
 

 

大池中学校区 学校適正配置検討会議（第６回） 会議録 

 

１ 日  時 令和３年１月７日（木） 午後６時 30分から 

２ 場  所 大阪市立中川小学校 講堂 

３ 出 席 者 

  （委員） 

   足立 須香委員、上堀内 佳朗委員、川瀬 邦彦委員、菱田 享宏委員、藤原 智代委員、

古田 邦一委員、山室 嘉子委員、吉田 久恵委員 

  （学校） 

   上田 健二（大池中学校長）、高尾 祐彦（御幸森小学校長）、柿野 久（中川小学校長）、

庄司 量士（舎利寺小学校長） 

 （教育委員会事務局） 

山口 照美（生野区長兼生野区担当教育次長）、櫻井 大輔（生野区副区長兼生野区教育

担当部長）、花月 良祐（教育委員会事務局総務部学校適正配置担当課長兼生野区役所地

域活性化担当課長）、樋口 義雄（総務部首席指導主事兼生野区役所こども未来担当課長）、

大川 博史（生野区役所地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課

長）、三宅 俊之（総務部学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり

課地域活性化担当課長代理）、川楠 政宏（生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当

課長代理兼教育委員会事務局総務部教育政策課生野区教育担当課長代理）、松本 宏晃（学

事課担当係長）、竹中 一郎（生野区役所地域まちづくり課担当係長兼教育委員会事務局

総務部教育政策課担当係長）、白石 秀一（生野区役所地域まちづくり課係員兼教育委員

会事務局総務部教育政策課係員）、西川 明宏（生野区役所地域まちづくり課係員兼教育

委員会事務局総務部教育政策課係員） 

（傍聴）２名 

４ 議題 

 （１）学校再編整備計画について 

 （２）大池中学校区 学校適正配置検討会議について 

 （３）その他 

５ 議事要旨 

 （１）行政からの説明 

【学校再編整備計画について】 

（説明者：大川地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課長） 

（議事資料１に沿って説明） 

・大池中学校区 学校再編整備計画は、大阪市立学校活性化条例の規定に基づいて策定した

ものとなっており、対象は、御幸森小学校、中川小学校、舎利寺小学校（大池中学校を進

学先とする地域）であるが、これまでの御幸森小学校・中川小学校 学校適正配置検討会

議で議論いただいてきたとおり、第１次再編として御幸森小学校と中川小学校を令和３年

４月に再編し、第２次再編として舎利寺小学校の一部を再編して、令和４年４月に大池中

学校との施設連携型小中一貫校にするというものである。 



 

 

・新たな小学校については、中川小学校の校地並びに施設を活用することとしている。 

【大池中学校区 学校適正配置検討会議について】 

（説明者：大川地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課長） 

（議事資料２に沿って説明） 

・学校適正配置検討会議では、新たな学校の名前、校章、校歌、標準服並びに通学路の安全

対策について検討いただくこととなっている。大池中学校区では、第１次再編として、こ

れまで学校設置協議会、学校適正配置検討会議で議論いただいており、生野区西部地域学

校再編整備計画にもあるように、御幸森小学校、中川小学校、舎利寺小学校の一部の３小

学校の再編を考慮した議論をこれまで行ってきた。 

・これまでの学校設置協議会、学校適正配置検討会議で３小学校の再編を考慮して議論いた

だいてきたことから、第２次再編も含め、学校名は大池小学校、校章、校歌、標準服等に

ついては、これまでの議論経過、決定事項を引き継いでいきたいと考えている。 

・令和４年４月には大池中学校と施設連携型の小中一貫校となるので、今後の学校適正配置

検討会議では、小中一貫校の通称について議論いただきたいと考えている。 

・第２次再編に向け、舎利寺小学校区も含めて通学路の安全対策を検討していく予定である。 

【新通学路の安全対策について】 

（説明者：三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化

担当課長代理） 

（議事資料２別紙２及び別紙３に沿って説明） 

（説明者：竹中地域まちづくり課担当係長兼教育委員会事務局総務部教育政策課担当係長） 

（議事資料２別紙３参考に沿って説明） 

【大池小学校区の新たな通学路の周知について】 

（説明者：大川地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課長） 

・大池小学校開校前に御幸森小学校区、中川小学校区において回覧を依頼したい。 

・内容は子どもたちが安全に通学できるよう、また、通学以外も温かく見守っていただける

ようお願いするものとなっている。 

・広報いくの（３月号）の１ページを使い、大池小学校の開校について、標準服、通学路の安

全対策を紹介する予定としている。標準服の紹介にあたっては、できれば御幸森小学校・

中川小学校の児童に写真のモデルになっていただきたいと考えている。 

【今後のうごきについて】 

（説明者：大川地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課長） 

・令和３年４月の第１次再編については、令和２年５月の市会で審議いただき、学校設置条

例が改正された。本日ご説明を行い、承認いただいた第２次再編については、学校設置条

例の改正に向け、１月 12日に開催の教育委員会会議で審議いただいた後に、今年２月の市

会で審議いただくということ進めていく。 

 （２）意見等の概要 

  【学校再編整備計画について】 

（意見等なし） 

 



 

 

【大池中学校区 学校適正配置検討会議について】 

（意見等なし） 

【新通学路の安全対策について】 

（委員） 

・今、御幸森の道路に引いてもろたんですけど、今度、今まで現状の中川の子たちが行く道

もちゃんともっぺん歩道、「とまれ」も全部消えているし、やり直しはいただけるんでしょ

うね。聞こえへん。 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・ごめんなさい、ちょっと今聞き取りにくかった。 

（委員） 

・聞く気があったかな。御幸森に新しく今度つくる道は、ちゃんと引いて字も書き直してく

れているやん。現状の中川の子たち、今度また１年生は初めて来るんやから、「一旦停止」

したり「とまれ」とか、消えているところばっかりなんですよ。そういうもんもちゃんと

やり直したってくれませんか言うているんです。二条通りとか、そこらの道も、ここの●

●委員のところから、みんな書いてあるんですよ。路側帯の線も消えてある。外の消えた

ところと。 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・中川小学校区の通る道。 

（委員） 

・１年生は一緒で、新１年生は初めて行く学校やから、安全に留意してあげることはできま

せんかと聞いている。 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・なるほど。それにつきましては、またどの場所がというところもあるかと思いますので、

そういう機会をつくりまして、ご意見をお聞きして。 

（委員） 

・ちょっと見てもうて、ご案内します。そういうことです。 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・わかりました。 

（竹中地域まちづくり課担当係長兼教育委員会事務局総務部教育政策課担当係長） 

・そのほかございませんでしょうか。はい、お願いします。 

（委員） 

・歩道橋のことなんですけど、結局、絵画シートを張るだけということなんですか。塗ると

か、階段もかなり傷んでいるとか古い感じだから、それをもう一回塗り直すとかいうこと

ではないんですか。 

 



 

 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・一応、公営所のほうにも見てはいただいたんですけど、この歩道橋そのものは、ほかの歩

道橋に比べても非常に状態がいいということで、塗っていく順番とか、そういうものもご

ざいますんで調整がこれから必要やということで、今すぐやりますということにはできな

いということなんです。 

（委員） 

・例えばボランティアで塗りますとか、そういうのも、交渉可というんですか。ボランティ

アというか、もう一回見て、地域のほうとかみんなで、これはあんまりやなと思った場合

は、少し自分たちで呼びかけてみたりとか。前も言っていたけど、結局それは難しくてだ

めになったんだけど、そういうのはお願いしたら可能ではないですか。 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・そうですね。そういうお話がありましたら、また、建設局のほうが所管しておりますので、

そちらのほうと調整はさせていただきます。 

（委員） 

・そこは間に入っていただけるということですよね。 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・はい。 

（委員） 

・お金を出してとか、そんなこと言うつもり、あるけど、多分出してくれへんと思うから、

何かできることがあればと思ってます。それと、この後のやつも言っていいですか、回覧

板。 

（竹中地域まちづくり課担当係長兼教育委員会事務局総務部教育政策課担当係長） 

・この次に説明のほうをさせていただきますので。 

【大池小学校区の新たな通学路の周知について】 

（委員） 

・これはこれでいいんですけど、前にも言っていたように、コリアタウンのところの角の薬

局のところが自転車置き場状態になっていて、それに対して何の対策もとられていなくて、

例えば駐輪禁止という札もなければ、そういうのが何もなくて、見回ってもらっているわ

けでもないし、回覧もどこまで見てもらえるかどうかわからないので、もう少し安全面で

いうと、かなり今の通学路でも路上の駐車、駐輪と。表に出して、いろんなものが置かれ

ているので、せっかくグリーンのやつを引いてもらったりとか白いのがあっても、そこを

無視されて、例えばお店とかもそうだし、いっぱい出されているので、この際、実は今ま

でも思っていたんだけど、例えばコリアタウンのほうの商店街さんとか、地域とかに、逆

に、ペーパーではなくて、この際、町の美化も含めて、子どもたちの安全なので主だった

方を集めての説明会というか、お願いというか、注意喚起してもらえるような機会を。た

だ紙だけ出して、こんなんありますからお願いしますでは何も変わらないので。特に警察



 

 

のほうにもちゃんと指導というか、この駐輪については、商店街とか、明らかに通学路に

すごく大きなものが置いてあるところについては、この際、個別の声かけをしてもらうと

か。なかなか町内会といっても難しい面があるので、行政とか警察のほうで、この際、個

別にお声かけいただいて協力を求めるような形にしてもらえたらありがたいんです。かな

り頑張ってはいるんだけど、町会のほうもなかなか難しいですよね。こういうので、よろ

しくお願いします。 

（大川地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課長） 

・この回覧のまず案につきましては、今、新しく御幸森小学校区から行く子どものルートだ

けを記載しているんですけれども、御幸森から行く子どもだけじゃなくて、今、中川小学

校、先ほど古田委員からもございましたように、中川小学校の子ども、新しく入ってくる

子ども、新しく初めて通ります。そういった点も含めて、この地図のほうには、また校長

先生とも相談させていただきますけれども、あくまでもこの地域内の回覧ということで、

回覧のみという形であれば、通学路全部を周知してということも考えられるかもしれませ

ん。ですので、そこは調整させていただきたいと思います。 

・それとあと、今ありました例えば駐輪問題、もしくは道路上に物を置かれている。そうい

った話につきましては、区役所のほうの中でも、これまで例えば駐輪でしたら、区役所と

工営所のほうで協力して啓発指導というのはやらせていただいているんですけれども、再

度、例えばコリアタウン商店街のほうに何かそういう協力のほうがお願いできないかとか、

またコリアタウン以外についても一緒に何か指導啓発できないかといったこと、これは調

整していきたいと思いますので、また地域のほうでも御協力をお願いするようなことがあ

るかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。 

（委員） 

・よろしいですか。こうした通学路も変わるわけですから、この際、立て看みたいなものを

つくれませんか、要所要所に通学路に変わりましたよと。この道路は通学路ですよという

ような大きな立て看を角々にでも置けるようなことはできないんでしょうかね。回覧だけ

ではなかなか一般の人というか地域の人たちは気づいてくれないこともあると思うんでね。 

（三宅学事課学校適正配置担当課長代理兼生野区役所地域まちづくり課地域活性化担当課長

代理） 

・立て看板につきましては、道路管理者のほうが許可を出すものにはなってこないというと

ころがありますので、それにかわるような、電柱に巻きつけをやるとか、そういうことは

きっと可能やとは思います。 

（委員） 

・一回考えていただいたら。 

（大川地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課長） 

・ありがとうございます。回覧のこちらのほうをもう少し検討さしていただくのと、そうい

った注意喚起といいますか、その辺もあわせて検討していきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

・その次のページに、こちらも以前、検討会議で御紹介させていただいたんですけれども、

ことしの 3 月号の「広報いくの」のちょうど真ん中の特集ページの中の半分といいますか



 

 

1 ページ分を使いまして、大池小学校開校についてのページのということで、それの掲載

の案をつけさせていただいております。この広報紙では、標準服と、あと通学路の安全対

策、こういった安全対策をとりますよといったことを紹介する予定としておりますけれど

も、標準服につきましては、右上のところに写真を掲載する予定としております。現在、

区役所のほうで標準服を保管しているんですけれども、男女それぞれ 130センチのサイズ

が 1 着ずつあります。これを写真に載せようと思っているんですけれども、写真につきま

しては、できれば御幸森小学校、中川小学校の児童にモデルになっていただけないかなと

いうところを検討しているんですけれども、ただ、実はスケジュール上の課題がありまし

て、広報紙への写真掲載の締め切りが 1月、今月なんですけれども、今月の 20日になって

います。ほんの 2 週間もないんですけれども、それまでにモデルを決定することと撮影と

いうのを行わないといけないということになっています。また、あと児童の顔を出すとい

ったこと。こういったこと、今いろいろと配慮されている点もございますので、そういっ

たことも検討をする必要があるんですけれども、今回、両小学校から可能であれば児童に

モデルになっていただいてということに、委員の皆様から異論がもしなければ、御幸森小

学校と中川小学校の PTA の方にモデルの選定を一度お願いできないかなと思っておりま

す。具体的には、先ほど申し上げましたとおり、標準服のサイズが 130センチとなってい

ますので、130 センチ前後の男の子と女の子 1 名ずつを撮りたいと思っています。それが

もし無理であれば、マネキンもありますので、マネキンで男女の標準服を着ている分を写

真撮影して載せていくといったことで対応を考えております。また、両 PTAの方に御相談

をさせていただこうと思うんですけれども、この広報紙で児童をモデルに使うことについ

て、特に何か異論がなければ、後から PTAの方と相談させていただきたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。また終わってからちょっとだけお時間を頂戴して御相談させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（委員） 

・先ほどの大川課長のほうからあった標準服の件についてなんですけど、私、標準服のとき

にお話を PTAの代表の横で聞いていたんですけど、基本的にはスカートとズボンについて

は個人で選ぶということになっているので、女の子は必ずスカートじゃないとだめだとか

でないとということではなかったと思うんです。中にはスカートじゃなくてズボンを選ぶ

女子もいると思うので、その点については配慮していただきたいというのと、共通理解し

てほしいのが 1 点あります。だから、女の子用、男の子用という記事ではなく、A パター

ン、B パターンみたいな感じで、必ず女の子はこれなんだよ、男の子はこれなんだよみた

いな感じの印象にならないように配慮していただきたいと思います。最初そういう意味で、

本当は男女兼用の全く同じものと言っていたけど、さすがにそれはスカートも要るよねと

いう話だったので、最初はその辺は必ず配慮したいねというような、私の意見ではなくて、

話し合っていた保護者の方からも出ていて、実際に高校とかでもズボンとかも選べるとい

うふうに聞いているので、その辺については配慮していただきたいなと思います。 

【大池小学校の校歌の作曲状況について】 

（柿野中川小学校長） 

・校歌をつくってもいいということで言っていただいて、ここへ上っております。中川小学



 

 

校にも 5 年おりまして、5 年目であります。御幸森小学校、それから舎利寺小学校とも非

常に地域に僕自身も思いを持っております。その気持ちを何らかの形で残させていただけ

るというのは本当に光栄だと思っております。まだ煮詰めていきたいところがあるので、

一応途中経過の案ということで、きょう聞いてもらえればと思います。弾き歌いはできへ

んので、旋律をピアノで弾きますんで、こんな感じの曲やというのをお知りいただきたい

と思うんです。 

（柿野中川小学校長による演奏） 

・というような形です。ここの中で、ちょっとあと伴奏とかを考えて、次回、もう少し煮詰

めたやつをしようと思っています。小中一貫になったときに吹奏楽で演奏しやすいような

感じで、ちょっとやわらかい旋律にしたいなと思ってつくっています。もう少し改造して

いきたいと思います。 

（柿野中川小学校長による演奏） 

・というような感じでちょっと和音を入れてとかいうふうに考えていますので、こんな感じ

でと思っています。 

【その他意見等】 

（委員） 

・西部地域の学校選択制の説明会が今度あると聞いたんですけど、私たち、よくわからない

ので、大体ざっくりどんな感じなのかというのと、それに関して、例えばさっきの人数と

かなんかも変化が出てくるのかという、簡単に説明していただけたらありがたい。 

（大川地域活性化担当課長兼教育委員会事務局総務部生野区教育担当課長） 

・17日から学校選択制の説明会を３回開催する予定になっています。今のコロナの状況でど

うするかというのはまだ検討しないといけないんですけれども、今まで生野区東部地域だ

け学校選択制を導入していました。小学校１年生、または中学校１年生、新入学時にどこ

の学校でも選べると。生野区東部地域、どこの学校でも選べるという形だったんですけれ

ども、この令和 4 年 4 月から、生野区西部地域の子どもも含めて、生野区内どこの学校で

も入学のときに選べるようにという形の制度を導入する予定で、説明会で意見をお伺いし

ようという段取りにしてございます。 

・足立委員からございました、今この計画の中に、今後の児童数の推移、見込み、こちらを

記載してございますけれども、こちらにつきましては、今までの児童が、例えば学齢が 1

歳上がることに、どれぐらいの前年からの変動があるかというのを係数を掛けて見込みを

つくってございます。ただ、これまで西部地域は学校選択制を導入しておりませんでした

ので、この数字は今までどおりの基本的に校区内にいてる児童、子どもの状況となってい

ます。ですので、学校選択制を入れることによって今後どうなっていくかというのは、今、

明確に申し上げることはできないんですけれども、大体これまでの大阪市の実績、生野区

の実績も含めていきますと、新入学時に学校選択制を利用してほかの学校に移動する、当

然出入り両方ありますけれども、選択制を利用されている方というのが５％から 10％の範

囲内というのがこれまでの実績としてはございます。ただ、一概にどうなるか、今後、い

ろんな御意見も聞きながら、我々も見込んでいくという形になっております。 

 



 

 

（竹中地域まちづくり課担当係長兼教育委員会事務局総務部教育政策課担当係長） 

・そのほかご意見はございませんでしょうか。どうもありがとうございました。ほかになけ

れば、議事につきましては、これで終了とさせていただきます。 

６ 主な確認事項等 

・今回の学校適正配置検討会議から、会議名を「大池中学校区 学校適正配置検討会議」に

変更し、新たに山室委員が就任する。 

・「大池中学校区 学校適正配置検討会議」では、従来の「御幸森小学校・中川小学校 学校

設置協議会」及び「御幸森小学校・中川小学校 学校適正配置検討会議」における検討内

容、決定事項を引き継ぐこととする。 

７ 会議資料 

  ・大池中学校区 学校適正配置検討会議（第６回） 次第 

  ・（配布資料１）大池中学校区 学校適正配置検討会議開催要綱 

  ・（配布資料２）大池中学校区 学校適正配置検討会議 委員名簿 

  ・（議事資料１）大池中学校区 学校再編整備計画 

  ・（議事資料２）大池中学校区 学校適正配置検討会議について 

  ・（議事資料２別紙１）校章、校歌、標準服等 

  ・（議事資料２別紙２）大池中学校区 通学路経路及び安全対策 

  ・（議事資料２別紙３）大池中学校区 新通学路安全対策 

 


