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はじめに 

平野区は、地域や学校とともに分権型教育行政を推進しており、児童生徒

が自分らしくいきいきと成長していけるよう幼稚園から高校まで学校園、保

護者、地域の意見を聞きながら、切れ目なく施策を進めることとし、「生きる

力につながる基礎的な学力の定着」「教育と福祉の連携」「こどもたちの安全・

安心」の３つの課題に重点的に取り組んでいます。 

また、子育てにおいては、ヤングケアラーや虐待などの問題が増加してお

り、区の子育て支援施策として、子育てしやすい環境づくりを進めつつ、児

童虐待防止・早期発見などに努めています。 

このため、「平野区のこどもたちを元気にする宣言」を上位理念におきなが

ら、家庭・地域・区民・企業・学校や行政などがこどもの成長についてしっ

かりと考え、共に持てる力を発揮し、“夢と希望と誇りを持ち未来にきらめく 

「ひらのっ子」”を育成するため、平成 29 年 4 月に「平野区こどもたちの

『生きる力』育成プロジェクト＋10（プラステン）」を策定しました。この

たび、平野区将来ビジョンの改定に伴い、プラステンの振り返りを行うとと

もに、あらためて切れ目のない子育て支援の施策の整理を行いましたので、

あらためて、本資料をご活用いただくことをお願いするとと

もに、引き続き、皆様と一緒に、こどもたちそれぞれの個性

や魅力を伸ばし、困難な状況にあるこどもや家族が抱える課

題解決への支援を行います。 
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プロジェクトの理念と考え方 

こどもたちの「生きる力」育成プロジェクトの理念 

 

・ 次世代を担うこどもたちの笑顔がすべての人の

喜びと感じられる社会をめざす 

 

・ こどもたちの可能性を家庭・地域・区民・企業・学

校・行政がしっかりと支える 

 

・ 社会に羽ばたくための豊かな人間性や創造力など

「生きる力」を育成する 
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こどもたちの「生きる力」育成プロジェクトの二本柱 

 

Ⅰ こどもたちそれぞれの個性や魅力を伸ばしていく 

①基礎学力・体力を身につける 

    ②家庭の教育力の向上 

    ③社会性や規範意識を身につける 

 

Ⅱ 困難な状況にあるこどもや家族が 

抱える課題解決への支援 

    ①親の孤立化やこどもの虐待の防止策と養護体制等の強化 

    ②「いじめ」「不登校」の課題を早期発見・早期対応 

    ③子育て中の家族の就労・生活等への総合的な支援を推進 

 

夢と希望と誇りを持ち 

未来にきらめく「ひらのっ子」を育てる 
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+１（プラスワン） 

区教育のあり方 Ⅰ・Ⅱ  

 

平野区の教育のあり方について、 

多様な意見を聴取する仕組 

 

○区政会議  

○区教育会議  

○区教育行政連絡会  

○学校協議会 
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令和3 年度 小グループの意見交換会（こども教育グループ） 

○区政会議 

 平野区区政会議は、区運営方針や区において実施される事務事業につ

いて意見を求めるとともに、区政を評価していただくために開催してい

ます。小グループの 1 つである、こども教育グループでは、「学習習慣

の定着」や「読書運動」、「子育て情報の発信」、「ヤングケアラーの問題」

等、こどもが元気で育つ

様々な取組について、具

体的な意見交換を行って

いただき、ご意見を平野

区政に反映しています。 

 

 

○区教育会議 

平野区教育会議は、教育の振興に係る施策及び事業について意見を求

めるとともに、区教育行政を評価していただくために開催しています。

会議において所管施策等に関する区政会議の委員の意見を報告し、又は

会議の結果を区政会議において報告するなど、双方の会議における意見

が相互に議論に反映されるよう努めています。  
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○区教育行政連絡会 

平野区教育行政連絡会は、平野区における本市施策の推進に関し、区

内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を行うために開催してい

ます。会議では、学校関連の施策について、区長と区内小中学校長との

間の連絡調整や意見交換などを行っています。 

 

○学校協議会 

学校園や地域における教育課題の解決には、学校園・家庭・地域が

協働して取り組むことが重要であることから、社会総がかりでこども

を育むため、引き続き地域における人材を確保しながら、学校を拠点

として、地域社会でこどもの健全な成長発達を促す「教育コミュニテ

ィ」づくりを一層推進していく必要があります。 

「はぐくみネット」「学校元気アップ地域本部」と学校協議会が連

携し、学校における教育活動支援の一層の充実を図るため、区役所を

はじめ関係局と連携し、機能強化および担い手の確保・活性化等も進

め、地域や学校と活動の推進を図り、地域学校協働本部としての意義

や目的を共有するための取組を進めます。 
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+２（プラスツー） 

基礎学力の習得 やる気 Ⅰ－①  

 

こどもの学習意欲 

（モチベーション）の向上 

 

○読書習慣の定着 

○がんばる小学生・がんばる中学生区長表彰 

○学校図書館活用推進事業 
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○読書習慣の定着 

 国語が果たす役割は「知的活動」「感性・情緒等」「コミュニケーショ

ン能力」の基盤として、生涯を通じて、個人の自己形成に関わる点にあ

ります。 

読書は、国語力を構成する「考える力」「感じる力」「想像する力」「表

す力」などに関わり、「教養・価値観等」にとって極めて重要と考えてい

ます。 

文学作品に限らず、自然科学・社会科学関係の本や新聞・雑誌、何か

を調べるために関係する本を読むなど、「自ら本に手を伸ばすこどもを

育てる」ことが大切であり、読書習慣は、国語力の向上だけでなく生き

る力になり、楽しみの一つとなります。平野区では、こどもたちの読書

習慣の定着に向けた取組を進めていきます。 

 

○がんばる小学生・がんばる中学生区長表彰 

こどもたちが自主的に努力し、取り組んだ様々な活動には、保護者を

はじめ見守る大人たちが、しっかりと褒めてあげることが大切です。 

こどもたちの小さながんばりであっても、大人から受け取った褒め言

葉や感謝の気持ちは、自身の貴重な成功体験となり、その後の成長に好

影響をもたらすものと考えています。 

平野区では、日常や学校生活において、「校内や地域の清掃・美化活動」
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や「あいさつの励行」など、年間

を通じて児童・生徒が継続的に

がんばったこと、学校長が認め

た顕著な功績・功労あるいは模

範となる善行について区長表彰

を行うことにより、自尊心の向

上を図っています。 

 

○学校図書館活用推進事業 

大阪市教育委員会は、学校図書館を一層活用することで、授業をはじ

め、こどもの言語能力の育成を図るため、令和４年度から学校図書館補

助員に代えて、学校図書館業務の専門性を有する学校司書を新たに配置

し、学校図書館活用推進体制を強化しました。また、一部の学校には学

校図書館運営業務全般や学校教員との連携、ブロック内の学校図書館に

かかる課題整理を図る主幹学校司書も配置されています。 

また、平野区では区独自にこどもの読解力等の基礎学力定着を支援す

るため、学校図書館に平野区こども学力サポート事業指導員を配置して

います。 

  

令和３年度 区長表彰 
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平野区こどもたちの「生きる力」育成プロジェクト＋10 

取組例 

＜読書習慣の定着＞ 

 

＜がんばる小学生・がんばる中学生への区長表彰＞ 

読書ノート 

 

＜取組概要＞ 

平野区内の小中学生を対象に「ひらちゃん読書ノー

ト」を配布します。図書室や図書館、自宅で本を読むこ

とへのモチベーションを向上し、ノートへの記録を楽

しみながら、読書習慣を定着させることで国語力（読解

力）の向上を図ります。100 冊の本や合計 3000 頁を

読んだ児童・生徒を区長が表彰します。 

また、平野区内の 3～5 歳児の就学前児童を対象に

「ひらちゃん えほんふれあいノート」を配布し、家庭

などでの読み聞かせを通じて、読書習慣の定着をめざ

します。 

 

表彰状（見本） 

 

＜取組概要＞ 

 こどもたちの自尊感情や自己肯定感が高まると、物

事に対して積極的に取り組んでいくことができるよう

になり、新たなことや困難なことにも挑戦しようとす

る意欲喚起につながると考えられています。そこで、区

内の小学生や中学生を対象に、自主的に努力し、興味を

持って取り組んだ様々な活動について、区長がその功

績を称え表彰します。 
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+３（プラススリー） 

基礎学力の習得 学習習慣の定着 Ⅰ－① 

 

こどもの基礎学力の着実な向上 

 

○平野区こども学力サポート事業 

○平野区 小学生・中学生英語スピーチコンテスト 
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令和３年度 平野区 小学生・中学生英語スピーチコンテスト 

○平野区こども学力サポート事業 

平野区役所では、区内の小学校において、放課後等の時間帯に大学

生等の地域人材からなる指導員を派遣し、こどもたちの学習をサポ

ートする事業を、区独自の取組として実施しています。また「こども

食堂」など「こどもの居場所」においても必要に応じて指導員を派遣

しています。本事業を通して、こどもたちの健やかな育みを支えると

ともに、大学との連携により指導する学生に研修等を実施し、実践的

な若手人材の育成も目的としています。 

 

○平野区 小学生・中学生英語スピーチコンテスト 

 区内の小中学生を対象とした英語スピーチコンテストで、グロー

バルに活躍する人材となる第 1 歩である英語総合力向上に取り組む

小中学生の支援を図っています。令和２年度からは新型コロナウィ

ルスが世界中に広がりを見せる中、オンライン応募、スピーチ動画を

審査するという形式

で実施し令和３年度

は各部門の１位の人

に表彰式の日にスピ

ーチの披露をしてい

ただきました。  
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+４（プラスフォー） 

家庭の教育力 社会性 Ⅰ－②・③  

 

こどもの基本的な家庭学習・ 

生活習慣の定着 

 

○家庭学習・生活習慣の手引き 

○こどもの健康保持・増進 

○食育の推進 
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○家庭学習・生活習慣の手引き 

日常的な生活習慣のあり方は、家庭での学習習慣をはじめ、家庭に

おける教育力の向上にもつながる大変重要なものです。 

各家庭で参考にしていただく家庭学習・生活習慣を保護者の皆さ

まへの手引きとして示しています。 
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○こどもの健康保持・増進 

区役所（保健福祉センター）では、こどもの健康状態と養育状況の

把握を主な目的に、乳幼児健康診査（３か月児・１歳６か月児・３歳

児）を実施しています。健康診査では、病気や障がいの早期発見のほ

か、虐待の発生予防・早期発見・早期支援、養育者への子育て支援を

行っています。また、受診されなかった場合は、保健師が訪問するな

ど状況把握に努めています。 

保健師が、母子健康手帳交付時の面談や妊婦教室、育児教室、健康

相談等で母子の健康状態・養育状況を把握しながら、こどもの健康保

持・増進が図れるよう必要に応じ関係機関と連携し支援を行ってい

ます。 

 

○食育の推進 

「食」は、生きるうえでの基本であって、こどもたちが豊かな人間

性を育み、生きる力を身につけていくためには、何よりも重要です。 

こどもたちが様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選

択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる大人に育

つよう、区役所（保健福祉センター）の管理栄養士が「食」に関する

講座や食生活相談を実施するとともに、家庭・地域・保育・教育関係

機関等と連携し、ライフステージに応じた望ましい食生活が確立で

きるように支援しています。 
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+５（プラスファイブ） 

助け合いの心 Ⅰ－②・③  

 

こどもの防災教育、 

地域と連携した防災訓練 

 

○体験学習を通じた防災教育 

（土曜授業、地域の防災訓練への参加） 
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○体験学習を通じた防災教育（土曜授業、地域の防災訓練への参加） 

土曜授業では、小中学生の頃から「自分の身は自分で守る」ことの

大切さを教えています。また、地域防災リーダーが事前に訓練を行

い、直接児童・生徒を指導することにより、世代を越えたつながりを

築き、地域は地域で守るという機運を高めています。 

 地域で主に活動する防災リーダーは、近年高齢化が目立っていま

す。こどもとその親世代に防災訓練へ参加してもらうため、こどもが

参加しやすいプログラムを提案しています。参加することにより、地

域の防災力向上に加え、さらには将来防災を担う人材育成、地域の見

守りへとつながる絆づくりをめざしています。 

  
        消防車の見学                防災授業の様子 
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+６（プラスシックス） 

豊かな人間性 社会性 Ⅰ－③  

 

こどもの居場所づくり・ 

世代を越えたつながりづくり 

 

○みんな食堂をはじめとしたこどもの居場所との連携・協働 

○地域主催のこども・青少年に関する活動等  

    ○ゲストティーチャー制度 
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○みんな食堂をはじめとしたこどもの居場所との連携・協働 

 こどもたちを中心に、世代を越えて住民同士が気軽に集まり交流

の場となる「みんな食堂（※1）」（＝こども食堂をはじめとしたこども

の居場所）の運営団体等のネットワーク（※２）と連携しつつ、こども

の居場所づくりに向けた活動へのフ

ードドライブ（※3）やさまざまな媒体

を活用した広報支援を行っています。 

  

 

（※１） 「みんな食堂」とは、こどもたちを中心に世代を越えて住民同士が気軽に集まることが

できる交流の場のことをいいます。 

（※２） こどもの居場所活動をされている運営団体等が、情報共有などを図ることができるよう

に、令和 2 年度より「平野区みんな食堂ネットワーク連絡協議会」を立ち上げ、自主的に

活動しています。区役所はこのネットワークと連携しています。 

（※３） フードドライブとは、家庭で余っている食材の中から、一定の条件のもとで持ち寄って

いただき、運営団体等へ寄付し活用していただく取組です。  
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○地域主催のこども・青少年に関する活動 

 平野区では、平野区地域活動協議会補助金事業（平成 25 年度～）

や、自律した地域運営に向けた支援事業（平成 24 年度～）に取り組

み、地域活動協議会の自律的な運営と地域課題の解決に向けた主体

的な活動を支援し、住民間の交流を促進しています。地域活動協議会

では、各小学校下で、地域・学校等が協働し、多世代が参加できる「地

域主催の盆踊り」や「もちつき大会」などのイベントを開催していま

す。 

 将来ビジョンで掲げる「笑顔輝くまち ひらの」の実現に向け、住

民同士の見守りや地域への愛着心の醸成につながる住民間の交流促

進に向けて、引き続き、地域活動協議会へ積極的な支援を行います。 

 

○ゲストティーチャー制度 

 平野区では、児童・生徒の自尊感情を高めるため、また自立する

気持ちを高めるために、令和元年度に「ゲストティーチャー制度」を

立ちあげました。 

 本制度は、学校外の方を学校にお招きし、仕事の内容や仕事に対す

る熱意、失敗談やそこからどのように立ち直ったかなど、ご自身の体

験談を語っていただき、小中学生に仕事をすることの意義や楽しさ

を伝えていただく内容となっています。  


