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【山戸課長代理】 

 皆さん、こんばんは。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、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2回教育部会を始めさせていただきたいと思いま

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】 

 皆さん、こんばんは。区長の林田でございます。 

 本日、都島区区政会議の第2回目の教育部会ということで、この遅い時間、お集まりいた

だきまして、ありがとうございます。 

 今回につきましては、30年度、来年度の予算案にかかわりまして、もちろんこれは議会

での議決はまだでございますけれども、予算案ということで公表もいたしておりますので、

それについて今ご説明もさせていただきたいと思っております。 

 前回につきましては、29年度区の教育事業についてご説明申しあげまして、今回、改め

て29年度の事業についての評価といいますか、成果、アンケートなどについてご報告させ

ていただいて、そして30年度予算にどう変わっていくんかというところをご説明させてい

ただきたいと思っております。 

 また、市全体での子どもの貧困対策についても若干ご説明させていただきたいと思って

おります。 

 また、その他ということで、いろいろ、これにかかわらず、教育関係についてご意見ご

ざいましたら、区としても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す。 

 以上でございます。 

【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を録音、写真撮影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。 
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 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、都島区

子ども・子育てプラザによる自習室のチラシを机上に配付しております。また、資料1、資

料2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。お持ちでない方は挙手をお願いいたします。 

 それでは、本日ご出席いただいております委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 玉川様でございます。 

【玉川委員】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 東谷様でございます。 

【東谷委員】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 田矢様でございます。 

【田矢委員】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 田中様でございます。 

【田中議長】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 江川様でございます。 

【江川副議長】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

小田切様でございます。 

【小田切委員】 

 小田切です。よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 塚田様でございます。 
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【塚田委員】 

 お願いします。 

【山戸課長代理】 

 日野様でございます。 

【日野委員】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 辻上様でございます。 

【辻上委員】 

 よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 続きまして、本日、市会議員に出席いただいておりますので、ご紹介させていただきま

す。 

 井戸議員でございます。 

【井戸議員】 

 こんばんは。よろしくお願いします。 

【山戸課長代理】 

 それでは、前回に引き続きまして、田中委員に議長を、江川委員に副議長をお願いいた

します。 

 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】 

 改めまして、こんばんは。田中でございます。 

 第2回の教育部会ということで、本日も議題が円滑に進みますようご協力いただきまして、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題に入りたいと思います。 

 まず、議題1、平成30年度区教育関連事業について、事務局からご説明よろしくお願いし

ます。 

【林田区長】 

 それでは、私から概略的にご説明させていただいて、個々は担当課長からご説明をさせ
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ていただきたいと思います。 

 1ページからでございますけれども、30年度の教育関連事業ということで、まず1ページ

に出ておりますのは、29年度、今年度の状況でございます。 

 区の予算、また区担当教育次長枠ということで実施できている事業というのがそれぞれ

ございます。中学生ネパールとのWeb交流事業、2番目に小学生やる気アップ学習支援事業、

そして2ページにまいりまして、SSW（スクールソーシャルワーカー）による子ども相談事

業、これは、29年度、新しく実施したものでございます。子どもの貧困対策を念頭に置い

た事業でございます。それと、4つ目が小学生運動能力向上支援事業、そして5つ目が民間

事業者を活用した課外授業でございます。 

 3ページから30年度の予算額を改めて書かせていただいております。 

 1つ目のグローバル人材育成事業については、前回もちょっとご説明させていただきまし

たように、小学生にも対象を広げるといったことなど、若干の拡充を図っているところで

ございます。 

 また、その裏の4ページのところでも、④の小学生運動能力向上支援事業につきましては、

スポーツトレーナーを中心ということで、若干変更をいたしております。 

 5ページには予算額を書かせていただきまして、一番後ろの6ページのところには、これ

は今回新しくご説明申しあげます、「まちで育む」と銘打っておりますけれども、中学校吹

奏楽・合唱力向上支援事業でございます。 

 こういった事業について説明をさせていただきたいと思いますので、いろいろとご意見

賜ればと思います。よろしくお願いいたします。 

【竹下課長】 

 それでは、私からご説明申しあげます。こども教育担当課長、竹下でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料1に基づきまして、29年度の事業につきましては12月25日に開催いたしま

した第1回の教育部会でその取り組みについてはご説明しておりますが、今日の状況という

ことで若干情報の更新をしておりますので、その点についてご説明申しあげます。 

 1つ目の中学生ネパールとのWeb交流事業につきましては、区内5中学校でネパールの同年

代の生徒さんとのWeb交流を続けてきまして、平成29年度につきましては桜宮中学校と淀川

中学校につきましては3回とも学校で実施し、友渕中学校は3回目を学校で実施しました。

それ以外の学校につきましては区役所の会議室でWeb交流を実施いたしました。 
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 実施した結果の成果の部分につきましては、生徒さんたちは非常に楽しんで参加してい

ただきましたけれども、成果の3つ目で、英語を使って話をすることができたと思う生徒の

割合として52％ということで、この事業につきましてはコミュニケーション能力の醸成と

いうことに力を入れておりましたので、自分の思ったことを日本語でも構わないからしゃ

べろうということが取り組みの中身でございますけれども、英語を使うことについては

52％であったということでございます。 

 自由意見のところで、相手の国の子どもたちと積極的に話をすることができた、コミュ

ニケーションを図れたということに関しては、非常に皆さん、自由意見の中でもよかった

こととして書いていただいております。 

 まずこの事業、それから以下の事業につきましても、29年度の取り組み状況をご報告し

ました後で、平成30年度のそれぞれの事業について取り組みをご説明したいと思います。 

 1ページの2つ目、小学生やる気アップ学習支援事業につきましては、事業者からアンケ

ートの報告がございました。受講生と、それから保護者の方の事後アンケートということ

で、子どもたちについては、国語、算数については得意ではなかったけれども、少人数で

先生としゃべりながらできるのが楽しかったということで、成果で書いておりますけれど

も、自分から進んで勉強するようになった子どもさんの割合というのが79％ということで、

目標の数値に近い数字が出ております。 

 保護者のほうも、2つ目のところで、担任の先生とは違った年の近い先生に教えてもらえ

ることが新鮮で、とても楽しかったようですというお声をいただいております。この事業

につきましては子どもたちと年の近い大学生等の講師を活用した事業ということで、その

効果が上がっておるように思っております。 

 2ページに移ります。 

 平成29年度の新規事業として、スクールソーシャルワーカーによる子ども相談事業とい

うものをやってまいりました。 

 現在の対応している件数につきましては、小学校が22名、中学校が19名ということで、

41名の児童・生徒の方たちに対してそれぞれ、学校への対応を中心とするものが20件、そ

れから保護者、児童・生徒に直接働きかけているケースが20件、そして1件につきましては、

ご相談があったケースで、医療機関に紹介をしてつないだというケースが1件ございました。

トータルで41件ということでございます。 

 この件につきましては、成果としてましては、都島区役所の保健福祉課の子育て支援室
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にスクールソーシャルワーカーを配置しましたことで、家庭に課題等があって支援を要す

る児童・生徒に対して学校との情報共有が進んで、子育て支援室もかかわることができた

ということが成果でございます。 

 この成果、それから反省点もございますので、それを踏まえて、平成30年度の事業を進

めていきたいと考えておりまして、それは後ほどまたご説明をさせていただきます。 

 次の小学生運動能力向上支援事業につきましては、29年度は小学校4年生を対象に陸上運

動と、それから、各学校のご要望に基づきまして、水泳であったり、その他の種目を取り

組んでまいりました。また、教員向けの安全講習ということで、5月と、それから11月に延

べ103名の先生方にご参加をいただいて実施することができました。そして、桜宮高等学校

のご協力をいただきまして交流授業というのを、淀川小学校は高等学校に行かれて、それ

から都島小学校と桜宮小学校はそれぞれの小学校で授業を実施いたしました。 

 このアンケート結果につきましては、2月末で集約いたしまして、本日の資料にはつけて

おりませんけれども、28日に取りまとめをすることができまして、口頭になりますけれど

も、ご報告申しあげます。 

 29年度に実施した4年生を対象とした運動能力向上支援事業については、学校からのアン

ケート結果としましては、効果があるというご意見が6校、効果はないというご意見が1校、

どちらとも言えないというご意見が2校で、効果があったという割合は66％ということで、

本事業の目標としました指標としましては60％でしたので、それは一応上回っているとい

うことでございます。 

 いただいたご意見の中で、子どもたちが興味を持って参加することができた、それから

指導方法が子どもたちの実態改善に即したものであったということ、それから多くありま

したのが子どもたちは意欲的に運動に取り組んで効果的に学習することができたという、

そういった子どもさんたちの意欲について学校から肯定的なご意見をいただきました。高

い専門性を持った人材を派遣していただくことで、教員も指導方法を参考にすることがで

きて大変効果的であったというご意見、ベテランの教員も、それから新しい教員の方も参

考にできる事例があったとご意見をいただいております。 

 一方で、単発的な支援ということで、それでは経年の効果については検証しがたい、そ

ういったご意見もいただいております。このことにつきましては、後ほどご説明します平

成30年度の事業に結びつけていくべく、ちょっと検討しております。 

 次に、教員を対象とした体育授業における研修につきましては、9校とも非常に参考にな
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ったというご意見をいただいております。 

 桜宮高等学校との交流授業につきましては、次年度、平成30年度の実施規模をお伺いし

ましたところ、9校中5小学校からそれぞれ、ボール運動でありましたり、50メートル走や

幅跳びなどの陸上運動、それからマット、跳び箱などの器械運動について交流授業で教え

てもらいたいというようなご要望を伺っております。 

 これらのアンケート結果にも基づきまして、30年度の事業はより充実したものとなるよ

うに進めてまいりたいと考えております。 

 最後の2ページの5番目ですけれども、民間事業者を活用した課外授業につきましては、

平成29年度は5月から、高倉中学校、淀川中学校、友渕中学校の3校につきましてはそれぞ

れ学校、都島中学校は区民センターで開校いたしました。桜宮中学校につきましては、2

学期からの開校ということで、都島区では全5中学校がそれぞれの学校、都島中学校は建て

かえのために平成31年度までが場所は区民センターになろうかと思いますけれども、全5

中学校で開校しております。 

 参加者につきましては、この数字は12月の末現在の数字でございますけれども、55％、5

割5分程度の定員に対する参加率でございます。 

 成果につきましては、事業者が年度末に子どもたち、受講生へのアンケートを集約して

報告をいただくことになっておりますので、今日の段階ではまだ集約できておりませんの

で、また次回以降の機会にご報告したいと思っております。 

 続きまして、3ページなんですけれども、平成30年度の事業につきまして概要をご説明い

たします。 

 1つ目のグローバル人材育成事業は、29年度まで取り組んでまいりました中学生ネパール

とのWeb交流事業を拡充し、対象を小学校の高学年にも広げて実施するものでございます。 

 これは、2020年度から新学習指導要領に基づいて小学校にも英語が教科化されるという

ことになっておりますので、それに向けて大阪市では2018年度から英語の授業が拡充され

ることになっておりますので、都島区におきましても、これまでWeb交流を通じたコミュニ

ケーション能力の醸成ということで取り組んでまいりましたものをちょっと拡充するとい

うことで、実践的な英対話力を向上させるための取り組みを入れて、小学校に関しては楽

しみながら異文化理解を深めるイベント、それから中学生に関しましては対話講座を複数

回実施し、最終回に実践の場として海外の同年代の学生とのWeb交流を実施して、コミュニ

ケーション能力の育成にも結びつけていくということで、事業を実施いたします。 
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 この事業につきましては、夏以降の実施になると思いますけれども、実施事業者をプロ

ポーザルで選定いたしまして実施していくこととしております。 

 2つ目の小学生やる気アップ学習支援事業につきましては、これまでの事業を継続して実

施していくということで、引き続き各9小学校で中学年を対象に大学生等の講師によって学

習会を実施していくことにしております。 

 そして、3つ目のスクールソーシャルワーカーによる子ども相談事業につきましては、先

ほど少し申しましたけれども、平成29年度につきましては41名の対象者に対応してまいり

ました。 

 都島区では、先ほど申しましたけれども、子育て支援室に配置したことによりまして、

家庭に課題等があって支援を要する児童・生徒について学校との情報共有を進めながら子

育て支援室の専門職の職員もかかわることができるようになったということが一つの成果

と考えております。 

 しかし、初年度であったということで、学校の先生方のSSWに関する認知度についてもま

だまだ高くないということ、それから、配置いたしましたSSWにつきましても、9小学校、5

中学校の状況について不案内であったことから、各校の不登校等の児童・生徒の状況把握

に時間を要したということがございます。 

 平成30年度につきましては、不登校等の事案について、より組織的な対応ができるよう

に、SSWについて教員への周知活動を行うとともに、学校等との共同の体制を構築して、よ

り積極的に児童・生徒、保護者等に働きかけていく取り組みを進めてまいります。 

 続きまして、次ページ、4ページにまいります。 

 小学生運動能力向上支援事業につきましては、29年度までは小学校4年生の児童を対象に

実施してまいりましたけれども、平成30年度につきましては内容を充実させて実施してい

くということで現在調整を進めております。 

 区内9小学校において児童の体の発達段階と安全面に配慮しながら運動能力向上をめざ

した授業が行えるようにということで、9小学校の体育科の授業に専門のスポーツトレーナ

ーを派遣して、教員にもその指導を見ていただきながら一緒に学んでいただける、そうい

う機会としてまいりたいと考えております。 

 対象は、これまでと違いまして、1年生から6年生までの全ての児童、そして各小学校に1

日6時間で各校に6日間ということでトレーナーの方に行っていただくということで、継続

性をもって、そして、つながりのある指導をしていただく形で考えております。 
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 ということで、29年度までやっておりました教員を対象とする研修につきましては日々

の取り組みの中で先生方にも見ていただく、それから、学校のご要望によっては、先生を

対象として一日の中で何時間かをそれに当てることもできますので、そういう形での支援

に変えていきますので、30年度につきましては、各学校、1日6時間の6日間、それから、こ

れまでと同様、桜宮高等学校との交流事業につきましては、今現在、5小学校が希望されて

おりますので、引き続き継続して実施してまいります。 

 最後の5番目の民間事業者を活用した課外授業につきましては、平成30年度は4月からの

開講をめざして、今、学校と調整しております。そして、この課外授業は、事業者との協

定によりまして、事業者のノウハウを生かした基礎学力の向上のための授業を実施するも

のでございまして、平成30年度の事業者は株式会社KEGキャリア・アカデミーということで、

今、都島区のまちづくりセンターの事業を受託している事業者でございます。 

 各学校の生徒さんの受講の申し込みにつきましては、3月22日から募集、受け付け開始を

予定しております。現在、各中学校と実施に向けたルール等につきまして調整を行ってい

るところでございます。 

 この事業につきましては、4月以降開校し、定員がございますけれども、よりたくさんの

方に来ていただけるように、区役所としても周知なり、広報をしていきたいと考えており

ます。 

 この事業は、皆様ご承知のように、大阪市の塾代助成事業で交付されています塾代助成

カードを活用しますと、受講料1万円は実質無料で、塾代助成カードでの支払いも可能です

ので、たくさんの方に利用していただけるように区役所としても取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 次の5ページなんですけれども、今申しあげました30年度の区教育関連事業予算というこ

とで、29年度との対比もございますけれども、区まちづくり推進費という区役所予算、そ

れから校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）という教育委員会予算を使いまし

た事業が一覧になっております。 

 先ほど、私、主なものをご説明しましたけれども、説明いたしました以外にも発達障が

いサポート事業でありましたり、都島区学力向上支援サポート事業ということで、各学校

の支援員さんの報償金を支払う事業等も取り組んでおります。 

 そして、この5ページの下段に区CM自由経費ということで、これは各区、下の米印の1の

ところに、区の区域内の基礎自治に関する施策や事業の実質的な責任者として、区長、区
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シティ・マネージャーと申しますけれども、区長が区長の権限として局の予算で実施する

ものということで、その主なもの、子ども、それから教育に関するものとしてピックアッ

プしたものをここに載せさせていただいております。 

 その中で、平成30年度の新規の事業としまして、まちで育む～中学校吹奏楽・合唱力向

上支援事業を予定しております。これにつきましては、次ページでご説明しておりますの

で、担当の谷口課長のほうからご説明申しあげます。 

【谷口課長】 

 政策企画担当課長、谷口でございます。 

 では、最後の6ページに基づきましてご説明させていただきます。 

 まちで育む～中学校吹奏楽・合唱力向上支援事業でございます。こちら、区が文化施策

を担当する経済戦略局と連携して実施するものでございます。 

 まず、1番の趣旨ですが、大阪市では第2次大阪市文化振興計画の重点項目で「芸術文化

を将来へ継承発展させる青少年の育成」を図るため、芸術文化青少年育成事業を24区で実

施することとしております。 

 ご存じの方もおられるかと思いますけれども、都島区では区内の中学校の音楽活動が非

常に盛んでございます。例えば、毎年夏、大阪城音楽堂で開催されるたそがれコンサート

への出演やコンクールへの出場、また地域の敬老大会など、さまざまな行事に参加されて

います。そこで、2段目ですけれども、都島区では、区内中学校の音楽活動が非常に盛んで

あることから、吹奏楽部、合唱部を対象に専門家等から作品理解、表現方法の指導を受け

る授業を実施したいと考えております。 

 ポイントは、タイトルに「まちで育む」としておりますように、単に演奏技術の向上だ

けではなく、区が輩出した貴志康一など、ゆかりの音楽を題材とすることで、地域への愛

着やほこりを育むとともに、大阪の芸術文化を支える人材育成につなげたいと考えており

ます。 

 一定の継続性を確保するため、事業は3カ年とし、指導の成果を発表する場も設けたいと

考えております。 

 2番目のスケジュール・内容ですが、まず区内の5つの中学校さんに本事業への参加を打

診して、希望される学校を対象に、30年度は各中学校の吹奏楽部、合唱部に専門家が出向

き、演奏、合唱を技術指導する。イメージとしまして、年2回以上、1回当たり2時間程度で、

派遣人数が1回1名から4名程度です。31年、32年度と引き続き技術指導を行い、発表の場を
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設けていくということで、なお、カリキュラム等は、米印にございますように、何よりク

ラブ活動の中身を一番ご存じの顧問の先生と事業者さんですり合わせしていただくように

していきたいと考えております。 

 3の発表機会ですけれども、指導の成果発表の場として、地域のイベントでの発表機会を

検討しておりますが、今も実際、地域の行事にいろいろ参加されておられますが、例えば

区民まつりなども含めて、今後調整してまいりたいと考えております。 

 4の今後の予定ですが、6月から7月は公募型のプロポーザル方式で選定した事業者さんと

学校で打ち合わせしていくと。7月下旬から指導開始の予定でございます。 

 米印では「事業目標のイメージ」とありますけれども、今のところ、この事業の成果を

はかる一つの指標としましては、参加者のアンケートを行いまして、地域にゆかりのある

芸術文化に対する興味がより深まったと感じる割合、これを30年度から32年度まで上げて

いきたいなと思っております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、ご質問、ご意見等ございましたら、お願いします。 

 辻上委員。 

【辻上委員】 

 民間事業者を活用した課外授業なんですけれども、これに参加したいと生徒なり、保護

者が思った場合は、どのような段階を経て参加することになるんかというのを教えていた

だきたい。 

【竹下課長】 

 まず、これまでもそうなんですけれども、事業者が作成したチラシを中学校全生徒さん

に行き渡るように学校を通じて配布させていただいております。ただ、基礎学力の向上と

いうことですので、内容については、それが想像できるようなチラシを渡しているんです

けれども、そのチラシを見て、今回、3月22日以降に申し込みを受け付け始めるんですけれ

ども、直接、今回の事業者にご連絡をいただく形になっております。定員に達しない間で

あれば、引き続き応募していただいて教室に通っていただくことができるようにというこ

とで、区の広報誌でも年に2回程度、この事業をやっています、それから申し込みはこうい

う形でということで掲載をしてまいります。 
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【辻上委員】 

 今質問したのは、今日、たまたま、外国人の方です、保護者の方が私のところに来られ

て、勉強についていけないと、フォローということを学校はしてくれないのかなと。中学

生の保護者さんです。そして、小学校まではそれほど思っていなかったんでしょうね。中

学校になると、習熟度別という授業をしているとは聞いているけれども、習熟度別で基本

的なことをちょこっとやって、はい、そこで終わり、理解できたと切られた、そこから先

に進めないのねと。そういう場合は放課後とか先生に聞きに行っていいものなのやら、フ

ォローアップの何かそういうクラスがあったりとか、補講的なもの、日本語があまりはっ

きりしない、補講というようなことを言ったんですけれども、そういうものはないのかな

という質問を受けたので、これを案内してあげたらいいのかなとちょっと思ったんです。 

 多分、子どもの中でも、プリントを出せへん子とかもやっぱりいてたりして、親御さん

がそれがわからないということもあるかと思いますので、今日、私、その方にまた連絡を

とって、3月22日以降の募集で、そういうのがあるから、気をつけて見ておいてなというこ

とをちょっと申しあげようかと思っているんですけれども、区役所のホームページとかに

は載ったりもしますか。 

【竹下課長】 

 載せます、はい。 

【辻上委員】 

 じゃ……。 

【竹下課長】 

 すみません。それで、そのお子さんは言葉はどうでしょう。 

【辻上委員】 

 言葉は大丈夫です。 

【竹下課長】 

 大丈夫ですか。 

【辻上委員】 

 日本で育っていますので。 

【竹下課長】 

 わかりました。事業者に対しては、国語、数学、英語、基本の3教科について授業しても

らうんですけれども、ただ、語学、言葉になりますと、今、公立の中学校、小学校では、
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言葉がしんどいお子さんに対しては、それぞれフォローする別の教室があったり、そうい

うのがあるんですけれども、この事業に関して、その生徒さんが言葉に特にしんどいこと

がなければ、事業者で、今回はノートパソコンを活用して映像で見せながら基礎学習のプ

リントをやってもらうような、そういう授業を提案してきていますので、本当にベーシッ

クな基礎学力の向上ということでいけると思います。 

 各学校で小学校ほど習熟度別ということに関して取り組みがないかもわかりませんが、

学校にご相談いただくのも一つかなと思います。ただ、この事業に関してはぜひ受けてい

ただきたいと思いますので、ご案内いただきましたら。 

【辻上委員】 

 すごく、今、私たちだったら、例えば、そのお母さんは外国で育って日本に出てきてと

いう方、子どもは日本で育っているんですね。お母さんが子どもに相談されても、なかな

か日本の文化であるとか、そういうのを理解できなくて、これはどうしたらいいんやろと、

すごく悩まれることが多くて、例えば、軽食を持ってこいと言われたけれども、軽食って

何を持っていったらいいのかがわからないだとか、多分、家で勉強が難しいとなったとき

に、お母さんに相談したところで、お母さんもなかなか答えられなかったりすることがあ

るかと思うんです。だから、学校で補講はしてくれないのかなと。 

 頼るところがないんだと思うんですね。親戚とかもやっぱりみんな海外の方で、海外で

暮らしている方ですし、少しのことなんですけれども、「軽食といったら、ほんまにおにぎ

りでいいねんで」「おにぎりだけだと、おかずがね」「いや、中にちょっと入れたらいいね

ん」「ああ、そういうことなのね」ということがありますので、ひとつぜひまたこれ取り入

れて……。 

【竹下課長】 

 わかりました。区役所の子育て支援室、保健福祉課の中に、私どものセクションですけ

れども、ゼロ歳から18歳までの児童・生徒、就学前の方も含めて支援をするのが私どもの

仕事になっていますので、お母さんがそういう、子育ての不安ではないですけれども、お

困りのことがあれば、区役所の窓口でお話しいただいたら、今、辻上委員がおっしゃって

いただいたようなお話もできると思いますので、お時間があれば、来ていただけたらと思

います。 

【辻上委員】 

 わかりました。私自身、予約の……。 
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【竹下課長】 

 いやいや、とんでもない。すみません。またご案内ください。 

【辻上委員】 

 はい、ありがとうございます。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

 子どもにかかわることですので、ぜひいろんなご意見を出していただいたほうがいいん

じゃないかなと思いますが、どんなものでしょう。 

【塚田委員】 

 よろしいですか。いろいろ知識がないので、ちょっと的外れなことを言っていたら、申

しわけありません。スクールソーシャルワーカーに関する事業のことなんですけれども、

今年度に関して、次年度ですかね、より組織的に対応できるようにとなっているんですが、

いろんな職種があったりだとか、機関に関しても、医療機関、福祉の機関であったり、民

間の事業団体であったり、いろいろ、つながるべきものがたくさんあると思うんですけれ

ども、どういった形の組織をイメージされているのかというのが知りたいなと思いました。 

 子どもさんに関しては生まれる前から、親御さんがひとり親だったら、ちょっと危ない

かなというので、訪問指導の制度があったりだとか、そういった生まれる前からの支援と

いうのが制度的にあったりすると思うんですけれども、そういったところと、実際、小学

校に入るまでの間の流れの中で継続して少し見守っていけるような流れ、つながりみたい

なものを考えながら何か組織を考えられているのかなと思いまして、ちょっと教えていた

だけたらなと思います。 

【竹下課長】 

 まず、スクールソーシャルワーカーにつきましては、都島区では子育て支援室に配置し

ますけれども、9小学校・5中学校を巡回するような形で事案を把握し、そして社会的資源

につなぐということがあるんですけれども、今、委員からご質問ありました生まれる前か

らというのは、区役所の保健福祉センターの分館が地下鉄都島のそばにございますけれど

も、そちらで、生まれる前から不安を持っておられる親御さんがあれば、それは保健師が

対応するとか、心理士が対応するということで、役割分担があるんですけれども、乳幼児

の間、保健福祉センター分館で対応している部分がございます。 
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 もう一方で、育児に関する悩み、それから家庭的な不安とか、経済的なことでお困りの

場合も含めてご相談がありますのは私どもの子育て支援室で、その子育て支援室はゼロ歳

から18歳までが対象ということで、そこから生まれる前、それから乳幼児の時期。 

 そして、スクールソーシャルワーカーにつきましては、後ほどちょっと平成30年度の大

阪市全体の子どもの貧困対策の事業の説明の中でも申しあげようと思っているんですけれ

ども、区役所のスクールソーシャルワーカーは、資格としては社会福祉士の資格を持った

人に来ていただいて、福祉的な知識とかを生かしていただいて、個別のケースについて、

つなぐべき制度とか、それから施設であったり、行政の機関であったり、そういったとこ

ろをご紹介する。ただ、平成29年度につきましては、主として学校から情報をいただいて、

その中で子育て支援室の中で話し合いをして地域につないだケース、それから別の施設に

つないだケースが出てきております。 

 29年度、そういうことで始めたことを、30年度は、もう少し組織的に対応ができるよう

に、4月以降、実は、スクールソーシャルワーカーが、30年度、また交代いたします。人が

かわりますので、最初の一、二カ月は状況の把握ということで、ただ、これまで積み重ね

てきたものにつきましてはきちんと引き継ぐということでありますので、その内容の把握、

それから学校等との連携ということをまずつくりあげて、そして都島区の子育て支援室の

体制の中で一体的に取り組んでいきたいなというのが今の考えているところでございます。 

【塚田委員】 

 ありがとうございます。 

【玉川委員】 

 ちょっとすみません。グローバル人材育成を小学校の高学年に拡大するという、非常に

ありがたいことかと思うんですけれども、中学校で今、ネパールとの交流ということでか

なり効果をあげている一つの要因は同年代の交流というか、それが話もしやすいしという

ことで、入りやすいという、そういうあれがあるんじゃないかと。初年度からは難しいか

もわかりませんけれども、小学校レベルも逆にどこかインターナショナル的なスクールの

同年代と何か交流ができる、そういうような形で、非常に日常の同じような会話の中でい

ろいろ交流する、そういうようなことができたらいいんじゃないかなと思うんですけれど

も、多分、今年度は年配のネイティブな方が話をして教えてもらうと、そういうことだろ

うと思うんですけれども、そこまで行っていただければありがたいなと思いますけれども。 

【竹下課長】 
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 まだこの事業、平成30年度に入って具体的に実施する事業者を公募しますので、委員の

ほうからいただいたようなご意見も仕様の中に反映できるように、また検討してまいりた

いと思います。 

【田中議長】 

 ほかによろしいでしょうか。 

【日野委員】 

 すみません。ちょっと確認をとりたいんですけれども、もし説明してくださっていたら

申しわけないですけれども、5番目の民間事業者を活用した課外授業で、塾代助成カードで

も受講可能とするというところ、この設定としては、有料なところを塾代助成カードで無

料になるのか、あるいは、そのカードのない人は有料ということ。 

【竹下課長】 

 この事業は受講料が月額1万円です。その1万円というのは、大阪市の塾代助成事業で交

付されるバウチャーの額と同額なんですけれども、ただ、塾代助成カードを取得できるの

はご家庭の経済状況によって、所得が幾らまでとか、そういうことで、ただ、かなりの範

囲で、かなりの範囲と言っていいかどうかわかりませんけれども、全体の半数ぐらいの方

は対象になっております、その取得の。 

【日野委員】 

 5教科。 

【竹下課長】 

 一応、中学生、国語、数学、英語。 

【日野委員】 

 国数英。 

【竹下課長】 

 はい。それで、30年度の事業者につきまして、自習ということの時間も設けるというこ

とで話をされていますので、そこで質問があれば聞けるような、そういう教室になると思

います。 

【日野委員】 

 なるほど。それで、定員に対して先生は1人ですか、教室内は。 

【竹下課長】 

 教科の先生が決まっていますので、大体、1人か2人。ただ、今、定員に対する充足率が
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55％程度で、平成30年度はもっと来ていただくようにと思いますので、生徒さんが増えれ

ば、何人かに1人という割合で聞いていますので、5、6人に対して1名という講師の配置に

なります。 

【日野委員】 

 5、6人ですか。ありがとうございました。 

【田中議長】 

 ほかにはよろしいでしょうか。ありませんか。 

【小田切委員】 

 ちょっといいですか。先ほどご説明あったんですけれども、スクールソーシャルワーカ

ーの担当がかわるとおっしゃったんですけれども、これは毎年かわるわけですか。 

【竹下課長】 

 いえ、29年度は、今来ていただいていますけれども、30年度については人がかわります

けれども、その方がご都合がよく、また大阪市も継続ということであれば、複数年来てい

ただくことについては可能です。 

【小田切委員】 

 やっぱり学校等のコミュニケーションは必要ですから、できるだけ同じ人が継続してや

っていただいたほうがいいと思いますけれどもね。 

【竹下課長】 

 それは可能です。 

【田中議長】 

 それでは、続きまして議題2、本市こどもの貧困対策事業と区事業について、事務局から

よろしくお願いします。 

【林田区長】 

 それでは、これについても、冒頭、私、若干だけ触れさせていただきます。 

 2の本市こどもの貧困対策事業と区事業ということで、資料2の1ページですけれども、こ

どもの貧困対策に対する課題ということで、世帯の経済状況が非常にしんどい家庭、また、

ひとり親家庭、若年出産といった方に対する課題というのがクローズアップされておりま

す。 

 30年度、市全体では、ここに出ておりますような7億円程度の重点予算ということで、都

島区の事業としましては、先ほどもご説明しましたSSW（スクールソーシャルワーカー）の
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事業がこれに当たるものと考えております。 

 さらに、2ページ、3ページをめくっていただきますと、3ページの一番右下に、大阪市こ

どもサポートネットの概念図というのがございまして、これは課長からまたご説明させて

いただきますけれども、これが大阪市としての来年度の子どもの貧困に対する取り組みの

一番の大きなポイントの事業でございます。 

 都島区で行いますSSWとちょっとイメージがかぶるところございますけれども、基本的に

は、区役所がコーディネート機能を持って、学校と地域と連携しながら課題のある子ども

たちをサポートしていくということでございまして、うちのSSWは1名ですけれども、複数

の人数で、そして実施していくと。 

 ただ、全市24区中7区での実施ということで、都島区については、来年度はこれは取り組

むことになっておりませんけれども、他の区の状況を見ながら拡大していくという方向性

で聞いておりますので、今後、こういった取り組みを念頭に置きながらSSWも取り組んでい

ければと思っております。 

 それでは、課長からまた、より詳細にご説明をさせていただきます。 

【竹下課長】 

 それでは、資料2の2ページのところですけれども、今、区長からありました主な取り組

みということで、ここでご紹介したいと思いますのは、2ページの下のこどもの貧困に対す

る取組み②で、大阪市こどもサポートネットの構築でございます。 

 これにつきましては、概要としましては、右の3ページの下のところに概念図をつけてお

ります。この概念図を見ていただきますと、教育分野の支援、学校ということで、この学

校は、校長先生、教頭先生、担任の先生、それから養護の担当の先生によるチーム学校と

いうものを構築します。 

 そして、区役所につきましては、新たにコーディネーターと、それから専任のスクール

ソーシャルワーカーを区役所の保健福祉センターに配置して、保健福祉分野の支援を行う

ことにしております。 

 そして、概念図の下のところに地域による支援ということで、これまでも、民生委員・

児童委員、主任児童委員の皆さんにもご協力いただきながら、子どもたちの支援に取り組

んでまいっておりますけれども、地域による支援として、民生委員さん初め、地域のさま

ざまな方々のご協力を得るような仕組みを考えていこうとしている事業でございます。 

 この事業につきましては、2018年、2019年の2カ年にわたって試行実施をするということ
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で、その試行実施のモデル区としまして、ざっと申しあげますと、此花区、港区、大正区、

浪速区、生野区、住之江区、平野区ということで、この7区でモデル的に実施します。 

 今私申しあげましたけれども、学校の先生方によるチーム学校に、新たに区に配置しま

すスクールソーシャルワーカー、コーディネーター、それから学校に行っておりますスク

ールカウンセラーを加えたスクリーニング会議というものを置いて、そこで課題の把握を

し、それから支援方法について検討していくということに取り組みます。 

 教育分野の支援につきましては学校中心に行い、福祉分野の支援につきましては区に配

置されますコーディネーターを中心に適切な関係機関へつないでいくということです。コ

ーディネーターは、地域資源の把握と開発を行いますとともに、対象の子どもや子育て世

帯を地域資源につなぐような役割を果たすことになっております。 

 こどもサポートネットの体制につきましては、今申しあげました7つの区で2つの中学校

と校下小学校を担当するコーディネーターということで、7区で24名、それから区を担当す

る専任のスクールソーシャルワーカーということで新たに7区で8名のスクールソーシャル

ワーカーを採用すべく、今現在募集をしておるところでございます。この体制で2カ年実施

し、その検証結果に基づいて、2020年からは24区での実施に向けて検証を進めていくこと

になります。 

 都島区では2020年からの実施になると思われますけれども、今、都島区におきましては、

先ほどからご説明しています区役所の保健福祉センターに配置しておりますスクールソー

シャルワーカーを、この形にはなかなか近づきがたいとは思いますけれども、めざすもの

はこういうようなそれぞれの役割分担に基づく有機的な体制ということの構築につなげて

いきたいと思いますので、全市的に実施される分につきましては先行して7区で実施されま

すけれども、こういったことが実際に取り組まれていきます。 

 2ページの下のところで、こども支援ネットワーク事業と書いております。これにつきま

しては、大阪市こども青少年局が所管する事業になりますけれども、この事業につきまし

てもご説明を申しあげます。 

 この中身としましては、子どもの居場所や企業、社会福祉施設等によるネットワークを

構築して、地域で活動する子どもの居場所等の活性化を図ることを目的としまして……。 

【日野委員】 

 ごめんなさい。今、どこですか。 

【竹下課長】 
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 すみません。今申しあげていますのは、資料2の2ページの下に書かれています、こども

の貧困に対する取組み②で、1つ目が大阪市こどもサポートネットの構築ということで、先

ほど3ページの概念図と一緒にご説明をしました。今私がこれから申しあげますのは、その

下、2ページの下のこども支援ネットワーク事業という平成30年度からの新規事業で、予算

的には600万円ですけれども、これは大阪市のこども青少年局が所管して実施する事業なん

ですけれども、この事業について、ざっとご説明をしたいと思います。 

 ここに書いておりますように、子どもの居場所や企業、社会福祉施設等によるネットワ

ークをまずつくります。そして、もう一つは、企業等から食材とか、そういった物資の提

供等の支援を受けられるネットワークを構築して、それを実施していくのがこの事業です

ので、それについてもう少し詳細にご説明しようかなと思っております。 

 こちらにつきましては、都島区でも、支援企業からの物資の提供とかの紹介とか、そう

いった事業については活用可能と思っておりますので。ただ、今現在、こども青少年局で

平成30年度からの実施に向けて事業の中身について具体的に、実施主体がどこになるかと

か、そういうことについて検討していますので、今日の時点では30年度から新たにこうい

うネットワーク事業を大阪市としてやりますというご紹介だけになりますけれども、新た

に平成30年度になりましたら、具体的にどういう事業が実施されておるのかということに

ついてもご説明できると思っております。 

 今、資料2に基づいて全市的な子どもの貧困対策関連事業の主なものということでご説明

しておりますけれども、3ページの上段にあります、ひとり親家庭への支援とか、それから、

24区、都島区以外にも各区で学習支援とか、そういったことも取り組まれていますので、

そういうのが3ページの上段でまとめられておるものでございます。 

 私から全市的な取り組みとしては今申しあげたような内容ということでご紹介いたしま

すけれども、あと、都島区のスクールソーシャルワーカーにつきましては、先ほどから、

29年度の検証と、それから、30年度、こういうことをしていきたいということでご説明し

ているものがございます。 

 それから、本日の机上配付の資料の中にピンクの色刷りの紙で、都島区子ども・子育て

プラザの自習室へ行こうというチラシを置かせていただいております。こちらは平成29年5

月から地下鉄都島駅のそばの都島センタービル2階に都島区子ども・子育てプラザという施

設がございまして、そこの図書室を利用して、毎週水曜と金曜の17時から20時、中学生、

高校生の皆さんが自由に来て自習をしていただける場所を用意しております。平成30年度



21 

 

も継続してこれを実施することにしておりますので、このチラシにつきましては、子ども・

子育てプラザを運営している事業者が中学校、高等学校にチラシを届けさせていただいて、

こういうのがあるということについては周知をして、現在、大体、延べ30人ぐらいの生徒

さんたちが継続してこの自習室に通っておられるということでございます。 

 この事業につきましても、予算的には、区の予算と言うよりは、先ほど説明がありまし

た区CM予算の中での事業ではございますけれども、区役所からこういった取り組みをして

ほしいという働きかけをして29年度から実施しておりますもので、こちらもたくさんの方

に来ていただけるように、周知なり、広報をしていきたいというふうに思っております。 

 平成30年度の全市的な子どもの貧困対策の取り組みと、それから都島区における取り組

みについてご紹介いたしました。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いします。 

【田矢委員】 

 いいですか。では、非常にいい取り組みをされているし、いろいろと統計をとっていた

だいて、勉強できないというか、ちょっとしんどい子に対してこういう取り組みをしてい

ただければええと思うんですけれども、いち早い状況というのは、我々PTAもそうですし、

ここに書いてあるの、ちょっと不足しているかなと思う。地域による支援というのがある

んですよね。2ページのこどもの貧困に対する取組み②の図には、地域による支援というと

ころがあるじゃないですか。その裏面のところの3ページの大阪市こどもサポートネットの

概念図のところの地域による支援というのは、民生さんとか主任児童委員さんとか青指の

方とか、要は地元の人であるというのもあると思うんですけれども、結局、地元の人で学

校にかかわっている親というのはPTAじゃないですか。そういうところをもう少し、もっと

活用するように、2ページの概略の図ですよね。 

 結局わかっているのは、地域の人はわかっているけれども、我々も親を見たら、わかる。

ここ、ちょっとおかしいん違うかなとか、ましてや、家、近所におったら、地域にもなり

ますので、見ていて、でも口出ししてもいけないかな、でも、ここもおかしいんじゃない

かというところの意見の酌み上げ方をどういうふうにしやすくしていただいたら、言いつ

けるわけではないんですけれども、ここもこういうふうな事業を今大阪でやっているんだ

から、やったらどうですかと言える意見の酌み上げをしてくださるような体制もとってい
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ただいたら、もう少しそういう子たちも行きやすくなるんじゃないかと。 

 親が結局、壁を張って、子どもたちを行かせないという親も多いと思うんですよ、実際

見てきていますので。そういうところの声かけの壁を取るという対策というか、もう少し

ビジョンも見えてきたらいいかなと思うんですけれども、うち、しんどいから、行きやと

出してくれはったらいいんですけれども、ほとんど出しませんからね。言わないし。我々

が声かけても、「どう」と言っても、何も言わないし、普通に振る舞いはるしね。でも、家

に帰ったら、子どもら、多分ご飯食べていないなというのもいるので、そういう子の、特

に我々がどうやって手助けしてあげて、区役所と連携していけばいいのかなという具体的

なことをもう少しご指導いただけたら、我々も言いやすいかなとは思います。 

【竹下課長】 

 1点、先ほど子どもの貧困対策というよりは、課外授業の中で、新しい事業者につきまし

ては既に決まって、平成30年度事業実施に向けて調整をしているんですけれども、事業者

からもPTAの皆さんにもご挨拶をしたいみたいなことで声がありましたので、3月の区PTA

協議会の実行委員会には事業者を伴ってお邪魔したいと会長にもこの間ちょっとご相談を

したんですけれども、そういう場面場面も活用しながら、PTAの皆さんにも事業を知ってい

ただいて、今おっしゃっていただいたような身近なところでの後押しみたいなのもいただ

けたらいいなと思っておりますけれども、このサポートネットで言うところの地域による

支援につきましては私も詳細にどういう形になるかというのがまだちょっと把握し切れて

いないのですけれども、身近なところからのご支援をいただけるのは非常にありがたいと

思います。 

【田矢委員】 

 希望を1つ言わせていただきますと、我々実際に見ているわけなので、そういうしんどい

ところの家の人が、おせっかいなよその家の人がこんなことを言っているというクレーム

じゃなくて、そういうシステムが今社会で構築されてきているから言ってくださっている

んですよと親に周知していただいたら、我々も非常に言いやすくなると思うんです。 

 結局、言いつけているみたいになっているのでね。あそこの家、貧しいんちゃうかと親

は言われているような気がして、嫌な気がするんですけれども、我々としては助けてあげ

たいわけなんです。子どもには声がけ、行ってみとかと言えるけれども、いや、うちはそ

んなん大丈夫ですと言われる親がいるので、今、社会ではこういうふうになっているんで

すよ、こういうシステムになっているので、一回行かれてみたらどうですかという情報を
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もっとその親たちに提供してもらったら、我々がもっと言いやすくなるというのがあるの

で、その辺ですよね。そこの親だけに配るわけにもいきませんから、やっぱり周知させる

ということをもう少し考えていただければ楽かと思います。 

【林田区長】 

 おっしゃっていただいているように、全ての保護者に、こういう制度ありますよ、こう

いう支援がありますよということは全員にお知らせしてこそ、ほんまにしんどい方に届く

と思いますので、おっしゃっていただいた広報というか、周知の方法というのをいろいろ

考えていかなあかんなと思います。 

 このサポートネットの概念図そのものはまだ、先ほども申しあげたように、モデル、7

区だけでやるということで、都島区ではこれということになりませんけれども、実際にSSW

を活用しながら、そして各学校と地域の皆さん、そしてPTAの皆さんと連携しながら取り組

んでいるというのは、そういう基本は同じですので、おっしゃっていただいたようなこと

を、啓発というか、周知をいろいろ考えたいと思います。 

 ここにPTAと書いてありませんけれども、これはもちろん当然ということやと私は思いま

すので。 

【田矢委員】 

 載っていないなと思って。 

【林田区長】 

 チーム学校の中に入っているという理解ですが、それは言うておきますわ。 

【田矢委員】 

 周知させるにも、プリントを配っても、子どもが親に持っていかなかったら、当然、親

も見られないし、こうやってやっていますよと言っても、テレビでやったとしても、見な

いかもしれないじゃないですか。でも、不思議なもので、この前のカーリングみたいに、

何でか、銅メダルやけれども、あれだけのことをテレビでやって、みんながブームに乗っ

てしまえば、それだけ周知できるなと知ってしまうので、それは広報さんの力だと思いま

すけれども、何か工夫して、もう少し広めていただければなと思います。 

【田中議長】 

 ぜひ。 

 どうぞ。 

【小田切委員】 
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 私、毎朝、小学校の前で、旗振りしているんですね。子どもたちはいろんな子がおって、

真冬でも上着なしで半袖で来ている子だとか、いつも遅れて来る子とか、毎朝やっていま

すと、全部顔も覚えて、名前はわかりませんが、例えば今の真冬でも上着を着てこない子

なんてのも、いつもよれよれの半袖シャツで、どんな家庭なのかなと気になるんですけれ

ども、なかなか、そこから先、踏み込めないんですけれども、親がついてきたときにかか

わりを、ちょっと声かけしたりしているんですね。 

 しばらく前も、小学校一、二年生の子、信号の手前で早く行きなさいと促すんだけれど

も、子どもは母親から離れないものだから、毎朝、ぐずぐずやっているので、それで、あ

るとき、思い切って声かけて、お母さん、ちゃんと小学校の校門まで連れていきなさいよ、

信号の手前で行けと言ったら信号を渡るときに、車の通りが多いですから危険を目の前に

して子どもを手放すんじゃなくて、小学校の校門まで連れていきなさいと言ったんです。

そしたら、最初は怒ったような顔をしていましたけれども、しばらくして、わかってくれ

たみたいで、それで、いろいろ話になったら、実は発達障がいなんですというような話に

なって、それで、いろいろ区のそういう相談窓口とかチラシを届けてあげたりしているん

ですけれども、たまたま、それはそういう親がついてきてくれたからあれなんですけれど

もね。 

 それで、私、町会のことをやっているんですけれども、高齢者の方に関しては要支援者

のお宅を民生委員さんと回っているんです。今お話ししたようなシングルマザーの家庭な

んていうのは全く見えないんですけれども、とにかくシングルマザーが多いんですよね。

そういう人たちはやっぱり集合住宅に入って鍵を閉めてしまったら、子どもがいて、学校

のお母さん方とも接触もあるんでしょうけれども、何かすごく孤独な感じですね。自分で

壁をつくっちゃっているのかもしれないんだけれども、そういうところへどうかかわって

いけるのかなという。 

 先ほど地域のお話があったので、私、地域の立場でどうかかわっていけるのかなと思っ

ているんですけれども、この取り組みの中で、実際、私も子どもたちみんな顔を覚えてい

るんだけれども、一体どんな生活をしているのかわからないので、そこから踏み込めない

し。でも、こういう取り組みの中で我々にも情報が入るんであれば、もうちょっと踏み込

んだことが地域としてもできるのかなと思うんですけれども、ちょっとね。要支援者に関

しては巡回するようにしているけれども、若いシングルマザーの家庭とか、そういうとこ

ろは、今、民生委員さんがそういうフォローをちゃんとできているのかなという気がしま
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すね。多分、母親側からは行かないと思うんでね。 

【竹下課長】 

 今おっしゃっていただいたみたいに、こちらに相談いただければ、行けるけれども、な

かなか見えないこともあります。アウトリーチということで、こちらから接触していけれ

ばいいんですけれども、なかなかそれが難しいというのが今の現状です。 

 そういう意味で、このサポートネットにつきましては、まさにおっしゃっていただいた

チーム学校、子どもさんに近い学校がそれぞれの課題について区役所に配置されますコー

ディネーターとかと情報を共有することで、役割分担して、どういうふうに支援すればい

いかということをまず把握し、そして地域のほうに、どんな形でご相談できるかわからな

いんですけれども、情報をお渡しすることによって、それぞれの近いところでの支援も、

またご協力もいただくような、そういう仕組みにしていきたいという体制ではありますの

で、都島区においても、30年、31年につきましてはまだですけれども、こういうものが具

体的に実施できるように、今あるものからやっていきたいと思っております。ありがとう

ございます。 

【塚田委員】 

 ちょっと教えてほしいんですけれども、こどもの貧困に対する取組み②の中にある、こ

ども支援ネットワーク事業の中の新しい「企業等からの物資提供等の支援」というのは、

具体的にどんなことが……。 

【竹下課長】 

 支援企業からの物資提供の仲介ということで、具体的に物資の主なものというのは、こ

れは正確かどうかわかりませんけど、子ども食堂とか、地域でいろんなＮＰＯであったり、

またその他の団体の方が取り組んでおられるところに、事務局としていくつかの拠点がま

ず恐らく置かれることになって、そして活動団体から合意をいただければ、仲介をして、

必要な物資の提供とかにつなぐといういうのが一つ、このネットワークの取り組みと聞い

ているんですけれども、今、この段階で正確にどんなものを扱うかとかについては把握で

きていないんですけれども、仕組みとしては、支援企業からこんな支援ができますという

ことで登録をいただいて、物資が必要なところからの申し出を受けて、それをつないで、

物資の搬入を行われたものを具体的に必要な活動団体に提供するような、それが一つ考え

られています。 

 物資以外に、それぞれの活動団体の情報を発信したり、それから活動団体の従事者の方
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を対象とする研修などもやっていきたいということで、この事業のメニューとしてはそう

いうことが示されておりますので、平成30年度、また区政会議等の場所で、こういった情

報についてはご説明できるようにしていきたいと思います。 

【小田切委員】 

 いいですか。月曜日、人権の研修会があったんですよね、大阪市の。そしたら、子ども

食堂の話があって、子ども食堂はやっぱり寄附、それから企業からの食材提供で何とか成

り立っているというお話ありました。それで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、都

島区内でも子ども食堂って結構あるんですか。 

【竹下課長】 

 江川委員が運営されています。ちょっとご紹介いただいていもいいですか。 

【江川副議長】 

 はい。僕らは京橋のホテルと都島の居酒屋の2階のあいたスペースを借りてやっています。

僕らは助成金は取っていないんですけれども、企業は個人的につないで、食材はトン単位

でもらえる形でやっています。ネットを見ていたら、淀川小学校のほうですかね、空揚げ

屋さんか何かがこの仕事を始めるみたいな、多分、今度、北のほうにも1個できるみたいで、

縦につながれば、子どもは校区を越えられないので、その形が一番理想やから、僕もそっ

ちでやりたいなと思っていたんですけれども、違う方がやるみたいやから、僕は僕のやっ

ているところを、今2カ所、またやっていく、続けていこうというような。 

【小田切委員】 

 どんなネットで調べたんですか。子ども食堂で調べるんですか。 

【江川副議長】 

 それはフェイスブックの蕪村通り商店街というところの空揚げ屋さんが子ども食堂をや

ると書いていましたよ。 

【日野委員】 

 いいですか。私、今日、体調がいまいちよくなくて、目がすごく見えにくくて、もし載

っていたら、申しわけないんです。すごく見えにくくて、ごめんなさい。大阪市がやって

いる母子・父子福祉センター、愛光館ってご存じですか。 

【竹下課長】 

 愛光会館。 

【日野委員】 
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 愛光会館。 

【竹下課長】 

 はい。 

【日野委員】 

 そこの連携の名前って載っていますか。そこは母子とか、シングルの人を対象にすごく

連携をとって、いろんな……。 

【竹下課長】 

 今現在、愛光会館でさまざまな事業をやっていまして、母子家庭の方の相談であったり、

それから、ここに、3ページの上のところに「ひとり親家庭の自立に向けた様々な希望をサ

ポート」するという、これらの事業には愛光会館にもかかわっていただいて、愛光会館は

歴史がありますので、さまざまな支援の取り組みの窓口にもなっていますし、実施主体で

もあります。 

【日野委員】 

 ここの都島でメンバーで入っている人たちにも具体的に何かやっていける……。 

【竹下課長】 

 都島区の……。 

【日野委員】 

 その区によってやっているということですね。 

【竹下課長】 

 はい、そうです。皆さんが利用できるようなことになります。 

【日野委員】 

 ありがとうございます。 

【塚田委員】 

 すみません。もう一ついいですか。「こどもの居場所や企業、社会福祉施設等によるネッ

トワークを構築し」、地域で総合的に支援したりだとか、サポートしていきましょうという

体制を組んでいくというところだったんですけれども、具体的な物資とか物みたいなもの

を、ないものを提供するという支援の仕方もあるし、もう一つは、最近、発達障がいのお

子さんがかなり若年の段階でクリニック等に受診されているケースが多分増えているとは

思うんですね。そういった状況を見ていくと、お子さんも確かにしんどい思いをされてい

ると思うんですが、親御さんにも意外とそういった資質があったりというケースが多いと
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思うんですね。 

 なので、お子さんだけにかかわっていくというところでは限界が来たりだとか、ないも

のをずっと与えていたら、その与える機関がなくなってしまって、また同じ問題が発生す

るというところも考えられると思うので、少し、居場所とか企業とか、社会福祉施設など

の取り組みの中にぜひ親子関係であったり、恐らくお子さんが、おうちが貧困なときとい

うのは親御さんもずっと働きに出ていて、お母さんがお料理している姿を見たことがない

だとか、何か関係性であったり、おうちの中自体に親になっていくための役割を意識する

場が少ないのかなというのがあったりするので、そういった場面を、居場所であったり、

福祉施設の中で何かつくれたらいいのかななんて思うんですね。 

 例えば食事を提供したりだとかというところにプラスして、お子さんが料理をつくった

りして、親御さんと一緒に食べる機会をそこでつくるとか、何か発想を転換しながら、お

子さん自体に大人になっていくための役割を意識してもらえるような場所というのをこう

いった子どもの居場所とか企業の取り組みの中に意味合いとして盛り込めると、もっとも

っと、これからの成長していった後のことを考えられるのかなと思ったりもするので、何

かそういったところがつくれると意外と、3ページの図の上にあるような「ソーシャルキャ

ピタル（つながり等）」みたいなところで社会関係資本というところを使った地域というの

がつくれるんじゃないかなと思うんです。 

 なので、何かそういったところというのを少し考えておられるなら教えていただきたい

なと思いますし、もしなければ、そういった考え方が入っていくと、もっといいのかなと

いうふうに思います。 

【竹下課長】 

 今、委員から頂戴しましたご意見で、既にそういう親子関係、貧困とかということだけ

ではなくて、おっしゃったように、子どもさんの発達障がい、今非常にたくさんあります。

そのご家庭で親御さんもそういう状況なり資質を持った方ってありますので、そういうご

家庭に対する支援策というのは今も大阪市全体で施策として幾つかあるんですけれども、

その一つの、これはおっしゃっていることと少し外れるかもわからないんですけれども、

都島区役所の私ども保健福祉課の子育て支援室というのは、今現在、保育士の専門の者が

子育て相談に応じている。それから、臨床心理士、それから家庭児童相談員とか、そうい

った職員も配置していまして、個別のご家庭で課題のあることについてご相談いただけた

ら対応している。そして、大阪市全体でそういうことに対応する施設とかもありますので、
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そこへつないだりとかやっているんです。 

 先ほどちょっと申しましたように、アクセスしていただいたら、できるけれども、それ

がなければ、そこに入っていけないような状況もありますので、今、塚田委員からいただ

いたご意見も、そういうことをやっているところを広く紹介したり、都島区にもこんなと

ころがあるということを紹介して、実際にそういうご家庭の皆さんとか、望んでいらっし

ゃる方に来ていただけるようなことも一つ重要かなというのは日々の仕事の中で感じてい

るんですけれども。 

【塚田委員】 

 どうしてもスティグマみたいなものを生んでしまったりとか、困窮していますというの

が、そこに行くと、そういうふうに見られてしまうというような、何かそういうすき間を

生んでしまうような制度にしちゃったら、すごく使いにくく、先ほどありましたけれども、

なってしまうので、やっぱり誰しもが使えるような、できたら、みんなが通過していくよ

うな場所にそういう拠点があるというのが一番いいのかななんて思いますね。みんなが使

っているというか、困窮している人だけが使うというよりは、みんなが利用しても、ため

になるような場所で、一緒に交われるというのが一番いいのかななんて思う。 

【田中議長】 

 ありがとうございます。 

 非常にいい内容ですが、課題が多い。個人情報も含めて非常に難しい世の中で、僕らも

含めて、なかなかそこの人に対する見方というのが難しいなというのを痛感したようにも

思います。 

 すみません。それでは、続きまして議題第3、その他ということで、また事務局からご説

明お願いいたします。 

【林田区長】 

 その他ということで、特段の資料はないんですけれども、1つは、いろいろ、今日のを含

めて、幅広に教育にかかわってのご意見があれば、お願いしたいということと、前回もご

意見賜った中で、最終の整理ということにはなりませんけれども、幾つか今の状態での進

捗状況ということで申しあげますと、1つ、区内の中高の連携ができないかというお話もご

ざいました。 

 今日も桜宮高校の取り組みということで、小学校に授業に行っているといったこともご

紹介していますけれども、そういった桜宮高校が各地域にいろいろと出張って取り組んで
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いるといったこと、また都島工業も夏休みのものづくり教室ということで、「つよい橋の模

型づくり」ですね、やっておりまして、昨日もNHKのちょうどテレビでもご紹介されて、こ

れをやっているんやなというのがかなりアピールもできたかなと思っております。 

 そういった高校の取り組みがいろいろと、学校から出ていくようなことでありますとか、

また進路にかかわっての体験学習みたいなものとか、体験入学みたいなものとか、そのあ

たりについて、中学校の校長先生、また高校の校長先生にも、何かできへんかということ

を投げかけておりますので、今これということでお示しはまだできませんけれども、何か

一つ形になるようにしていきたいと思っております。 

 それと、もう一点、学校での午前中の授業を4時間を5時間にできへんかということにつ

いてなんですけれども、これも教育委員会にどうなんだろうかということをお聞きもした

んですけれども、おっしゃっておられたように、制度的にはできんことはないと、実際に

九州でもそういう取り組みもされているということはお聞きできたんですけれども、今の

大阪市の各学校の授業の取り組みでいうと、1つは、英語の授業がまずは、先ほどもちょっ

と話ありましたけれども、小学校でいいますと、3・4年生で15単位、年間に確保していく

必要があると。5・6年生についても、今35単位あるようですけれども、それが15単位ふえ

るということで、英語の授業の時数の確保と、それと朝に英語のDVDなどでの耳から英語を

習わせる、慣れてもらうという取り組みを何分間かやっていると。その時間の確保が、朝

一ということであるので、午前中を5限にすると窮屈になるんだといったこと。 

 それと、やはり休み時間が今は15分ぐらいはあるんですけれども、それが5分であるとか、

極端な話、九州なんかでもゼロ分にしている学校もちょっとあるということで、休み時間

の関係が難しいんかなというような課題があるということで今お聞きしておりまして、あ

と、そのあたりは実際に校長先生なりのご意見をお聞きせなあかんかなと思っております。

引き続き研究していく必要あるかなと思っているという状況でございます。 

 私どもからの今の話としては以上でございまして、後、これも含めまして、またそれ以

外も含めて何かご意見あればということで思っております。 

【田中議長】 

 では、今の話も含めて、ご意見、ご質問等あれば。 

【田矢委員】 

 いいですか。今、リスニングを朝にしているという、小学校は各校、全校やっていると

いうことですか。 
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【林田区長】 

 来年度からリスニング的なものは全部……。 

【田矢委員】 

 来年度からですか。 

【竹下課長】 

 そうです。2020年度から新しい指導要領に基づいて英語教科化を文科省から言われてい

るんですけれども、大阪市は2018年からその移行に向けてやっていくということで、小学

校1年生から朝のリスニングとか、そういうのを15分……。 

【田矢委員】 

 行うということですね。 

【竹下課長】 

 そうです。今も若干取り組んでいる学校もあるんですが、2018年からやるということで

す。 

【田矢委員】 

 アクティブラーニングなんか、今、高校では取り入れているんですけれども、小学校は

無理としても、中学校でもそういうのを結構取り入れていかれるんですかね。英語なんか

特にそうされたほうが、試験の内容も変わってくるので。 

【竹下課長】 

 新学習指導要領で必ず取り扱う事項として、3年生、4年生は英語の音声やリズムなどに

なれ親しむこと、それから日本語との違いを知って、言葉のおもしろさや豊かさに気づく

ような取り組みを行う、そして聞くこと及び話すこと、やりとり、発表、言語活動の取り

組みをするということを3・4年生にも求められますし、5・6年生につきましては、今やっ

ている外国語活動のことに加えて、音声、活字体の大文字と小文字を学ぶ、それから文章

及び文章の構造の一部について学ぶとか、きめ細かく学ぶ項目が指導要領の中で示されて

いるということで、大阪市の中でも、そういった教材、耳で聞くもので、教材のDVD、「DREAM」

という教材があったりとか、そういうことも使っていくことが示されています。 

【田矢委員】 

 ありがとうございます。 

 いいですか、もう一つあるですけれども。先ほど区長さん、高校の先生と一回、そうい

ういろんな取り組みをされている桜宮高校と都島工業、両方とも市立ですけれども、都島
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区内にはもう一個、市立、区役所の前にあると思うんですけれども、そちらの学校は何も、

一応参加する、そういうことをされないんですか。一応お話もされて……。 

【林田区長】 

 もちろん一つの例としてご紹介しただけですので、東高校も例えば今も区民まつりなん

かにもかかわってくれていますし、あとは、あそこの桜ノ宮ビーチの隣の砂浜の横にヨシ

とか、要は緑地があるんですけれども、そこに理科部の生徒さんなんかがいろいろイベン

トのときに説明してくれるとか、そういう取り組みをしてくれていますので、もちろんか

かわってもらえるように思っています。 

【竹下課長】 

 去年の区民まつりでブース出展してくれていて、生徒さんたちがクイズを出題してくれ

た。難しくて答えられなかったんです。そういうことで、積極的にこういうことにも取り

組んでくれているという感じです。 

【田矢委員】 

 その交わりがちょっと中学校とか小学校にはあまり反映されていないように思われるの

で、桜宮高校とか都島工業に比べれば、もう少し一体感を持ってやっていただければいい

かななんては思っているんですけれども、お話しされるときにぜひひとつ、そういう意見

があがっていましたと。 

【辻上委員】 

 いいですか。今、英語教育の見直しということでお話があったんですけれども、うちの

息子が通っている桜宮中学校で、この間、3年生が先、学年末テストがあったんです、2月

の頭ぐらいに。そのときに、ちょっとびっくりしたのが、英語で30点分の記述があったん

ですよ。3問あって、大切なものという課題と中学卒業後の夢というのと後輩へのメッセー

ジというので、10点、10点、10点で、5行の枠で、ばぁーんと英作なんですね。この学年に

ついては、大阪市の10月に行われた統一テストでも大阪市をかなり上回った、英語の平均

点。英語だけがずば抜けているんです、この学年。何でやろと、このテストを見て思った

ときに、1年生のときから、英語の担当の先生が英作をすごく、間違っててでもええから、

自分の思うことを英語で書けと。好きな国はどこ、何でそこが好きなの、英語で書いてみ

なさいということをすごくさせられた学年だったんですね。 

 だから、この先生はこれからの英語教育の変化、大学入試が、今の中3の子のときからが

らがらと変わってくると言っていますので、それに対応した臨機応変なことをやってくだ
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さっているんだなとすごく思ったので、私たちが悩んでいるよりも、もしかしたら、学校

はうまく対応してくれているのかもしれない。 

【田中議長】 

 でも、それは、強いて言えば、それだけ書けるということはしゃべれる。 

【辻上委員】 

 歌はすごく歌っている。 

【田中議長】 

 でも、歌から始まることはあるでしょうね。結局……。 

【辻上委員】 

 間違っているかもわかりませんよ。私もわからへんけれども……。 

【田中議長】 

 今そこが変わっているときやと思ってて、今までは書くこと、要するに文法から入って

いるから、これがこういう状況やと思っているので、しゃべってみという世界やから、そ

れこそ、聞いてみ、何を言っているか答えてみというところからなんだろうな。 

【辻上委員】 

 つまらない会話もしているみたいですよ。それで、何を言うているのかわからへんから

笑っている……。 

【田中議長】 

 いい先生じゃないですか。 

【田矢委員】 

 でも、そこは文科省の指導要領にのっとってやるから、あとは先生の資質やと思うから。 

【日野委員】 

 先生によって、学年によってばらつき……。 

【辻上委員】 

 いや、でも、2年生も上がっている。見て。 

 それと、たまたま、今日、19歳の息子と話しする機会があって、遺伝もあるけれども、

すごく大きい要因は自分たちが育った環境やなと思ったという話をしたんです。貧困云々

であって、家に帰って、一人でご飯を食べていて、テレビを見ながら、寝てから保護者が

帰ってくるという子はいてると思うんですけれども、クラブ活動とかで、今、時短時短と

言って、時間が短くなって、早く帰らすじゃないですか。一人でいてる時間って多いでし
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ょう。家庭の環境にすごく偏ってしまうじゃないですか。だから、もっと学校にいてれる、

仲間といてれる時間を伸ばしてやったほうがええのと違うかなという。 

【竹下課長】 

 クラブでですか。 

【辻上委員】 

 クラブで。 

【竹下課長】 

 クラブ、どうでしょう。 

【辻上委員】 

 さっき、吹奏楽の話があったじゃないですか。吹奏楽だけじゃなくて、ほかのクラブも

そういう外部からの人を入れて、できないのかな。 

【田中議長】 

 それは、大阪、何区かは今年度試されますよね、市教委。 

【林田区長】 

 今、お話あったように、1つは、教員数も減ってきているということもあって、部活を担

当できる教員が足りなくなっているというのがあるので、そういう意味でも部活を指導で

きる人を確保でけへんかというのは課題でありますので、ただ誰でもいいということにな

らへんので、学校で定期的に部活指導できるような人で、なおかつボランティア的な報償

金でしてもらえる人を確保できへんかというのが、来年度、30年度から試行実施されます

ので、今のところ、全校じゃなくて、何区かという話もありましたけれども、場合によれ

ば、区で1校とか、1校というか、1人とか、そういうレベルですけれども、それでちょっと

始めてみたらどうかというのがありますので、それはそういうことも考える。 

【辻上委員】 

 早く帰らすって、本当に不安で。 

【林田区長】 

 一方で、これは国でも出ている、教員が非常に多忙になってきていると。要は、遅くま

で生徒・児童がおるということは教員も、基本は勤務時間としては、4時やったかな。 

【竹下課長】 

 5時。 

【林田区長】 
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 5時までですから、それ以降もおるということになって、それをどう改善したらええんか

なというのが議論としても一方でありますので。 

【辻上委員】 

 プラスフルファで出したったらええとか、親にしたら、やっぱり思うんですよ。先生の

中には、やりたいねんと言う先生もいてたりする。でも、やっぱり超過労働になってしま

うから、だめと言われる。週に2日は休め、3時間以上はするなと言う。子どもは体力あり

余っているわけじゃないですか。いらんことせえへんかなと、すごく心配で、外との交流

も深まってくると、外へ出ていく。また遠方の子とつながってくる。今、ネットだとか、

何ぼでも会えるでしょう。ほんなら、また行動範囲が広がってという心配を悶々としてい

るんですけれども。 

【林田区長】 

 それはおっしゃるとおり、中学校の教員でも、部活は重要やし、今おっしゃっていただ

いた生活指導の面からもと言いつつ、一方で……。 

【辻上委員】 

 超過労働。 

【林田区長】 

 それまたしんどい状況というのはあるので、そうすると……。 

【田中議長】 

 全てを学校にお願いしたらあかんと思います。 

【辻上委員】 

 だから、外から呼ぶ。 

【田矢委員】 

 辻上さん、ここ（子ども子育てプラザ）に来るように言うてください。勉強……。 

【辻上委員】 

 でも、そこで暴れへんかな。 

【竹下課長】 

 ここの勉強を見てくれる、やっぱりボランティアの方ですけれども、有償ボランティア

でもいますので、ここに来て、何か一生懸命勉強しているらしいんですよ。ですので、そ

ういう場所もありますということでご紹介していきたいと思っております。 

【辻上委員】 
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 わかりました。じゃ、見つけたら、行くようにと言うようにします。ありがとうござい

ます。 

【田中議長】 

 すみません。そしたら、時間も迫ってきましたので、貴重なご意見ありがとうございま

した。 

 それでは最後に、本日、市会から、井戸様、お越しいただいていますので、コメントを、

最後、ひとつお願いいたします。 

【井戸議員】 

 貴重なご意見、特に現場のお話、ありがとうございました。 

 私自身は、今、建設関係の委員会に入っていまして、この予算をちょっと見て、去年思

っていたより、子ども貧困対策とか、予算をもうちょっと取りたかったかなというところ

で、いろいろ保育園の予算とかで少しそっちがたくさん必要ということで、まだまだ足り

ないのは、皆さん方、工夫して事業をやっていただいて、またご協力いただく必要がある

かなと思っています。 

 また、最後にちょっと出ましたが、大学生のボランティアというのを活用して、これを

何か、採用試験に含まれるみたいなのもちらっと書いていますように、こんなんで少しで

もお金ないところを工夫して、大学生もそれでまたいい教員ができてくるんじゃないかな

と思っていますので、こういう工夫をどんどんしていきたいなと思っております。 

 以上です。 

【田中議長】 

 ありがとうございました。 

 これで本日予定しておりました議題に関しましては終了いたしました。 

 皆様のご協力で円滑に議事進行できましたこと、お礼申しあげます。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

【山戸課長代理】 

 田中議長、ありがとうございました。 

 本日は、議長初め各委員の皆様方におかれましては、長時間ご議論いただきまして、ま

ことにありがとうございました。 

 最後に、区長の林田よりご挨拶させていただきます。 

【林田区長】 
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 本日、熱心にご議論いただきまして、ありがとうございます。 

 29年度、30年度の区の教育関係の予算について、こういう改善をしたらどうかとか、い

ろいろご意見いただきました。 

 また、子どもたちの支援という面では、地域のお立場から、またPTAのお立場から、こう

いう支援をむしろやっていきたい、こういうふうに気づいて声がけもしているという非常

に力強いお言葉をいただいたところでございます。 

 今後とも皆様方とともに子どもたちの教育に取り組んでまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願い申しあげたいと思います。本日、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2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。 


