この誇りを。 
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○辻川委員 

文言として、これまでこうしてきて、市の事業になったことの一言を、入れてい

ただいたらと思います。 

○西政策企画課長 

 そうですね、ちょっと今それを、お答えを私、持ち合わせておりませんけれども、

ちょっと考えさせてください。 

○辻川委員 

 はい、検討してください。 

○西政策企画課長 

 わかりました。ありがとうございます。ちょっと考えさせてください。 

 ということで、よろしいですか。時間も参っておりますので、淀川区区政会議、本

日部会のほう、これにて終了してまいりたいと思います。 

 長時間にわたりまして、真摯な御討議のほう、どうもありがとうございました。  

―了― 


