
 

御幸森小学校・中川小学校 学校適正配置検討会議（第５回） 会議録 

 

１ 日  時 令和２年 11 月５日（木） 午後６時 30 分から 

２ 場  所 大阪市立御幸森小学校 多目的室 

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、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） 

 （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）、竹口 一吉（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）３名 

４ 議題 

 （１）標準服等について 

 （２）その他 

５ 議事要旨 

 （１）行政からの説明 

【標準服等について】 

（説明者：花月課長） 

（報告資料に沿って説明） 

・前回の検討会議において、標準服等の選定をＰＴＡ関係者に委ねることとなったことから、

10 月 15 日に、御幸森小学校及び中川小学校のＰＴＡ関係者において、新しい標準服等の

選定をするとともに、通学帽の色を紺色とすることとした。 

 選定された標準服等は、資料掲載のとおり。 

・今後、在校生の採寸を 1 月に実施し、３月中に標準服を貸与する予定。採寸の案内は、後

日学校と調整のうえ行う。 

【大池中学校区の学校再編について】 

（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） 

（追加資料１に沿って説明） 

・10 月 29 日に、舎利寺小学校の大池中学校への進学区域の保護者、未就学児の保護者に向

けて、大池中学校区学校再編についての説明会を行った。 



 

・説明会では、中学校区単位で再編を進めていくこと、大池中学校区では２段階で再編を行

っていくこと、校区の配置、児童数見込み、今後の検討会議の在り方等について説明した。 

・説明会参加者との質疑応答については、後日、概要をホームページへ掲載する。 

・今後、大阪市として、御幸森小学校・中川小学校学校適正配置検討会議を改組し、大池中

学校区の検討会議とし、第 1 次再編、第 2 次再編を含んだ議論を進める場としたい。 

・改組にあたり、教育委員会会議の議決を経たのちに、舎利寺小学校区の方々に委員として

ご参加いただく手続きを進めていく。 

【現在の通学路案に対する安全対策について】 

（説明者：花月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） 

（追加資料２に沿って説明） 

・通学路の安全対策について、一部ペイントが済んでいる部分もあるため、そのあたりにつ

いて追加報告したい。 

・図面にあります C の御幸森小学校の南西側の交差点、それと E のところの交差点、それか

ら I のところの交差点については、カラー舗装、ニート塗装の実施について、天気の影響

で順延となる可能性が高いと前回検討会議で報告したが、C と E の交差点については 10

月 12 日に完了している。残る I の交差点については、12 月中旬に実施予定であるため、

実施がされれば報告したい。 

・D の耕整橋、F の御幸橋におけるグリーンライン舗装についても、同様に天気の影響で順

延となる可能性が高いと報告したが、こちらも 10 月 12 日に完了している。 

・C の西の端、御幸森小学校南西角側の交差点から東に入ったところの路面にスクールゾー

ンの表示があり、そこが薄くなっており塗り直してほしいとの意見、また、E の西側川沿

いからDの交差点を東に入ったところの路面に同じくスクールゾーンの表示をしてほしい

と要望があった。これらについて建設局へ依頼したところ「スクールゾーン」の表記は新

規塗り直しを含めて実施していない旨回答があったが、その代替案として建設局より「児

童注意」という表記はどうかと提案もあった。これを通じ、本検討会議委員でもあり、ご

発言いただいた PTA 会長にも相談したところ了解をいただいたため、建設局へ「児童注意」

の表示を実施してもらうよう現在依頼している。その実施時期については、遅くとも年度

内に実施予定であるが詳細な時期については現時点で未定と聞いている。実施時期につい

て建設局から情報があれば、またこの場において報告したい。 

・前回の検討会議の場で、B の道路部分へのグリーンラインが片側だけになっていることに

ついて意見をいただいた。建設局に確認したところ、片側だけの理由は、道路幅員が狭く

両側通行であるため塗装スペースがとれないこと、道路北側のほうが枝道が少ないことが

主な理由で、さらに B の道路は道路北側、そのまま今里筋、中川歩道橋に行くことができ

るということだった。 

・その他、中川小学校区の通学路へのグリーンライン塗装を検討しており、校長先生とも調

整をし、塗装の実施については、今後建設局と調整していきたい。調整の状況により検討

会議の場で報告したい。 

 （２）意見等の概要 

  【標準服等について】 



 

（意見等なし） 

【大池中学校区の学校再編について】 

（意見等なし） 

【現在の通学路案に対する安全対策について】 

（委員） 

・どうせ「児童注意」と書いていただけるんやったら、御幸橋の上、耕整橋の上も書いてい

ただかれへんかな。ブロックの反対側には駐車しはるんですよ。今もさっき通ってくると

きに止まっていたんですけど、あれが子どもたちにとって圧というか邪魔になると思うの

で、あそこに立てていただくと。たまに来られるときはグリーンロードとかを見てほしい

んですよ。この間、うちの地域で、私の背より高いような石仏を表に置こうとしてはって、

通りかかった町会長さんから電話がかかってきて。うちの北側に、私の背より高いんです

よ。基礎も何もなしに置くだけなんです。これは地震でもあったら大変なことになります

のでね。そういうのを通りがける、青パトで回ったりしてくださっていますので、あった

らそちらのほうで対応していただけたら。この間は私が行って業者さんとちょっとお話し

させていただいたら、この人が建て主ですと言われたんで。気持ちよう、すぐ引きさがっ

てくれはったんで。表に建てはんのやったらあかんと、自分の敷地内なら結構ですよと、

ただそれも安全を確保してくださいよと言わせていただいたら、すぐ避けてくれはったか

ら事なきを得ておるんですけど。やっぱり住民トラブルがあったら、私は地域で一緒にや

っておるもんやから困りますので、公のほうでしていただけたら、我々は本当に助かりま

す。 

（花月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） 

・今、ご意見を頂戴しました。橋の上にも何か「児童注意」とか、そのような注意喚起の表示

ということでご意見をいただきましたので、また道路管理者である建設局のほうにも、こ

ちらもあわせてご依頼のほう、あるいはご相談をしていきたいと思いますので、その件に

つきましては、またこの検討会議のほうでご報告のほうをさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

（委員） 

・B のところの片方に通学路が入っていますね。私、この間、選挙のときにちょっとあるこ

とを思ったんですけど、あそこの横に溝があるんですね、大きな溝が。それがたまたまお

ばあさんさんが、落ちてたやったか、はまったわけや。あのところに、手前のところに抜

き板みたいなやつをちょっとずっと置いて塞いでいるところもあるし、また角のところに

も何か置いているところがあるんです。あれ、例えば今、生徒さんが 2 列か 1 列かわから

ないけど、今度もうちょっと増えてきたら、あの溝が高さがあるんですよ。そうすると、

子どもなんか、こっちに寄ったりして、がさっと。この間もおばあさん、捻挫をしたんで

すよ。私、余り気がつかなかったんですよ、そんなものね。よく考えてみたら、溝の高さ

と幅が普通の溝じゃないんですよ。だから、あれを何かで渡して平面にするとか、下は下

水やから水を流さなあきませんねんけど。人が多くなれば、どうしても子どもが横へ来て、

怪我をしたりするんじゃないかと気がついて、今、報告させてもらっているんです。一応

ちょっと見てもらったらありがたないと思うんですけど。 



 

（花月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） 

・ありがとうございます。今、おっしゃっていただいた箇所も見せていただいた上で、建設

局のほうにも、どのようなことができるのかということをまた相談させていただき、また

報告のほうを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） 

・済みません、2 点あります。1 点は、うちも一条通りなんですけど、この前も言っていたよ

うに、コリアタウンの角のところの自転車が駐輪場になっていて、白線が本当は歩道なん

だけど、多分、駐輪場みたいな状態になっていて、子どもがいないときは、コリアタウン、

致し方ないと思うんですけど、時間帯とかを設けるか何かして、特に角の医院ところには

駐輪禁止の表示も何も出ていないので、ある意味、知らずにとめはっても駐輪場やなと思

うぐらいの感じなので、できれば持ち主の方に言ってもらって、少なくともここは駐輪禁

止だとか、それからお買い物に来られる方とか、それから病院に停められる方の駐輪場は

こっちみたいな表示をしてもらうか何かというのを言っていただけたらありがたいなと思

っています。 

・この件についても、一条通りが結構いろんなものを置いてはって、商売をしはるところな

んかはほとんど、自分のところの前に出ていて、うちもやっているところが一条通りにあ

るので、子どもたちに言うんですけど、白い線より内側を走っていて非常に危ないのと、

やっぱり避けて通らざるを得ないので、回覧板か何かで注意喚起というか、物を置かない

でほしいみたいなんは町会のほうでも取り組もうとは思っているんですけど、できたら何

かそういう回覧板というか、子どもたちの通る道というか、表は公道やから余り。アイス

クリームのあれを出してはるところがある。ああいうのもずっと放置されたままになって

いる分については、個別に声をかけてもらうかお願いしたいなと思っています。うちだけ

ではないと思うんですけど、家の前には物を置かないみたいなのを、特にここは子どもた

ちの通学路だというのをお願いしたいし、それは町会のほうでも呼びかけていきたいと思

っています。 

・2 点目は、前からずっとしつこく言っています歩道橋のペンキはどんな感じなんでしょう

か。予算的には無理で手がつけられないのであれば、自分たちで工夫するというのもこれ

から考えて、ボランティアでやってくれはる団体とかも、もう一度聞いてみようかなと思

っているので、歩道橋が汚いので、せめてちょっときれいにしてやりたいなという思いで、

開校するまでにお願いします。 

（櫻井生野区副区長兼生野区教育担当部長） 

・済みません、副区長の櫻井でございます。1 点目の今の一条通りのところのコリアタウンの

角のところの駐輪場につきましては、現地のほうをしっかり確認させていただきまして、

これを今、注意喚起できるかどうか点検してまいりたいと思っております。 

（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） 

・済みません、歩道橋の関係です。ペンキの関係は、今、話がございましたいろんな活動を

されている団体、御紹介をいただいたことがあります。そちらのほうが、今ちょっとコロ

ナの関係で活動を休止するというのをお伺いしています。そういう状況はありますけれど

も、ただ、今できることとしまして、歩道橋に絵画シートを張るといったこと、それのほ



 

うを今予算を調整していますので、そちらのほうは実現に向けて、また今後、校長先生と

相談しながら、どういった形で絵を選んで張っていくのかといったことはやっていきたい

と思います。 

・ペイント自体は、歩道橋を管理しているのは、こちらは道路管理者は大阪市の建設局にな

るんですけれども、そちらのほうで根本的に全部塗装し直すというのはしんどいという話

を伺っていますので、できる手だてというのをまたお知恵をいただきながらやっていきた

いと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 

（花月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） 

・失礼します。歩道橋に関して、もう 1 点報告です。今、説明差し上げましたとおり、根本

的な塗装というのは建設局から難しいということを聞いておるんですけれども、ただ、で

きる範囲で何とか、子どもたちが通学するわけですから、できる範囲で何か塗装、限定さ

れるかもしれないですけれども、考えてもらえないかということで相談のほうを乗っても

らっている状況でございます。こちらのほうもまた報告のほうをさせていただきます。 

（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、ご質問はございませんでしょうか。 

（委員） 

・通学路の話。 

（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） 

・ほかの部分でも構いません。 

（委員） 

・済みません、2 点あります。1 点目は、集団登校になると聞いているんです。本来でしたら、

地域のほうで見守り隊みたいなものを出したいとは思っています。中川はありますよね。

やりたいんですけれども、御幸森地域が高齢化で、今から組織するというのがなかなかし

んどい状況でもあるので、子どもたちの安全のこともあるので地域でも考えていきたいと

思うんですが、なかなか中川さんみたいには行き切れない。ただ、せめて当初の間でも、

どなたか見守りに少し立っていただけるようなことができないのかなというのは、町会だ

けじゃなくて、予算をとってもらうか、もしくは呼びかけみたいなのを行政のほうからで

もやってもらえたらありがたいなと思っています。それこそ回覧板で、子どもたちが通る

ので見守りをお願いしますみたいなので。どれだけ今サポートができるか、そもそもやっ

ていないので、なかなか。 

（委員） 

・立っておる人おらんか。 

（委員） 

・あれは朝鮮学校の保護者だったんで、基本的にはチェイサーの方たちがやってくれてはる

んです。逆に言うと、今度は中川に行くほうには誰も、言うたら一条通りからのところは

立ってくれてはるんですけど、今度は横の通学路のところ、中川まで行くところについて

はなかなか難しいなと思って、私はちょっと頑張っていこうかなとは思ってはいるんです

けど、少し気になるので、何か手だてがあれば一緒に考えてもらいたいなというのを思っ

ています。 



 

【その他意見等】 

（委員） 

・それから、これは私の感じているところなんですけど、特に御幸森は学校を 3 月 31 日で空

けないかんということで、今、いろんなイベントの関連とかもされているとは思うんです

けれども、なかなか今大変な時期で、先生たちに負担がかかっていないかなという心配は

あります。3 月 31 日までに空けなあかんというふうなこともあると思うんですけど、でき

るだけ学校のほうと、多分、その辺は配慮していただいていると思いますけれども、業者

に委託するとか、その辺の予算とかもとってもらっているとは思うんですけれども、でき

るだけそういうところを考慮してもらって、先生方の負担を軽くしてほしいというのと、

私的にはそこに来るたびに、いろいろなものがなくなっていくのが悲しいなと思いながら、

ただそれのためにいろんなことがしんどくならないようにだけ学校のほうと連携をとって

もらって進めてもらえたらなと思います。うちだけの問題ではないと思うので、今後、新

しく統合されるところが、多分、今までと条件が違ってくるのではないかと思うので、そ

の辺、大変にならないようによく現場の声を聞いてもらって配慮してもらえたらなと思い

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） 

・まず、1 点目の話です。見守り隊のほう、できるだけ、私にもおっしゃっていただいている

ように、地域の方の御協力といったものをいただけたら非常にありがたく思います。ただ

一方で、もともと今回の学校再編に伴うスキームといいますか、その中で元小学校に、再

編後の学校でいきいき活動が終わって、元小学校まで連れ帰るといった話をこれまでさせ

ていただいたことがあります。具体的には、その制度設計と予算。予算につきましては、

まさに今、予算編成作業中なんですけれども、具体的なスキームをまだ正確にお示しでき

る段階ではありませんけれども、そうした連れ帰り、連れ帰りと言ったら大げさなんです

けれども、元小学校まで引率していただく方に、それまでの時間帯を巡回方式で見守りを

やっていただくといった形で今検討を進めているところです。ですので、私どものほうで

はできることというのはきっちりと考えていきたいと思いますので、また地域のほうもご

協力いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

（委員） 

・いきいきは来年度はこっちで、御幸森の子どもたちはいきいき教室は御幸森でやるんです

か。ではないですよね。 

（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） 

・いきいき活動自体は新しい大池小学校で。 

（委員） 

・いきいきは大池小学校になって、戻ってくるときに、ここまで送ってきていただけるとい

うことですかね。 

（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） 

・そのスキームで今つくっております。ただ、もちろん全員全てというわけではなくて、保

護者の方、それぞれニーズもあると思いますので、まずはやってみて、その中で、当然行

政ですので継承もしながら、どういった形がいいかというのはきっちりと組み立てていき



 

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

（花月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） 

・それでは、最後にいただきました教職員の負担というところにつきましては、極力、外部

のほうに委託するであるとか、そのようなことを実施しまして、ご懸念、ご心配いただい

ている教職員の負担というところは、できる限り少なくしていきたいと考えております。 

（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） 

・そのほかご質問等、ありませんでしょうか。 

（委員） 

・今後の検討会議、舎利寺小学校区の方が入るのはいつぐらいからになりそうですか。 

（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） 

・具体的なイメージで言いますと、12 月中には組織改編後の大池中学校区の検討会議として

開催したいと思っています。ただ、そこまでにまず大池小学校区全体の計画として教育委

員会会議というものに諮る必要がございまして、それが来週予定されています。そこで教

育委員会としての承認がいただけたら、そこから舎利寺小学校区の方に委員に出ていただ

くお願いを私どもがさせていただく。そこで委員に出ていただいた上で会議の日程調整と

いう形で進めさせていただきたいと思っていますので、ただ 12 月中には会議で計画の内

容と今後の進め方といったものをご説明させていただきたいと思います。 

（委員） 

・12 月中に始まったとして、それは言うたら大池小学校が開校されるまでには終わる話なん

ですか。 

（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） 

・こちらの資料をちょうどご覧いただいています。説明会資料（抜粋）の 6 ページのほうに

書かせていただいています。基本的に、今までご議論いただきました学校の名前ですとか

標準服については、最終的な 2 次再編も含めた形でご議論、検討いただけたらと思ってい

ますので、まずは来年 4 月の大池小学校の開校に向けた議論というのはこのまま進めてい

かせていただく。あと舎利寺小学校区の方に入っていただいてからは、舎利寺小学校から

大池小学校への通学路、こちらのほうはこれまで御意見を聴取する場というのがありませ

んでしたので、一回検討会議をさせていただいて、舎利寺小校区の方と一緒に通学路の確

認とかいうのを私どもでさせていただいて、安全対策のほうがまず大きな課題になってい

くと。ただ、その中では、実際に小中一貫校としてどのようになっていくのかといったこ

とも随時報告しながらといったことになりますので、来年の 3 月までに全て終わるという

わけではありません。 

（委員） 

・そうですよね。私、聞きたかったのは、来年の 4 月には大池小学校として PTA としてもや

っていくので、令和 3 年 4 月以降、多分、会議は続くと思うんですけど、そのときにはこ

この御幸森小学校区・中川小学校区じゃなくて、大池小学校区の参加でいいんですかね。 

（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） 

・そういったことでお願いします。 

（委員） 



 

・わかりました。ありがとうございます。 

（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） 

・そのほかご質問、ございませんでしょうか。 

・なければ、これにて終了とさせていただきます。次回の検討会議開催につきましては、先

ほどご説明がありましたけれども、大池中学校第 2 次再編に向けまして教育委員会会議の

手続を経た後に舎利寺小学校区からの委員を選出というのを踏まえまして日程調整のほう

をさせていただきたいと思います。12 月中にはということなので、また日程調整のほうを

させていただきたいと思っておりますので、どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。 

 （３）報告事項等 

  ・標準服等について、報告資料の標準服等とし、通学帽は紺色とする。 

６ 会議資料 

  ・報告資料 標準服等について 

  ・追加資料１ R2.10.29舎利寺小学校での説明会資料（抜粋） 

  ・追加資料２ 大池小学校区通学路安全対策 

 


