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平成29年度 第1回 都島区区政会議・教育部会 会議録 

 

1. 日時 平成29 年12 月25 日（月曜日）午後7 時～8 時43 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・東谷委員・田矢委員・小田切委員・江川委員・日野委員・辻上委員   

（都島区役所） 

林田区長・嶋村副区長・竹下こども教育担当課長・山戸保健福祉課課長代理・谷口政策企

画担当課長 

 

4. 議題 

(1) 教育部会の進め方について 

(2) 教育施策の概要及び29年度の進捗状況について 

(3) 30年度事業の方向性について 

 

5. 会議次第 

(1) 開会（林田区長挨拶） 

(2) 議事 

 

【山戸課長代理】 

 皆さん、こんばんは。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を賜り、ありがとうございます。 

 これより平成29年度都島区区政会議第1回教育部会を始めさせていただきます。 

 私は、本日の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山戸

でございます。どうぞ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させていただきます。 

【林田区長】 
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 改めまして、こんばんは。区長の林田でございます。本日、区政会議、今年度、教育部

会としては1回目ということで、委員の皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。 

 以前からご参加いただいている方は、この間の経過なりもご存じであろうかと思います

けれども、新たな方につきましても、いろいろと今日も昨年度、また今年度の議論の経過

などもご説明申しあげたいと思いますけれども、ご質問も含めまして忌憚のない意見をい

ただけたらと思っております。 

 こういった場で皆様のご意見をいただきながら、教育行政、中身を充実させていくとい

うのが趣旨でございますので、いろいろとご意見を賜ればと思っておりますので、よろし

くお願いを申しあげまして、簡単でございますが、ご挨拶とさせていただきます。よろし

くお願い申しあげます。 

【山戸課長代理】 

 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。議事録等の作成のた

め、事務局で会議の様子の録音、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、ご了承を賜りますようお願い申しあげ

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、オレ

ンジ色の大阪市学校図書館フェアのチラシを机上に配付しております。また、教育部会委

員名簿と資料1から資料3につきましては、事前にお送りしたとおりでございます。以上が

本日の資料でございます。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。 

 ここで、大変申しわけございませんが、事前にお送りいたしました資料に誤りがござい

ましたので、お手数をおかけしますが、修正をお願いいたします。 

 資料1の裏面、2ページでございます。 

 これまでの主な意見といたしまして、平成27年度第1回から平成28年度第2回までの4回の

教育部会において、委員の皆様からいただきました主なご意見を記載しておりますが、各

回の開催日時の表記が誤っておりました。例えば平成27年度第1回教育部会、平成27年度12

月7日開催とありますが、正しくは平成27年12月7日開催でございます。各回の開催日、か

っこ書きの部分につきまして全て「年度」ではなく、「年」でございます。申しわけござい
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ませんが、修正をお願いいたします。 

 また、右下、平成28年度第2回教育部会の開催日を平成28年9月5日と記載しておりますが、

正しくは平成29年3月6日でございます。事前にお送りした資料をお持ちいただいた方につ

きましては、大変申しわけございませんが、ただいま申しあげました箇所の修正をよろし

くお願いいたします。 

 それでは、本日は初めての教育部会開催となりますので、私より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。 

【玉川委員】 

 玉川でございます。よろしくお願いいたします。 

【山戸課長代理】 

 中野まちづくり協議会、東谷磬子様。 

【東谷委員】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 西都島地域活動協議会、田中智基様。 

【田中委員】 

 田中です。よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 内代地域活動協議会、田矢泰孝様。 

【田矢委員】 

 田矢でございます。よろしくお願いいたします。 

【山戸課長代理】 

 淀川地域活動協議会、小田切文二朗様。 

【小田切委員】 

 小田切でございます。よろしくお願いいたします。 

【山戸課長代理】 

 一般公募、江川和宏様。 

【江川委員】 

 よろしくお願いします。 



 

4 

 

【山戸課長代理】 

 一般公募、日野るり子様。 

【日野委員】 

 日野です。よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 子育て支援ネットワーク会議、辻上祥代様。 

【辻上委員】 

 辻上です。よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 塚田委員につきましては、本日ご欠席されております。 

 ここで、議長、副議長の選出についてでございますが、部会の運営も本会議に準ずるこ

ととなり、条例第7条に基づきまして、議長及び副議長は委員の互選によるものとされてお

ります。 

 まず、議長につきまして、委員の皆様、いかがでしょう。どなたかご推薦ございますで

しょうか。 

【田矢委員】 

 議長を選出するに当たり、昨今の教育情勢を鑑みまして、都島区のPTA協議会の会長をさ

れ、大阪市PTA協議会の副会長をされている田中さんが適任ではないかと思っております。 

【山戸課長代理】 

 ただいま田矢委員より田中委員をご推薦いただきましたが、皆様いかがでしょうか。 

（異議なし） 

【山戸課長代理】 

 ありがとうございます。 

 それでは、引き続き副議長につきまして、どなたかご推薦はございますでしょうか。 

【田中委員】 

 昨年度も頑張っていろいろと意見を言っていただきました江川委員にお願いできればと

思います。 

【山戸課長代理】 

 ただいま江川委員をご推薦いただきましたが、皆様いかがでしょうか。 

（異議なし） 
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【山戸課長代理】 

 ありがとうございます。 

 それでは、田中委員は議長席に、江川委員は副議長席にご移動をお願いいたします。 

【竹下課長】 

 よろしくお願いいたします。 

【山戸課長代理】 

 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】 

 では、ご指名いただきました田中でございます。 

 それでは、早速、議題のほうに入っていきたいと思います。 

 まず、議題1、教育部会の進め方について、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

【林田区長】 

 それでは、進め方について、私から簡単にご説明を申しあげたいと思います。 

 資料1のA3の大きな横書きになっております。 

 区政会議の本会議のほうでも若干ご説明申しあげましたけれども、改めてご説明申しあ

げますと、この左上に設置の経過ということで書いておりますように、本市ではニア・イ

ズ・ベターということで、私、区長が区担当教育次長ということで教育の中でも位置づけ

られまして、区民の皆さんのご意見を聞きながら分権型の教育行政を推進していくという

ことでこの間進めてまいっております。 

 2つ目のチョボでございますけれども、それと各学校長と連携する必要があるということ

で、区内の小中学校の校長先生方と区教育行政連絡会を設置しまして、定例的に校長先生

方と我々区の職員で意見交換をさせていただいております。 

 また、皆様方ご存じのように、各学校ごとに学校協議会ということで、保護者の方々、

地域の皆様方のご意見をお聞きしながらそれぞれ学校の運営を進めていくという枠組みに

なっております。 

 そして、さらに区民の方のご意見をお聞きするということで、それがこの区政会議の教

育部会の位置づけになってございます。この右側に図がございますけれども、今申しあげ

ましたように、真ん中に区役所、区長が区担当教育次長となっておりまして、左側にこの

区政会議の教育部会が、そして右側に学校長と連絡する区の教育行政連絡会がある。そし



 

6 

 

てこの下に学校協議会ということで、学校ごとの保護者のご意見をお聞きする場という、

この大きな枠組みが分権型教育行政ということで進めてまいるということになっておりま

す。 

 それでは、また左側の部会の流れというところにありますように、今申しあげましたよ

うにいろいろと皆様から我々区のほうで取り組む事業、また予算についてご意見をいただ

くと。意見・評価をいただきまして、そして下にあるように、いろんなフリーディスカッ

ションを含めましてご提案をいただいて、意見・評価・ご提案をこの右側にありますよう

に、1つはこの区政会議での全体会にこの部会のご意見を反映させていくと。そして事業・

予算への反映を検討していくということ、そして市全体にかかわることにつきましては、

教育委員会に意見を届けていきたいと考えております。 

 それと、活動の予定ということでございますけれども、これは12月、今のこの部会でこ

の2項目めで29年度、今年度実施しております事業についてご説明を申しあげまして、そし

て来年度に向けての、予算はまだ固まっておりませんので、今後の方向性となりますけれ

ども、30年度に向けての方向性について、またご説明させていただいていろいろとご意見

を賜ればと思っております。 

 今日の議論を踏まえまして、今年度は2月ごろにさらに予算もある程度見えてまいります

ので、そういった意味合いで区での独自の予算・取り組みについて、また改めてご説明を

申しあげまして、意見交換もさせていただけたらと思っております。 

 予算の関係でいきますと、この右側に区教育行政の範囲という、これも図を描いており

ますけれども、先ほど申しあげましたように、区長の立場と区担当教育次長の立場がござ

いまして、予算的にも区の予算、これが右側に区長と書いておりまして区役所予算という

ことで、小学生やる気アップ学習支援事業など書いております。これは区で独自に予算化

できるもの、そして左側が教育委員会予算ということでありますけれども、ここに区担当

教育次長執行枠と書いておりますように、教育委員会の予算ではございますけれども、区

でかなり自由に事業の組み立てができるという中身の予算でございます。ただし、総額の

枠がございますので、大幅に伸びるということは難しゅうございますけれども、そういっ

た教育委員会の予算を活用するもの、そして区役所独自の予算という大きな枠組みがある

ということを書かせていただいています。 

 それと、裏側をごらんいただきましたら、これはこの間、教育部会で進めてきた議論に

ついて簡単にまとめたものでございます。 
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 あまり詳しくはご説明申しあげませんけれども、左側の27年度の第1回の教育部会であれ

ば、中学生ネパールとのWeb交流事業、これも後で2の項目でご説明申しあげますけれども、

異文化交流が目的ということでいいんではないかというご意見、また、小学生やる気アッ

プ学習支援事業についても、英語なんかも入ればいいなというご意見やらいただいたとこ

ろでございます。 

 そして、右側が28年度の第1回の教育部会で、その中では28年度につきましては、子ども

たちの貧困対策ということでいろいろ検討していくという中で、いろんな子どもたちに手

を差し伸べていく必要があるんではないかと、どういうふうに把握できるのかと、また、

積極的な情報発信が必要だといったようなご意見をいただいたところでございます。 

 また、そのほかには、学校のWi-Fiを含めたインフラ整備、LAN環境などが十分ではない、

もっと学校教育のICTについて進めていくべきではないかといったようなご意見を賜った

ところでございます。 

 さらには、貧困対策の関係で言えば、SSWということでスクールソーシャルワーカーとい

う福祉関係の情報提供をするものについて、今年度、ご意見もいただきながら設置を区独

自でしてまいったというような議論が27年度、28年度であったというところでございます。 

 表に戻っていただきまして、今申しあげましたのがこの間の経過と大きな分権型教育行

政の枠組みということで、先ほどご説明申しあげましたように、今日、29年度の予算、30

年度に向けての方向性をご説明申しあげて、そしてご議論いただけたらというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、議題1につきまして、忌憚のないご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

【江川副議長】 

 ソーシャルワーカーなんですけれども、これは来年度もまた入っているんですか。入っ

ていたらことしどんな効果があったとか、そんなんわかるんですか。 

【竹下課長】 

 こども教育担当の竹下でございます。よろしくお願いいたします。 

 平成29年度からスクールソーシャルワーカーによるこども相談事業ということで始めま

して、この事業につきましては都島区独自で子どもの貧困対策ということで取り組みを始
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めております。そして後ほどまたご説明いたしますけれども、平成30年度も引き続きこの

事業を継続してまいります。 

 今現在、資料2の2ページに書いておりまして、平成29年度の取り組みについて進捗状況

ということで、都島区内には9つの小学校と5つの中学校がございまして、それぞれの学校

と連携をしながら、課題の解消に向けて取り組みをするということで、現状、SSWが中心と

なって対応した事案の件数としては40件ということで、今、この数字がございます。都島

区役所の保健福祉課、私どもこども教育担当の中には、子育て支援室という子どもさんた

ちの育ちの相談とか、そういったことに取り組んでいる部署でございまして、そこにスク

ールソーシャルワーカーを配置しておりますので、そういった観点からも学校と連携をし

ているような、今そういう状況でございます。 

 ただ、今現在、この年度に入ってから9カ月過ぎつつありますけれども、まだ初年度とい

うことで、まず学校との連携とかそういったことの構築に力を注いでいるような状況もご

ざいますので、具体的に何件が課題が解決したとか、そういうことはまだ申しあげられる

ような状況ではございませんけれども、小中学校との連携を強めながら課題の解決に当た

っているところでございます。この年度末には、また、教育部会あるいは全体会の場でも、

この件についてはご報告をしなければいけないと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

【田中議長】 

 ほかにございませんか。 

【辻上委員】 

 このスクールソーシャルワーカーなんですけれども、40件対応したケースがあると記載

があるんですけれども、これは40名なのか、40回なのか、どちらなのかということと、あ

と私たちはまだ中学生の子どもがいる保護者になるんですけれども、これを知っている人

は本当にいないと思います。学校でのいじめというよりも、不登校の子がすごくふえてい

るように今、耳に入ってくる話でも多くて、そういう子たちはこれを知っているのか。私

たちがただ単にその子の保護者からぽんと相談をされたときに、ふと教育担当につないだ

らこれを対応していただけるのかということをお聞きしたいです。 

【竹下課長】 

 この40件は40人、人数というふうにお考えいただいたら結構です。それぞれの事案に対

して働きかけをしておりますので、子どもさんに会うとき、親御さんに会う、それから学
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校といろいろご相談する、そういったことがこの中身ではあります。 

 広く区内の方にこのことをお知らせできているかといいますと、都島区ではスクールソ

ーシャルワーカーを配置しましたよということについては、広報誌とかでもとり挙げてい

る部分はございます。ただこの取り組みについて、主に今年度は各学校の不登校の事案に

つきまして、今は学校からいろんなご相談を受けながら、不登校に限らず対応している部

分もございますけれども、もともと平成28年度に子どもの生活に関する悉皆調査を実施し

まして、その折に子どもさんたちの声を聞いたときに誰にも相談できないという声が都島

区では特徴的でございましたので、それでスクールソーシャルワーカーの配置ということ

で検討し、今に至っております。 

 ですので、家庭的な要因とか、そういったことで学校に行けないようなご家庭があれば、

それは本当に、辻上さんは子育て支援ネットワークとかにもかかわっていただいていろん

な事案についてもご存じの部分もあると思いますし、それ以外にもそういう事案があると

いうことでありましたら区のにもご連絡をいただけましたら、私どもから学校に状況を聞

いたりもしながら対応していくような、そういう形になると思いますので、お知らせいた

だけたらありがたいと思います。 

【玉川委員】 

 今回初めてなので、まだこのSSWの内容がはっきり理解できていないんですけれども、先

ほど辻上さんから言われた不登校というそれに対して、まず1つは、このSSWというのはど

ういう位置づけになっているんですか、学校の中じゃないんですよね。外部ですよね。そ

の位置づけがもうひとつはっきりわからないのと、貧困云々というよりも、今どちらかと

いうと不登校というのをどう救っていくかということも考えないかんのじゃないかな。そ

の不登校に対してまだ余り反応がされていないんじゃないかなという感じがするんですけ

れども、そこら辺をちょっと教えていただければと。 

【竹下課長】 

 まず、スクールソーシャルワーカーというのは、今、私どもは区役所の子育て支援室に1

名を独自で配置しておりますけれども、もともとは教育委員会が大阪市内で、24区全体の

中で10名のスクールソーシャルワーカーを拠点校というところに配置をして運営している

のが一つあります。そしてそれ以外に区独自でスクールソーシャルワーカーを配置してい

るのが現在7区ございます。その中で都島区は平成29年度からこれを実施しておりますけれ

ども、形としては区役所に出勤をして、そして学校からの要請に基づいて巡回するような
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形で各学校に行かせていただいています。 

 今、委員からお話がありましたように、不登校というのはいろんな要因があって、本来、

学校の中で起こっていること、いじめとかに関していうと学校が基本的には対応されてお

られます。ただ私どもで課題として考えていますのは、昨年度から子どもの貧困対策とい

う言い方をしておりますけれども、要は子どもさんたちが生まれ育った環境とかに関係な

く、同じ生活ができるようにしていこうというのが大阪市が今取り組んでおる貧困対策と

言われている中の取り組みなんですけれども、その一つとして調査の結果から都島区では

何が必要かなと考えたときに、実は学校にもご相談をしまして、学校が対応しなければな

らない不登校事案、それから子どもにいじめとかそういうこと以外でも親御さんが朝起き

られない、それから子どもさんたちを養育する能力が少ししんどいご家庭もございます。

そういった中で、家庭に起因する問題で学校に来られない子どもさんについては、行政に

お願いできないかなみたいなお話も頂戴しました。 

 そういったことから、都島区ではスクールソーシャルワーカーを区に配置して、そして

学校に伺いながら、結果として先ほど申しましたように不登校以外に、子どもさんの状況

に応じて学校からご相談があれば今は対応している部分もございますけれども、今、委員

の方からご質問がありましたスクールソーシャルワーカーがどんな仕事をするかといいま

すと、福祉的な知識、社会福祉士でありますとか、そういった資格者を今入れております

ので、福祉的な知識とか、そういったものを生かして学校の先生方にも周知をする。それ

からさまざまな機関の例えば社会福祉協議会もございますし、それから医療機関があった

りとか、それから社会福祉的なさまざまな機関をつなぐような、ここを紹介したらこのご

家庭には一つの活路が見出せるんではないかとか、そういう観点で支援をしていくのがス

クールソーシャルワーカーの役割と考えておりまして、初年度はまだそういうところまで

至っておりませんけれども、そういう形で30年度以降も続けながら、本来、スクールソー

シャルワーカーが果たすべき役割ということで、学校と、それから行政が一緒に連携しな

がらいろんな課題を解消していくような取り組みをするというのが現在の状況でございま

す。 

【玉川委員】 

 学校のアクションでというのが一つのアクションになると思うんですけれども、今、世

の中でいじめとか、それからいろんな原因で学校の不登校という、そういうような学校が

アクションを起こさないから自殺とかそういうのが出ている。だから学校側のアクション
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によってやるということじゃなしに、もう少し別のアクションがあってしかるべきじゃな

いかなという感じがするんですけれども、かといって、じゃ、自分らでそれを探してどう

のこうのというようなパワーも当然ないだろうと思うので、非常に難しい問題かもわかり

ませんけれども、必ずしも学校が全てを把握して、それに対してアクションを起こしてい

るわけではないということは承知いただきたい。 

 ある中学校で不登校が非常に増えておるという、そういうようなことも間接的に私聞い

ていますし、そういう状況を行政の立場としてどこまで行動するのか、あるいは教育委員

会にそういうような内容がきっちり報告されていないケースのほうが多いと思うんですね。

それをどう捕まえるか、そういうようなことも考えていかないかんのじゃないかなと思う

んですけれども、抽象的な話にならざるを得ないので、個人情報の関係とかいろいろある

と思うので難しいかもわかりませんけれども、逆に受け身の状況ではだめだというのが現

状じゃないかなと思いますので、あえて。 

【竹下課長】 

 ありがとうございます。 

 先ほど私、保健福祉課こども教育担当ということで、子育て支援室という担当としても、

今、委員からいただきました能動的に動けるようにということで、引き続き考えてまいり

たいと思いますし、また、大阪市にはこども相談センターとかたくさんの機関もございま

す。そういったところときっちりと連絡もとり合いながら、ぜひ30年度さらにこれが機能

しますように取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 ちょっとすぐに詳細のほうへ入っていきがちなので、今の議題でいけば、この進め方、

体制という部分で何かご意見があればと思っていたんですが、今の中身に関しましては、

また2番目の議題等でまたさらに詳細等をご質問があればいただければなと思っておりま

す。 

 体制という部分ですみません、私から1点だけ。どうしても今、小中連携という部分は非

常に強くうたわれているんですが、特に都島という特徴を生かすと、都島には市立の高校

が4つ、都島工業、都島第二工業、それから桜宮高校、東高校、市立の高校が4つ、しかも

工業系、スポーツ系、普通科系、こんな区、他になかなかないんですよね。私も今、中学3

年の受験生を持つ親です。その中で中学校と高校の連携というのが、先生方も試験制度が
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変化していくということもあって、非常に戸惑いを感じている部分があるようです。校長

先生ともそういった話を時々するケースがありまして、区長ともそういったお話が、校長

会ともつながって上がってきているかと思います。ぜひ都島においてはそういった部分、

高校との連携、高校生も非常に地域に対してのボランティアも熱心に行ってもらっている

ので、子どもたちにとっても非常にプラスな教育環境じゃないかなと思っております。ぜ

ひそういった部分も体制の中にひとつ取り組んでいけるような形で進めていただければと

願っております。 

【林田区長】 

 今、田中議長からおっしゃっていただいて、まさに私も同じ思いでございまして、区内、

残念ながら大学がないということもありますけれども、一方で市立のしっかりした高校が4

校ありますので、そして実際にこの間、桜宮高校を筆頭に各地域にいろいろボランティア

にも行く。また、今日もご説明、後でさせていただきますけれども、小学校へ生徒さんが

教えに行くとか、逆に小学生が学びに来るといったような交流が非常に広がってきており

ます。それに触発されてといいますか、区内全体の中でも東高校も都島工業もそれぞれ区

民まつりでありますとか、そういったところにも参加いただく。また、成人式でもいろい

ろお手伝いいただけるというふうな広がりを持ってきておりますので、より中学校ともう

ちょっと同じシステム的に連携できるような枠組みみたいなのを、今も教員間の交流であ

るとか、出前授業みたいなのはありますけれども、それをもうちょっとかっちりした形に

できないかというのは、校長会ともご相談しながら進めていきたいと思っております。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 他にご意見等ございますでしょうか。 

【小田切委員】 

 今の中高連携について、私は地域のことをやっているんですけれども、防災訓練ですね。

防災訓練なんかを中学生、高校生一緒になってやったら、一つのきっかけとしていいんじ

ゃないかと思います。 

【林田区長】 

 中学校なんかは特に今、実際にそういった防災訓練を一緒に地域とやらせていただいて

いる学校もあるかと思います。土曜授業とか日程の関係もありますけれども、そういった

実際に災害が起こったときに生徒さんがどんな活動ができるんか、その時間帯ですね。昼
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間の授業のある時間帯であれば生徒さんも学校にいますから、そういったことも想定しな

がらどういうことが考えられるのかというのを検討もしていきたいと思います。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、時間の関係もありますので、続きまして、議題2、教育施策の概要及び29年度

の進捗状況について、事務局からご説明をお願いいたします。 

【竹下課長】 

 それでは、資料2に基づきまして、私からご説明します。 

 今日は、平成29年度の第1回の教育部会ということで新しい委員さんもおられますので、

これまでの都島区の教育施策についてもご説明をしながら、今年度の進捗状況についてお

話をしたいと思います。 

 まず、資料2の1ページと2ページにつきましては、区役所予算、区まちづくり推進費によ

って実施している事業でございます。平成25年度から小学生やる気アップ学習支援事業と

いうものをやってまいりました。これは子どもたちの基礎学力を向上させて小学校中学年

時、3年生、4年生時に最初のつまずきがあるということがございまして、子どもたちの学

習意欲を向上させて今後のやる気につながるような学習会をやっていこうということで始

めました。 

 平成25年度、初年度は、都島小学校、内代小学校、東都島小学校の3小学校で始め、26

年度に桜宮、中野小学校、それから大東小学校が参加され、平成27年度以降、今年度まで9

小学校が参加してくださっています。 

 この事業の特徴としまして、夏休みの期間中に連続5日間の学習会を開催するものでござ

いますけれども、子どもたちに年齢の近い大学生等の講師が指導をするということで、内

容としましては、算数、国語を必須として子どもたちが大体5・6人ぐらいの一グループに1

人の先生がつくような形で授業をやっております。それぞれ毎年、プロポーザルによって

専門事業者のノウハウを生かすということで事業者を選定し、委託によって実施している

ものでございます。この間、この教育部会の中でこの事業に関しましても委員の皆様方か

らご意見を頂戴して、英語授業についても小学校の教科化されるようなこともございます

ので、英語も入ればいいみたいなご意見も頂戴したことがございます。 

 そういったことから、平成29年度につきましては、夏休み、7月末から8月の始業式の日

までかけてですけれども、9つの小学校で事業を実施し、算数、国語、そして外国語活動と
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して英語になれ親しむプログラムを実施するということを今回の事業者の選定に当たりま

して仕様に含めましたので、子どもたちは1日だけ英語に親しむようなプログラムも受講し

たところでございます。 

 各校30名程度の人数をということでやってまいりました。ただ小学校の規模が大規模校

から人数の少ない学校もありまして、トータルで257名の参加でございました。今現在、参

加したお子さん、それから保護者の方のアンケートの集計をしておりますので、またこれ

は2月のこの会議の折に状況のご説明ができたらと思っております。 

 次に、中学生ネパールとのWeb交流事業ということで、こちらも平成25年度から実施して

まいりました。これはグローバル化時代に必要なコミュニケーション能力の育成というこ

とで、Web交流では英語はしゃべれるならしゃべってもいいということで取り組みをしてお

ります。まず、ネパールの中学生の皆さんとスカイプという仕組みを使って対面で話をす

るという状況をつくり出して、その中で日本の子どもさんたちとは全く違う環境にあるネ

パールの子どもさんたちと異文化に触れ合う機会を設定するということ、これまでやって

まいりました。 

 25年度に2校、それから26年度に3校、27年度以降は5中学校で参加いただいて、大体1年

間に各学校とも2回から3回、Web交流の機会を持ち、また、その前には事前学習会というこ

とで、それぞれの文化についてあらかじめ学習をするとか、そういったことをしながら、

最後には、年によっては交流の結果を話し合うような機会も設けてまいりました。 

 2ページをご覧いただきますと、上の段に26年度のWeb交流の写真がございます。実は、

この年には10月にネパールの文部大臣が来日されまして、桜宮中学校を訪問して交流をさ

れたり、区役所でも教育の取り組みに関して意見交換をしたりしました。 

 また、27年4月にネパールで大地震が発生して、このときにはこの事業に参加している中

学生たちがそれぞれ学校で募金活動に取り組んでくれまして、その集まった募金の受け渡

しをするシーンがこの27年の大震災、募金の受け渡しの写真でございます。そして次の写

真は、29年2月にこの間Web交流に参加していたネパールの中学生たち、カトマンズの私立

の中学校ですけれども、そこの校長先生と生徒たち、そしてネパールの日本で言う文部科

学省にあたるセクションの方が同行して来られまして都島区を訪問され、区役所で各中学

校の皆さんに集まってもらって全体の交流会をし、また、学校を訪問して、都島区内の中

学生の皆さんも、今までスカイプで語り合っていた皆さんが目の前に来て、そして言葉は

なかなか通じないけれども、まさに本当にフェース・トゥ・フェースでボディーランゲー
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ジも含めて積極的に交流をしたのがこの29年2月の皆さんの来日のときの様子でございま

す。 

 平成29年度につきましては、既に3回目の交流を終えているところでございます。ただ区

役所でこの交流会をしますとどうしても各学校とも参加人数が限られるということがござ

いました。そして昨年度、今年度、友渕中学校においては学校での交流ということで、学

校にお邪魔してそれぞれ60人、70人の生徒さんたちが登場して、ネパールの中学生とやり

とりをするようなこともやっております。この取り組みにつきましては、後ほどまた平成

30年度の取り組みをご説明しますときに、これからこの要素も残しながら発展的に拡充を

していきたいということについてもお話ししようと思っております。 

 そして次に、発達障がいサポート事業というのをやっております。こちらも平成25年度

から、これは都島区独自というよりも、24区各区においてさまざまな形で実施しておりま

すけれども、内容としましては、小中学校に在籍されている発達障がいのある児童生徒の

皆さんの授業の場面ではなくて、登下校でありましたり、遠足でありましたり、課業以外

の皆さんの生活行動面のサポートをするということで、有償ボランティアの方にサポータ

ーとして来ていただいて、そして子どもさんの支援をするという、そういう学校からの要

望に応じて必要なサポーターさんの配置をする、そういった事業をずっとやってきており

ます。本年度につきましても、それぞれ小中学校にサポーターを配置して支援を行ってい

るところです。 

 そして最後になりますけれども、先ほど来ご説明しておりますスクールソーシャルワー

カーによるこども相談事業というのを今年度から取り組みを始めております。今現在、7

つの小学校と、それから5つの中学校の、40件というのは40人と、40ケースということです

けれども、そのケースについて支援をしているところです。 

 こちらにつきましては、今現在の件数だけではなくて、どうであったかということにつ

いては区でも今後分析をしながら、また年度末にはご報告をしていきたいと思っておりま

す。 

 ここまでが区のまちづくり推進費によるものでございますけれども、次の3ページから4

ページの中段までにかけましては、教育委員会予算で区担当教育次長執行枠ということで、

これはこの事業が始まりましたときに額については大体おおむね400万円弱の金額が都島

区には配分されております。その中で必要な事業、区として取り組まなければならないと

する事業についてやってきております。 
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 その中身が、まず1つが小学生運動能力向上支援事業ということで、こちらは28年度から

取り組みを始めておりますけれども、これは全国体力・運動能力、運動習慣調査結果によ

りまして、大阪市は全国に比べて結果が低いという状況もございます。また、都島区の学

校も、種目によっては上回っているものもありますけれども、総じて走力とかについて低

い部分もあるということで、その部分に着目しまして小学校の4年生を対象に、体育科の授

業等を活用して運動能力の向上を図る取り組みを進めるということで、学校の体育科の授

業にインストラクターを派遣して水泳の指導、それからかけっこの指導とかに取り組んで

まいりました。 

 28年度は水泳と陸上ということだったんですけれども、29年度は今現在、陸上を必須と

し、それ以外につきましてもう一種目、学校が希望される種目、水泳も含めてですけれど

も、その他の種目をお聞きして、体育科の授業でインストラクターを派遣して指導するこ

と。それから若い先生方もおられて子どもさんたちが安全に運動できるような指導の仕方

とかについても講習が要るというご要望も学校のほうから頂戴しまして、それに対して専

門の方に来ていただいて、昨年度も今年度も2回、教員向けの安全講習会を実施いたしまし

た。 

 その他といたしまして、先ほど少し区長からもお話ししましたけれども、桜宮高等学校

との交流事業ということで、桜宮高等学校で将来、教師、指導者をめざしていらっしゃる

生徒さんたちが授業の一環として小学校からの要望に基づいて学校に赴いたり、また桜宮

高等学校に児童が行かれたりして指導を受ける、指導をするというような交流事業をやっ

ております。今年度につきましては、11月17日には淀川小学校の児童の皆さんが桜宮高等

学校に行かれてバレーボールの指導を受けられました。また、1月には都島小学校、2月に

は桜宮小学校ということで、それぞれ球技とかの指導を受けられることになっております。

こちらにつきましても、また小学校のアンケートでそれぞれの取り組みについての効果に

ついては検証してまいりたいと思っております。 

 次に、民間事業者を活用した課外授業というのを平成28年度から取り組んでおります。

こちらは基礎学力の向上と、それから子どもさんの習熟に応じた学力の向上に取り組む必

要があるということで、こちらは中学生を対象に、各中学校の放課後の教室等を活用して、

この場所を無償で提供して塾事業者のノウハウを生かして子どもさんたちを指導するとい

うものでございますけれども、皆様ご存じと思いますけれども、大阪市では塾代助成事業

という事業をやっておりまして、収入要件とかはございますけれども、親御さんの申請に
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基づいて塾代助成カード、バウチャーと呼んでおりますけれども、1万円のバウチャーを受

けることができます。この民間事業者を活用した課外授業につきましては、費用は1万円、

ただバウチャーを使われたら実質無料みたいな、そういうような事業として取り組んでま

いりました。 

 平成28年度には、高倉中学校、淀川中学校、友渕中学校で先行して2学期から実施し、29

年度につきましては、今の進捗状況に書いておりますけれども、5月から高倉中学校、淀川

中学校、友渕中学校と、都島中学校につきましては今年度建てかえに着手しておりますの

で、区民センター教室ということで区民センターで各学校の生徒さんを対象に事業を実施

しております。また、9月から桜宮中学校でも事業を開始しております。受講者数につきま

しては、各教室、広さによって人数が若干違っておりますけれども、75名ということで、

大体定員の6割5分ぐらいが今の受講状況でございます。こちらにつきましても、平成30年

度の実施に向けて、事業者の募集とか、それからたくさんの方に受講していただけるよう

な仕掛けについて今考えているところでございます。 

 この成果の測り方としましては、4ページの上段にございますけれども、子どもさんたち

の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いう、そういう回答をし

た割合を成果の測定の指標にしております。この事業につきましては、また後ほど30年度

についてもやっていくということでご説明しようと思っております。 

 そして3つ目なんですけれども、都島区の学力向上支援サポート事業ということで、これ

は先ほど発達障がいサポート事業ということでご説明しましたけれども、こちらは授業中、

それから放課後、学校が実施される学習の中で、先生の補助をするというようなことも含

めて学力向上支援サポーターを配置して取り組むというもので、今現在、平成29年度につ

きましては、区内9小学校でサポーターの配置を行っているところです。 

 校長経営戦略支援予算の区担当教育次長執行枠の事業としては、こういった取り組みを

しております。 

 そして最後になりましたけれども、大阪市が推進する施策ということで、資料1のほうで

区長から大阪市の教育施策について、平成27年度から分権型教育行政の推進ということで

さまざまな取り組みを進めていることについてご説明申しあげましたけれども、その取り

組みが下から3つ目の分についてはこの教育部会のこと、それから校長先生方と意見交換を

する区教育行政連絡会、そして学校協議会の開催に当たりましては、委員さんたちに対し

て区役所がこの学校協議会の内容、運営につきまして研修を実施させていただいておりま
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す。 

 あと、上の3つの項目につきましては、平成26年度から中学校、27年度からは小学校の学

校選択制を開始しております。学校選択制の実施につきまして、私どもこども教育担当と、

それから窓口サービス課の就学事務担当で一緒にこの学校選択制の実施を行っております。 

 ちなみに学校選択制といいますのは、小中学校に入学するときの1回だけ理由を問わずに

子どもさんたちが校区以外の学校について選ぶことができるという制度でございまして、

都島区では29年4月の状況でいいますと、小学校で大体全体の7％ぐらいの方が学校選択に

よって校区以外の学校に行っておられます。中学校では5.3％程度ということで、それぐら

いの割合で学校選択を利用して校区以外の学校に行っておられます。 

 次の中学校給食につきましては、平成26年度からお弁当方式の給食を都島区の場合は、

中学校全ての3学年で導入するということで進めてまいりました。ただ現在、都島区では3

つの中学校では小学校からの配送による親子方式の給食に移行しております。平成31年度

の2学期までにはあとの2校につきましても環境を整えて親子形式、また自校調理になるか、

そこはまだ不明でございますけれども、中学校給食の改善が図られていく状況になってお

ります。 

 そして学校図書館の関係で、今、学校図書館の開館回数、それから開館回数の拡充、そ

れから図書室の充実とか、そういうことで取り組みを大阪市全体で進めておりまして、図

書館の開館に当たって学校図書館の補助員さんの配置ということで、これにつきましては、

教育委員会の中央図書館と各区が連携しながら、学校図書館の開館の充実とかについて取

り組んでいるところでございます。 

 本日の資料の中にオレンジ色のチラシを入れさせていただいております。こちらをご覧

いただいてよろしいでしょうか。今私が申しあげましたのは、学校図書館の活用推進事業

ということで、この間、大阪市全体で取り組んでおりまして、来年の1月14日日曜日に中央

図書館においてこの間の各学校の学校図書館の充実の取り組み等について発表したり、そ

れからセミナーを行ったりする学校図書館フェアを開催することになりました。 

 この中身については、PTAの皆さんはご存じの方もおありかもわかりません。今回、広く

市民の方に中央図書館に来ていただいて、その取り組みについてもいただきたいというこ

とで、私どもの窓口にもこのチラシは配架しております。本日ご参加の皆様にも、もしも

お時間が許すようでしたら中央図書館に足をお運びいただきたいと思っております。 

 長くなりましたけれども、資料2に基づいて教育施策の概要と本年度の進捗状況について
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お話しさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の議案につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

【日野委員】 

 ありがとうございました。 

 いろいろあって、いろいろ知らないことがあるなと思ったんですけれども、何となく私

の周りの不登校とか、発達障がいの人の親子とかで、やっぱりこういうサポーターとかソ

ーシャルワーカーとかを配置されていてもこぼれている子どもさんとか、親御さんがいる

ん違うかなという印象を受けました。具体的にこの辺はっきり聞いて、サポートを受けて

いるとかそういうのを聞いての印象ではないので、ちょっと漠然としていてわからないん

ですけれども、引き続き頑張ってください。 

 それと質問なんですけれども、このネパールの大震災の募金の受け渡しは、生徒たちが

一生懸命募金を集めたとおっしゃっていましたけれども、そのとき学校から何かお金をま

とめて渡したとかあるいは都島区からとかいうのはあったんでしょうか。 

【竹下課長】 

 まず今回、震災の折に募金をしてくださった学校が複数校ありまして、学校の中で生徒

会の方たちがこのWeb交流事業に参加されているケースがございまして、生徒さんから声が

上がって、自分たちで自発的に募金をするということで、集められたお金は全て子どもさ

んたちが持ち寄られたものです。学校からも区役所からも出しておりません。 

 学校によっては街頭でもされたということで、商店街で入れてくださったような募金も

入っているように伺っております。ただこの募金については、子どもさんたちが校門に立

ったりして集められたもので、集計されたものについては私どもできちんと数字をお聞き

して、それをこの事業のカウンターパートとしてNPO法人の皆さんがネパールと行き来をさ

れていますので、そこを介してそのお金を受け渡ししたという、そういうことでございま

す。 

【日野委員】 

 合計金額はお幾らだったんですか。 

【竹下課長】 

 すみません、今手元にございませんけれども、また改めてご報告するようにします。結



 

20 

 

果についてはホームページにも載せたりしておりましたので、今、曖昧な数字になったら

いけませんので。 

【小田切委員】 

 いいですか。私も実は寄附したんですけれども。 

【日野委員】 

 そうですか。 

【小田切委員】 

 たまたま僕はネパールにかかわりがあったので、それで地震が、そちらのネパールの地

震の対応の件で、それで中学校3校でやっていると、Web交流の絡みから生徒たちが自主的

に言い出して集めたということだったんですけれども、だから校内で、校門に立って生徒

たちが来て、先生も寄附したんでしょうけれども、先ほど商店街でもやったというお話が

あったんですけれども、もっと本当は広くやってもよかったのかなと思うんだけど、何し

ろ生徒たちがWeb交流していた関係で、心配で自分たちでも何とかしたいということでされ

たんですよ。私みたいに外部で知り得た人間は多少したかもしれませんけれども、ですか

ら、金額はそれほど高額ではございません。 

【日野委員】 

 わかりました。 

【小田切委員】 

 子どもたちが集めたあれですけれども。 

 気持ちはすごく伝わったと思います。 

【竹下課長】 

 ありがとうございます。 

 すみません、今出てきました。合計で19万989円です。これは中学校でそれぞれ集めてく

ださったものの合計ですので、それから例えば絵を描いたりとか、そういったものもあわ

せてお渡ししました。金額的には19万989円ということでございました。 

【日野委員】 

難しいところで、子どもたちの自発的なその思いを大切にしてあげたく大人は手出しし

なかったのかもしれないですけれども、19万、20万円ぐらいって子どもたちからしたらす

ごい努力で、すごいありがたいお金なのはわかるんですけれども、実際に国として本当に

困っている状況のときに、学校とか区とかから、もうちょっとまとまったお金は難しいと
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ころですか。 

【田中議長】 

 難しいでしょうね。そこにしかしない、そこにすると他の国はどうなんという話になる

ので。 

【日野委員】 

 ああ、ただこういう交流、そうですね。子どもたち、はい、難しいところですね。わか

りました。ありがとうございます。 

【竹下課長】 

 ありがとうございます。そのときに交流していた3つの中学校で、それぞれ集めてくれて、

今、申しあげた金額、学校によっても多少ばらつきはございますけれども、交流していた

彼らのために集めたいという、そういうお話を集められた後に学校からもお聞きしたよう

な状況もございました。この年には区民まつりで区役所もブースを出しました。その折に

実は小田切さんから缶バッジを頂戴しまして、募金をしてくださった区民の方に缶バッジ

を差しあげたような、そんなこともございました。 

 以上でございます。 

【小田切委員】 

 現地への支援は日本全国から相当集まっていろんな分野でされましたが、これはあくま

で子どもたちがWeb交流していて相手の生徒さんたちの無事かどうかの心配をされて、それ

で子どもたちが何とかしたいということで自主的にされたんです。 

【田中議長】 

 ほかにございませんでしょうか。 

【田矢委員】 

 いいですか。学力向上支援サポート事業ということの一環なんですけれども、小学生と

いうのは午前中は4時間で午後から2時間というのが大体の学校の流れなんですけれども、

朝5時間授業にして午後から1時間にして残った1時間分を児童たちのわからないところを

補塡してあげるという、九州にあるというふうに以前言ったことがあるんですけれども、

その話を検討していただけるかなと思ったらなかなか去年のも全然出てこないので、先生

たちの現場の意見を聞いていると、6時間終わってから何か教えてくださいと言っても、先

生らもやらなあかんこともいっぱいあるし、そこには時間とってられへんという先生も実

際に生の声を聞いているところはあるんですけれども、朝5時間授業することによって、労
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働基準法が当然あるので時間の制約もあるんですけれども、朝5時間授業にして1時間、ご

飯食べて1時間して、残りの時間で教えてあげるというと、先生も時間の余裕ができるし、

子どもたちも、学力が実際に上がっていますからね、これ。九州で実例が出ているので、

それを都島が大阪で先陣切ってやっていただければいいなと以前も言ったことがあるんで

すけれども、せっかく区長さんが教育次長さんになられたんだから、そういう権限を持っ

てやっていただくのはいかがかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 

【林田区長】 

 枠組みとして今おっしゃっていただいたような効果なり、どういう形でできるのかとい

うのは、いわゆる授業の枠組みであるとか、勤務時間であるとか、今おっしゃっていただ

いたように実例があるということでいけるんでしょうけれども、その辺は一度また研究し

てみたいと思います。すみません。 

【田中議長】 

 ほかございませんか。ないでしょうか。 

 そうしましたら、議題3、30年度の事業の方向性について、事務局からご説明をお願いし

ます。 

【林田区長】 

 それでは、資料の3に基づきまして、冒頭の素案と方針のところについては私でご説明を

させていただきたいと思います。 

 基本的には、今まで行ってきた事業を継続しながらまた発展させたいと思っておりまし

て、1つは、1つ目のチョボであります区の使命というところでは、言うまでもなく区民の

方と協働しながら取り組んでいく。また、2つ目の点では、こういった場を含めまして区民

の方の声をお聞きしながら反映させていくと。そして3つ目には、予算は制約というのもご

ざいますので、選択と集中ということでいろいろ事業についても改善しながら取り組んで

いきたいと思っております。 

 それと、2つ目のチョボといたしまして、区政運営の基本的な考え方、区長の方針とあり

ますけれども、これも安心のまち、人がつながるまち、明日に誇れるまちと、この3本柱が

基本でございます。安全・安心での防災・防犯、それを支援するところでの地域活動協議

会、また連合町会、そういったことを中心としてコミュニティの活性化につなげていくこ

と、そして教育についての取り組み、現役世代の活力を生み出す取り組みというのを重点

的に進めていきたいと太字で書いておりますように考えております。それと都島区の魅力
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の発信ということももちろんでございます。 

 具体的には、来年度、ここに書いております中学生ネパールとのWeb交流事業、それと裏

面にあります小学校運動能力向上支援事業、この2つについて若干の改善をしながら拡充な

り、取り組みを変えていきたいと思っておりまして、中学生ネパールとのWeb交流事業につ

いては、また担当課長からご説明申しあげますけれども、1つはNPO法人の方に頼っている

という部分が正直ございまして、もうちょっとシステム的に事業として取り組んでいきた

い。それと、英語というのがやはり今、今後、小学校にも入っていくということもござい

ますので、英語という観点を重視できればと思っております。 

 それと、裏面での小学校の運動能力向上の支援につきましては、専門性というところで

課題もあるということで学校長からのご指摘もございましたので、真ん中に書いておりま

すスポーツトレーナーの方、学校現場に行っていただいても評価の高い方でございますの

で、こういう方に絞って、そしてこの方に学校の教員の方への指導といいますか、支援と

いいますか、そういったことを中心にスポーツトレーナーという専門性の中で取り組みを

したいと考えております。 

 詳細はまた課長からご説明しますけれども、そういったことを来年度の方向性としなが

ら取り組んでいきたいと思いますので、またそれ以外も先ほどご説明しました今年度の事

業にかかわって、またこういった件がどうかというようなご意見がありましたら、またよ

ろしくお願いを申しあげたいと思います。 

【竹下課長】 

 それでは、引き続きまして、資料3の1ページ中段以降につきましてご説明いたします。 

 議題1のときに江川委員からご質問いただきましたSSWの取り組みについて30年度はとい

うことで、すみません、この資料3の2ページのその他継続予定事業のところに、最後のと

ころ、SSWによるこども相談事業ということで漏れております。申しわけありません。SSW

によるこども相談事業を継続して実施してまいります。 

 このことにつきましては、今、平成30年度の都島区の運営方針の素案につきましては、

既にホームページのほうに掲載しておりまして、重点的に取り組む事業としてこのグロー

バル人材育成事業と、そしてスクールソーシャルワーカーによるこども相談事業について

も挙げております。2ページの下段のところに補記をよろしくお願いいたします。 

 それでは、また資料3、1ページに戻りまして、ネパールとのWeb交流事業を拡充する形で

内容を検討してまいりたいということで、今現在の事業につきましては、コミュニケーシ
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ョン能力の醸成ということに主眼を置いていることもありますけれども、対象者が一部の

生徒に限られることと、今、英語力、英対話力ということが問われている状況もございま

すので、平成30年度につきましては、今は中学生とのWeb交流事業ですけれども、小学校4

年生から6年生を対象とするイベントを追加する形で、また、中学生につきましても英対話

講座というものを継続実施して、その結果、出口のところでこれまでやっていたWeb交流会

を設けるような事業の検討をしてまいりたいと考えております。 

 中身といたしましては、まだ詳細に事業者の募集とか、そういうところに至っておりま

せんが、今考えていることにつきましては、対象を中学生だけではなくて、小学校の4年生

から6年生にも広げたイベントを実施し、広く区民の方に参加を募るような形で取り組むと

いうこと、そして英対話力の向上ということについても目を向けつつ、ただこれまで取り

組んでまいりましたグローバル人材育成の大切な要素として、コミュニケーション能力が

養われるような取り組みを行ってまいりたいと今考えております。 

 次に、2ページの小学校運動能力向上支援事業につきましては、今、28年度、29年度、教

員の方の指導の講座を担当していただいています講師の方、この方は桜宮高等学校のスポ

ーツトレーナーをされていた方で、この方にこの2年間は先生の講座を持っていただきまし

たけれども、平成30年度につきましては、これまで小学校4年生の体育授業を対象としてい

ましたものを全学年の児童の皆さんを対象に、ほぼ年間十月ぐらいの期間で各学校を1年間

で6日間、1日中6時限、その時間を設けてそれぞれ低学年、中学年、高学年の体に応じた指

導ということで、プログラムにつきましても年が明けましたら小学校と講師と調整をしな

がら内容を確定し、30年度の5月の初めぐらいから実際の事業を進めていきたいと考えてお

ります。この事業につきましても学校ときちんと連携をして効果的に実施してまいりたい

と思っております。 

 そして、その他の継続の予定事業といたしましては、先ほど説明いたしました現在行っ

ています小学生やる気アップ学習支援事業、発達障がいサポート事業、民間事業者を活用

した課外授業、そして学力向上支援サポート事業に加えまして申しあげましたSSWによるこ

ども相談事業について、30年度もその内容の充実を図ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、質問、ご意見等ございますでしょうか。 
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【玉川委員】 

 語学力のアップということなんですけれども、今、小学校の英語教育というのをこれか

らやろうということを全国的にされていると思うんですけれども、きょう現在は、それぞ

れの小学校にネイティブの人の採用というのはやられているんでしょうか。 

【竹下課長】 

 ネイティブ、小学校にというか、教育委員会で全部で何人ぐらいおりますかね。 

【林田区長】 

 基本的には、教育委員会で一括してネイティブの方を嘱託のような形で雇って各学校を

巡回してもらっていると。その巡回も今は確かに中学校がほとんどで、小学校というのは

実績がほとんどなかったかなと思っています。今もおっしゃっていただいたように、今後

は小学校では教科化になってくるということなんですけれども、まだその前段で英語にな

れ親しみましょうという外国語活動であったり、小学校でいうたら朝の授業が始まる前の

時間にDVDというか、耳から入ってくるような英会話を聞いて慣れてもらうという取り組み

をしているというのが現状です。 

【玉川委員】 

 ネパールとの話はものすごくいいことをやられていると思うんですけれども、やっぱり

語学というのは中学からというより、中学より小学校、小学校より幼稚園、要するに年少

のときからやっていかないとなかなか日常の会話に入るのに非常に時間がかかる。我々は

文法からスタートしてやって、今、こんなていたらくになっていますので、ヒアリングか

らできるだけ早い段階から会話というのをやっていかないと、どんどんどんどん世の中か

ら遅れてしまうんじゃないかなと。 

 今、韓国、中国、かなり日本にいろんな観光とかで来られているし、今、まさしく大阪

は万博云々というような話が出ていますので、早くに、これは都島区という問題じゃなし

に大阪市全体の問題だろうと思うんですよね。まずは何はさておきそういうような展開と

いうのをやっていく必然性もあるし、早急にやらないかんことじゃないかなというふうに

思うんです。 

 ネパール云々というのは、先鞭をつけられて非常にいいことだろうと思うんですけれど

も、その程度の人々しかないんですよね。中学生全員が対応しているかいうたらそんな状

況じゃない。数人か十数人とかそういうようなことしか対応できないので、むしろもっと

大きな形で語学の交流というのを早くやっていただきたいなという希望でございます。 
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【林田区長】 

 全市的な小学校での英語の取り組みというのは、これからいろいろと市全体としても取

り組んでいく、検討していく部分がありますので、今、委員が言われたようなことについ

ては教育委員会のほうにも言っていきたいと思います。 

 また、一方で、区としても中学生のネパールのWeb交流事業は中学生だけでしたけれども、

今ご説明したように来年度については、小学校4年から6年生についてもなれ親しむような

取り組みというのを、例えば全市的にもイングリッシュ・デイとか、イングリッシュビレ

ッジみたいな形をやっております。全市で募集しているので都島区の小学生さんでも手を

挙げて何人かは行けているんですけれども、限界がありますので、そういった取り組みを

区独自にもできたらと思っておりますので、そういったことで英語に親しんでもらえるよ

うな取り組みからまず始めていきたいと思っております。 

【田中議長】 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

【辻上委員】 

 今、玉川委員がおっしゃったことなんですけれども、小学校にもネイティブの先生が今

来られているということで、特に女の子、女子の児童なんかは外国人の方に興味があるみ

たいで、あこがれとかがあって追いかけ回していると。すごく楽しそうに英語に親しむこ

とができていると聞いています。ただ週に1回、50分、45分触れ合った程度で英語学力がつ

くかと言えばそうじゃないと思うので、その後どう英語を耳に残していくのかなというの

が課題だなと思っているというのと、あと、中学校でもネイティブの先生が来られている

んですけれども、今、定期テストの中の何点かはヒアリングがあるようなんですけれども、

自分が今まで習っていたのと発音がやっぱり違ったりとか、そのネイティブの先生によっ

て違うというところに戸惑いを見せているところがあると聞いています。やはり男の先生

よりも女の先生のほうが近寄っていきやすいみたいで、生徒や児童は、今、女の先生が来

ていてすごい人気やねんという話は聞いていますから、そういうところで英会話を怖いと

思ってしまったらそこまでだと思いますし、たとえ自分が間違っていても何かでコミュニ

ケーションをとれたら、じゃ、次はこういうふうにコンタクトをとってみようかなとか親

しんでもらったらなというのはすごくあります。 

 英語が得意になっていくというのは耳で、歌でもそうですし、短いアメリカドラマ、15

分や20分ぐらいのよくNHKでやっているようなドラマを音で聞いて、下に字幕が出るように、
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字幕スーパーでやっているような子はやっぱり英語が好きな子なのかなと、息子の友達と

かを見ていても、あの子すごいきれいに発音するなと思ったら、あの子はすごく好きで、

ユーチューブでも動画を英語のやつを見ていて、勝手に自分でうそでもええから口まねで

言うているような感じで、間違っていることを言うているんだけれども、それらしく聞こ

えると。それで自信を持って英語力が上がっていっているということも聞いているので、

ネパールのWeb交流もそうなんですけれども、積極的に間違ってもいいけれども、コンタク

トをとっていけるということを子どもたちにさせていただいたらなと思います。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 英語に関してもそうですけれども、たぶん全てを行政でするのは無理で、きっかけとし

ては非常に大きなものにはなっているんかなと思います。そこから先は当人がいかに興味

を持って自分でやっていくかしかないんだろうなと。結局何かやってくれというのは受け

身、義務教育やからという部分もあるけれども、基本的には今までなかったものも機会と

しては増えている。ただ小学校に英語、さらにはプログラミングという時代。本当に要り

ますかというものも含めて、現場に先生が足りない。今言うネイティブの先生も含めて区

に市、府がやろうとしている部分はあるけれども、それに現場がなかなか追いつけていな

いという部分を何とか改善、それこそ特区扱いぐらいで、例えば都島はここに力を入れま

すよということをしないと。大阪市教育委員会にちょうど先週も要望書を大阪市のPTAとし

て提出に行きましたけれども、満遍なく金をかけてもやっぱり無理です。仕事柄、ICTのこ

とを言うと、年間32億も大阪市はここ5年、6年とかけていますが、現状はなかなか追いつ

かない。だったら特区扱いで例えば100億ごんと突っ込んで一気にやるぐらいじゃないとな

かなか無理かなと。 

 英語も同じ形で、今、中学校で言えば部活の先生の負担を減らすということで、来年度、

大阪市としても二、三区ピックアップしてそこに先生を送り込もうという案は出ています

けれども、また結局中途半端にやった感出すんかというのが正直なところです。それは給

食でも同じでした。そういう部分がPTAという立場としても教育委員会、大阪市を含め、い

ろいろ声は常にあげているつもりですが、なかなか現実は難しいなというのもあるので、

身近な区というところから少しでもそういった部分、きっかけづくり的に今年度以降、来

年度以降含めて進んでいけばなと期待しています。その中でご協力できるものは地域、PTA

等、学校、三位一体になって頑張っていければという形かなと思っています。 
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 ほかに。 

【江川副議長】 

 ちょっと短く2点、提案と質問があるんですけれども、ネパール事業のやつで予算全体が

増えていないのに小学校が増えるので、絶対にまた内容が薄くなると思うので、前にもち

ょっと言ったんですけれども、ぶっちゃけ！都島みたいな人の集まるやつで子どものいる

ネイティブの人とか、うちの子とかも会って話したりしてどんどん英語を覚えようとやっ

ているので、そういう形でWebじゃなくてここに集まってみたいな形のああいう会合をやっ

たら予算かからずにできると思うので、それを考えてほしいというのが1点と、あと、平成

30年度、私調べてこなかったんですけれども、平成30年からたしかこども食堂に予算が全

区につくとか、今、先行3区だけなんですけれども、それはここには入らないんですか。 

【竹下課長】 

 すみません、さきのWeb交流の関係、人が集まる場所で、今はぶっちゃけ！都島とちょっ

と違う出前授業なことをやっています。その中でやることについても、それは区役所の中

で検討できると思います。 

 ちなみにすみません、グローバル人材育成事業につきましては、これまで非常に少ない

予算で、機器のレンタル料と、それから消耗品費ぐらいで33万8,000円でしたけれども、平

成30年度につきましては約150万円ぐらいの予算で事業を予定しております。これは先ほど

申しました運営方針の案のところにも、まだ予算は確定しておりませんけれども、検討状

況ということで公開しているところでございます。 

 それからこども食堂の関係の補助金のことですかね。 

【江川副議長】 

 そうです。あれは補助金だけ。 

【竹下課長】 

 そうです。 

【江川副議長】 

 申請したら補助金が出る。 

【竹下課長】 

 そうです、そうです。 

【江川副議長】 

 わかりました。 
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【竹下課長】 

 すみません。 

【林田区長】 

 あと、こども食堂の関係で言えば、食材の提供ということを、例えばいろんなNPOとか法

人とかの関係で賞味期限が切れそうなものを活用するということで、そういうのを希望さ

れるところに提供できないかということを全市的な取り組みとして、今、予算的に検討し

ているということではお聞きしておりますので、具体にまだなっていないのであれですけ

れども、そういったことは期待できるかなとは思っております。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに。 

【日野委員】 

 英語のことなんですけれども、私も好きでネパールとかインドによく行っていたんです

けれども、やっぱり土台が違うんですよ、国の英語の頻度の。テレビでもばんばん流れて

いるし、日常会話でも家庭の中で英語で簡単な会話とかしているし、学校の中でも英語で

授業をやっていたりとかするんですよね、高学年とか大きくなると、全然違うんですよ。

だからWeb交流は交流としてはすばらしい取り組みと思うんですけれども、それで本当にど

れだけ英語が向上するんやという実質的な話になると、日本という環境の中では、厳しい

面が、持続できないという面でかなりあると思うんですね。 

 もうちょっと、それこそさっきの遊びを取り入れてもっと身近に英語と接することがで

きる方法とか、そういう地域の、私も毎日のように海外の、外国の人が住んでいるなと欧

米の人を見るし、そういう人をうまく区に取り入れて子どもたちと何か区民まつりでも、

区がやるイベントのときでも地域の人と海外の人との交流の場で英語を生かせる取り組み

とかできたりしたらいいんじゃないかなと思います。 

【林田区長】 

 いろんなきっかけということで言えば、先ほど申しあげたようなイングリッシュ・デイ

であるとか、また先ほどご提案いただいたぶっちゃけ！都島とかああいうところも含めて、

いろんな機会が増やせたらと思っています。 

 それと、日常的なことで言えば、さっきも申しあげた小学校の低学年で毎日朝の授業が

始まるまでに英語を聞かせるという取り組みは、これは全国的には必ずしもやっていない
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中で、大阪市として先進的には取り組んでいますので、それが効果が上がってくればいい

なと期待はしているんですけれども。基本的に、日常的にそれはやっていますので、ある

意味、別に英語がしゃべられる小学校の教員でなくて、機器、DVDを使って日常的に英語に

親しませる、耳から入る形でということにしています。それに加えて今後、実際に教科化

されてきますので、今は小学校の教員の方は英語の教員いはりませんけれども、そこを研

修なり、また中学校からの英語の教員などでカバーしながら取り組めたらなと思っていま

す。また、それは教育委員会にも、英語についての保護者なり、区民の方の期待が大きい

んだということをまた訴えていきたいと思います。 

【田中議長】 

 ほかにご意見等ございませんか。 

 時間も来ましたので、最後にその他の件も含めて何かご質問、ご意見等あれば。 

【小田切委員】 

 私は地域のことをやっているんですけれども、今、町会の会計部長を耳の不自由な方に

やっていただいているんですよね。それで私もコミュニケーションをとらなあかんので手

話を習い始めておるんですけれども、まだ十分できないものですから、今、町会の会議な

んかのときには通訳さんに来ていただいてやっているんですけれども、耳の不自由な方た

ちにとってはみんなが手話ができるようになってほしいという希望を持っておられるんで

すけれども、大阪府の手話言語条例というのは、ことしの3月に施行されまして、手話も言

語であるということで、これからどんどん手話ができる人を増やしていこうということで、

私もそれに参加させていただいて今勉強中なわけなんですが、例えば小学校でそういう手

話に親しむ機会をつくっていただけないものかなと思うんですけれども。年に何回かそう

いう講師を呼んで手話というのはどういうものかというのを。今、英語を小学校からとい

うことで学んでいこうということなんですけれども、英語並みには到底無理ですが、手話

も小学生の子どもたちが親しめるようなことをできないのかなと思っているんですけれど

も、いかがでしょうか。 

【林田区長】 

 手話言語条例の関係もあって、全ての耳の不自由な方にもいろいろと対応できるように

と、これは行政的にも今課題として取り組んでいるところでして、いろんな講演会などで

は現実的には今はボランティア的な手話通訳の方に来ていただくようなことが多いですけ

れども、区役所内でも職員に1人、2人しかおらないんですけれども、手話できる者がおる。
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またそれをふやすための研修を取り組む、そしてあとは今インターネットなどで、ネット

でやりとりしながらそこで手話が画面に出てくるというようなシステムも出てきています

ので、それを区でも取り入れていくと、全市的にという取り組みを進めているところです。 

 学校で手話の授業をしているかしていないかというのは確認してみないとわからないん

ですけれども、一つはいろんな障がいを持たれた生徒さんもいますし、そういった障がい

を持った方への配慮ということでの授業というのは、これはずっと以前からやっています

ので。そういった中でいわゆる手話についての授業というか、勉強というのは多少はやっ

ていると思うんですけれども、おっしゃる趣旨は重要やと思いますので、どれだけやって

いるのかというのはまた確認していきたいと思います。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 ほかに、もう最後です。よろしいでしょうか。 

 それでは、これで本日予定しておりました議題につきましては、全て終了いたしました。 

 皆様のご協力のもとスムーズに議事進行できましたことをお礼申しあげます。 

 教育部会というおかたい場ですが、せっかくの機会なのでいろんな立場の方々がお集ま

りいただいている中で、ざっくばらんにいろんなご意見を私ども保護者を含め、また地域

等へ持ち帰るような形で任期の間進めていければなと思っていますので、今後ともよろし

くご協力をお願いいたしまして、事務局のほうにお返ししたいと思います。よろしくお願

いします。 

【山戸課長代理】 

 田中議長ありがとうございました。 

 本日は、議長を初め、各委員の皆様方におかれましては、長時間ご議論を賜りまして、

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をさせていただきます。 

【林田区長】 

 本日は、教育部会、非常に活発なご意見をいただきましてありがとうございます。特に

皆様方から不登校の課題でありますとか、子どもたちの貧困の問題、そういった課題を抱

えた子どもたちへの対応についてのいろいろなご意見を賜ったところでございます。 

 また、さらには英語教育でありますとか、ICTでありますとか、学校教育として今、新た

に取り組んでいかなければならない課題についてもいろいろご示唆をいただきました。そ
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ういったご意見を区として取り組めること、そしてまた教育委員会に訴えていくこと、き

っちりと整理しながら次回にまたつなげてまいりたいと思いますので、よろしく今後とも

お願いを申しあげます。本日はどうもありがとうございました。 

【山戸課長代理】 

 これで、平成29年度第1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。 


