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平成２６年度 住之江区区政会議 

第１回 子ども・教育部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年６月２６日（木）１９時００分から２０時３０分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ３階 第３会議室 

 

３ 出 席 者〔区政会議委員〕 

      田村 直 部会長、坂下 純一郎 副部会長、 

      門 晶子 委員、下道 秀美 委員、林 宏匡 委員、 

      安田 和史 委員 

〔住之江区役所〕 

      南 則行 副区長、長船 設哉 未来づくりマネージャー、 

 

４ 議  事 

  （１）平 成 ２ ５ 年 度 ・ 平 成 ２ ６ 年 度 の 区 政 運 営 に つ い て  

  （２）平 成 ２ ６ 年 度 の 部 会 テ ー マ に つ い て  

   

５ 発言内容 

○長船未来づくりマネージャー 

 それでは定刻になりましたので委員は７名のうち現在４名が参加ということで、お

一人、鷹野さんから欠席の連絡を受けております。坂下委員につきましては３０分ほ

ど遅れるということで承っておりますので、定数７分の４ということで、定刻になり

ましたので始めてまいりたいと思います。まず冒頭に当区の副区長の南からご挨拶を

させていただきます。 
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○南副区長 

 副区長の南です。よろしくお願いします。平成２５年度の振り返りとそれから平成

２６年度で一応予算をどんなものを組んだのかということで、ご説明をさせていただ

くということになっております。また平成２６年度にどういうことをこの部会で議論

をしていただくかということも含めて、進めていきたいなというように考えておりま

すので、真摯なご議論をお願いしたいと思います。足もとのお悪い中に来ていただい

て申しわけありませんが、よろしくお願いします。 

○長船未来づくりマネージャー 

 ではまず冒頭に今回の区政会議では個人情報など、特に非公開情報がありませんの

で会議を公開させていただきます。議事録等についても後日公表となります。公表す

る際には発言者と発言内容についても公表となりますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは会長、ご挨拶よろしくお願いします。 

○田村部会長 

 皆さんこんばんは。ご苦労さまです。昨年平成２５年度も委員長をさせていただき

まして、今年もまとめ役としてまた置いていただこうかなと、そのように思っていま

す。昨年、皆さん方が提案をしていただきました取り組み、それが予算がついていな

い取り組みもあれば、予算がついている取り組みもあるということで、本日事務局か

らそれを説明していただいて、皆さんで後に討議していただくという形で今回議事進

行をしていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。 

 それでは早々ではございますけど、事務局からよろしくお願いします。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それではレジュメに従いまして、まず議事の１番ということで、平成２５年度住之

江区区政会議子ども・教育部会からの提案・意見に対しての区政の反映状況というこ

とで、まず大きな（１）番の「学校選択制について」でございます。ご説明させてい

ただきます。住之江区では平成２７年度から中学校・小学校に導入いたします。類型
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につきましては自由選択制。ただし小学校につきましては距離の制限を設けさせてい

ただいております。距離の制限、学校の中心から半径２キロメートル以内、直線距離

にしまして１．５キロメートル以内ということで設けております。 

 他区の状況につきましては、中学校は平成２６年度は１２区、平成２７年度は１０

区、類型は自由選択制が１８区、隣接区域が３区、ブロックが１区です。 

 小学校につきましては、平成２６年度は６区、平成２７年度は１４区、類型につき

ましては自由選択制が７区、隣接区域選択制が１２区、ブロックが１区となっており

ます。 

 次に（２）番、「中学給食について」ということで、今年度から導入させていただ

いております。新１年生から３年かけて段階喫食、他区の状況ですが、２０区が住之

江区と同様に段階喫食、他４区につきましては今年度から一斉で全学年の全員喫食か、

または新入生から学年単位で全員喫食との並行ということで行っております。環境が

整えば途中から全員喫食に移るということになっております。 

 現在住之江区ですが、７校で数回見学に行かせていただきました。真住中学、新北

島中学、住之江中学につきましては、エレベーター等々を利用いたしまして、教師が

各学年の廊下までワゴンを持っていき、そこで子どもたちが取りにくるという配膳方

法をとっております。他４校につきましては、配膳室に子どもたちが取りにきており

ます。各学校とも当初非常に混乱いたしましたが、時間は若干かかるものの現在おお

むね良好でありまして、お昼休みの予鈴の時間には全て食べ終わって返しているとい

う状況になっております。 

 今後の課題といたしまして、喫食する学年がふえたときの場合の対応でございます。

今やはり１年生で結構時間がかかっておりますので、これは補足なんですが、食感と

いうことで、汁物が７月から週に２回出ます。みそ汁が。それと、あと、８月の２６

日、おかわり用のご飯が用意されます。今のご飯では少ないということで。それで６

月中にアンケートとして、どれぐらいの子どもたちがおかわりご飯を望んでいるのか



－4－ 

というアンケートをとらせていただきまして、８月の第２学期が始まったときからこ

のおかわりご飯を用意させていただいております。 

 温かいものにつきましては、今は冷凍になっておりますが、市長が何とか工夫でき

ないかということを承っていますが、ちょっと中学給食のものも今検討中ということ

で、進めております。中学給食については以上です。 

 ここまでにつきましては、後ほど改めて質問、回答ということでさせていただきま

す。 

 まず次に（３）番の「平成２６年度予算への反映について」ということで、アの

「漢字検定試験の実施」、現在６月２０日 金曜日でございますが、ここで小学校３

校、敷津浦、北粉浜、住之江が受験を終わっております。今後７月１１日金曜日に２

校、粉浜、南港渚、以降残りの全校が受験を予定しております。受験学年につきまし

ては、現在５年生、６年生の大体半分ずつぐらいとなっております。 

 次、イの「学習指導員の派遣」ということで、現在２２校全ての学校と派遣事業者

との間で日程調整が進んでおります。小学校は主に放課後、ステップアップ授業の補

完的なことということと、中学校につきましては、夏休みをメインにしております。

長期休業中の実施と、各学校の実情に合わせて最大限活用いただいておるということ

で、おおむね校長先生方にも「助かるわ」、「ありがたいわ」ということで、意見を

いただいております。 

 次にウの「家庭学習の手引の作成」ということで、現在中学校の先生方と小学校の

校長先生方、中学校３名、小学校も３名、合計６名で議論を進めております。１２月

中には冊子が完成する予定です。対象は０歳児から中学生３年生まで。お子さま１４，

０００名を対象にしております。今、明日、まさに３回目のプロジェクト会議という

ことで、だんだん具体に入ってまいります。 

 次にエです。こちらはちょっと予算がついていないですが、「情緒教育の取り組

み」ということで、何か区役所で後方援助ができないかということで、現在相愛大学
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と包括連携協定を結んでいますが、その協力の下で演奏会、従来１公演５０万円ほど

かかるんですが、相愛大学のご協力の下で楽器運搬の実費のみの２０万円で行うよと

いうことで、向こうも言ってくれておりますので、それを校長会でどうですかという

ことで、お知らせさせていただきまして、南港渚と南港緑、こちら２小学校が、相愛

の音楽ホールを特別にお借りして、お互いの学校で１０万円ずつで済むということで、

非常に喜ばれております。こういうのをどんどんＰＲしていっております。 

 それと別なんですが、楽器メーカーのローランド、これはもともと住之江区にあり

ましたが、今は東京に本社が移っておりますが、提携いたしまして、アンプとかデッ

キ等を無料で今ちょっとお借りすることになっておりまして、音楽の授業等々に導入

しております。現在は新北島と清江の両小学校で実施予定をしております。今後も大

学や企業とつながって、学校と連携をとって、何かできないかということで行ってま

いります。 

 また人権の集い、校区単位等に子どもさんにもわかりやすいような映画や音楽、パ

フォーマンス等を取り入れ、参加していただきやすいように取り組みを行っていただ

きますように協力を求めていってまいります。 

 以上、１番でございますが、ざっと説明をさせていただきました。 

○田村部会長 

 今事務局からざっとざっくりご紹介いただいたんですけど、何か、とりあえず質問

等とか、これはどうかなというようなご意見があれば出していただきたいんですが。 

 この中学給食というのは、お子さん方は喜んでおられるんですか。どうですか。 

○長船未来づくりマネージャー 

 ちょっと私が行く限りでは、顔を見たら「冷たいで、おっちゃん」とか、やはり一

番問題はおかずが冷たい。やはり衛生上、急速冷凍をかけているんです。つくって１

０度ぐらいに。それでやはり冷たいままで来ますので、若干冷たいです。 

 ただ先週、隣の副区長と一緒に南港北中学の試食会に行ってまいりました。たまた
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ま当たりのおかずだったので、校長先生も「あ、きょうは当たりや」とか。当たり外

れが結構あるみたいなんですけど、鶏の空揚げは副区長も私も「うまいがな」という

ことで。 

○南副区長 

 味自体は割かしおいしかったです。僕がたまたま当たりやったのかどうか知りませ

んけども。ただ、やはり冷めているのは冷めているので、ただこの時期なので、温度

が高いので。 

○田村部会長 

 まあ、冬なんかになったら、それは。 

○南副区長 

 多分、これから冬場になってきて、１１月以降、１２月になってくれば今の冷たい

ままでになると、なかなか食べたときにご飯は熱いはそれは冷たいわというので。ご

飯は熱いんです。 

○下道委員 

 給食にしてもお弁当にしても普通はみんな冷たいですよね。 

○南副区長 

 ただ、冷凍で、なので。 

○下道委員 

 冷たい感じですか。 

○門委員 

冷凍をしているから、ハンバーグなんかであれば、戻っていなくて、箸で刺して

も硬いとかいうか、極端に言ったらそんなことがあります。 

○長船未来づくりマネージャー 

 一応１０度ぐらいまでに、一件やはり、食中毒の関係がありますから、つくって常

温にしておくと食中毒の菌が広がっていきますので、１０度ぐらいに一気に急速冷凍
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をかけるんです。それを持っていくと。それで、学校によってはちょっと常温に戻り

かけのところがあって、温かい、まあまあ常温のところになるかなと。一番配送の早

い学校はちょっとやはりそのまま冷凍機に入れるので、出てきたらちょっとかたいね

というので。 

○下道委員 

 でも何か、しゃりっとしたものの感じ。 

○田村部会長 

 冷たいというのはな、何か音的に嫌やね。 

○南副区長 

 音的にはね。ちょっと常温に戻っているので、まあ普通のご飯を食べているのと、

弁当を食べるのと、そんなに変わらないのかなと思ったんです。ただ、これが冬場で

あれば、なかなかちょっとどうかなというのは。 

○田村部会長 

 そうだけで、その小学校のときに給食を食べていて、それで中学になったら「わ、

弁当持っていけるわ」という意識もある子はあるやろ。そういう意識も考えてみたら、

どうかなと思うけど。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっといろいろな検討をしろということで、市長からも教育委員会は言われてい

るみたいで、例えば親子方式とか、学校が近くにあるのであれば小学校の調理室でつ

くったものを持っていくとか。 

○門委員 

 絶対それは思いますよね。 

○下道委員 

それは絶対ええわ。子どもが減っているから。 

○長船未来づくりマネジャー 
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 いろいろな意味で検討していきなさいということで教育委員会は指示を受けている

みたいです。 

○門委員 

 親子方式も可能であればありなんですか。それだったら。 

○長船未来づくりマネジャー 

 いや、そこは教育委員会はちょっとどう言うのかわからないんですけど。 

○門委員 

 絶対しないということやろな。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ただ小中一貫校、施設一体型の小中一貫校は市長が「やれ」ということで、今まさ

に、今宮は小中一貫校ですか、設計図面を変更している、そこのそこまで行っている

ということで。 

○田村部会長 

 子どもにとってよくなっていけばいいということで、いいんやけどね。 

○門委員 

 おいしいものが出るようになったら、それは大分違ってくる。 

○南副区長 

 冷たい温かいというのは大分違うのか、温かければ、やはりそれなりにおいしいと

感じますから。 

○田村部会長 

 そうやね。 

○南副区長 

 ちょっと、学校の敷地の中の物理的なところで、それができるところとできないと

ころが多分あるとは思う。もともとそういうふうに建てていないので、中学校は。 

○門委員 
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 そうですね。これ、今言っておられるみたいに来年になったら順次ということなの

で、１、２年になりますね。それなら、その配膳室の用意とか、それは。 

○田村部会長 

 どんどん増えていって、それで行けるのかと。 

○門委員 

 前その、見学に行ったのは、加賀屋中学で。私は新北島中学校で一遍食べさせても

らったんです。おいしかったです。 

○田村部会長 

 あ、そうですか。 

○門委員 

 どうしようと言って。言っていたんですけど、おいしかったんですけども。今ぐら

いの時期やったんです。ちょうど１年前。量がどうかなとか思っていたけど、そうだ

けど、加賀屋中学校も、あのときはまだ注文をした子だけやね。あれが１年全員と、

２年、３年が注文した子ということになって、あそこへ来年１、２年全員となってき

たら、場所的にどうなのかな。 

○田村部会長 

 きたらという、懸念というか、心配というかがあるわな、それは。 

○長船未来づくりマネジャー 

 加賀屋は先週見てきたんですが、今１年生全員とあとプラス、４０数名。割と順調

には進んでいました。そんなに混乱はなく。あそこは一応要望書が出てきていまして、

前の購買部を全部撤去してほしいとかということで、ちょっと教育委員会も動いてい

るみたいです、どうも。 

○田村部会長 

 普通、こんなのは、施設を先につくってから、しましょうかという話と違うか。 

○長船未来づくりマネジャー 
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 ちょっとやはり学校によっては確かにしんどいところがありますので。 

○門委員 

 保冷庫とかはきちんと入るのかどうかも。牛乳とか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっとしんどいところはあると思います。あれでそれで、温かいものの保温器な

んて、これは絶対不可能だと思うところもやはりあります。ちょっとそこらから検討

していかないといけないのかなと。 

○田村部会長 

 それは子どもたちのためになればいいんだけど、それは、個々で違うからな。これ

をよしとしている子もいるかもわからないけども、何かね、ちょっと。 

○下道委員 

 本当は、お母さんがお弁当をつくるのがいいのでしょうね 

○田村部会長 

 それはまあ、いいと思うな。 

○下道委員 

 できないことがあったりするから。 

○田村部会長 

 それでまた、小学校なら給食がうまい。本当においしい。 

○下道委員 

 そうですね。工夫してあるものね。 

○田村部会長 

 だから余計、ちょっとギャップを感じてしまうというのはわからない話ではないな

と。 

○門委員 

 だから一番いいのは、小学校のような給食が実施できたらそれが一番いいと思うん
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です。 

○田村部会長 

 日本国内的にはどうなの。中学でそういう給食をつくっておられるところというの

は。 

○長船未来づくりマネジャー 

 も、ありますよね。 

○田村部会長 

 やはりたくさんあるの。たくさんではない。 

○長船未来づくりマネジャー 

 いや、ただ、そんな、政令指定都市レベルになってくるとやはりちょっとしんどい

ですね。 

○田村部会長 

 田舎か。 

○門委員 

 ８割方中学校給食は全国的にはやっています。 

○田村部会長 

 やっているの。 

○門委員 

 それで初期からやっているところはすごい、小学校と同じようなので、最近ざっと

増えたところは、弁当というのが多いです。弁当でも悪いと、絶対あかんとは言わな

いけど。 

○田村部会長 

 食べるのはやはり、一つの、この、本当に食育ではないけど、教育も兼ねて。 

○門委員 

 するのであれば、ちょっと。 
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○下道委員 

 食の安全と。 

○田村部会長 

 心の、ある程度問題であると。それからできるだけプッシュして、ちゃんとしてや

れと。 

○下道委員 

 業者さんも検討されるやろうし、ちょっと、もっと。 

○長船未来づくりマネジャー 

 献立を考えているのは本市の栄養士なんですけど。それは小学校も中学校も一緒の

栄養士なんです、基本的には。そうだけど、やはり冷たいというのがやはり徹底的に、

あれが温かかったら全然問題はないと思うんですけど。 

○南副区長 

 味はそんなに悪くなかったので。 

○下道委員 

 味はそんなに何か、いけていましたよ。 

○南副区長 

 冷たいのはちょっと。 

○門委員 

 食べたんやね、あのときにね。あのときはちょうど今ぐらいだったし。今ぐらいの

時期。 

○田村部会長 

 それならそれで、また学生にも事情をきちっと説明して、また７月、８月ですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ８月２６日、第２学期からです。 

○田村部会長 
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 みそ汁も出てくると。 

○長船未来づくりマネジャー 

 現在ちょっと中学校長会からの要望がございまして、おかわりご飯がないので、ど

うしてもやはり運動とかをやっている子どもたち、おなかが減るということで、中学

校長会の要望があって、うちの区長が補食ではないんですけど、家からおにぎりとか

を持ってくることは、おかわりご飯が出るまでは認めますと。オール住之江で認めま

す。それでただ、学校でそのおにぎりだけにするとか、そういうのは学校長の判断に

お願いしますということで、現在もう既にそういうので各学校で持ってきております。 

○門委員 

 何か、ふりかけとか持ってきてもいいと決めている学校もあるみたいで。区内かは

知らないけど。 

○田村部会長 

 なるほどな。まあそういうことで、中学給食についてはね。 

○門委員 

 おかわりというのは、別のあれで、何割分かぐらい来るということですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 今希望調査をやっていまして、それ、どれぐらいの希望があるかだと思うんです。

ほかのではなくて、あの容器がありますよね。あの容器を、今であれば２０個やけど、

そうしたら、あと５個で追加しようかというようなイメージなんです。 

○門委員 

 個数で行くんですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そうなんです。 

○門委員 

 小学校みたいにちょっとこういうタッパーみたいに。 
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○長船未来づくりマネジャー 

 それはできませんから。 

○門委員 

 ちょっと分だけ。 

○長船未来づくりマネジャー 

 個数です。だから急遽、教育委員会は早くても１０月と言っていたんですけど、市

長が「早くやれ」ということで、今回献立も全てできているんです。８月、９月。だ

から、このお金が別途かかってくるわけなんです。おかわりご飯の。だからお金を別

にもらえないので、３月までの間に、１０月から３月までの間にちょっとおかずの量

が減らせると思うんです。それで、プラスマイナスを合わせていかないといけません

ので。 

○田村部会長 

 そんな、せこいことをするな。 

○門委員 

 けども、あれ、１食何ぼやけど。 

○長船未来づくりマネジャー 

 食材費３００円ですけど。 

○門委員 

 おかわりをたくさんする子がたくさんとるとか、それはないんですな。それはでき

ないわね。 

○長船未来づくりマネージャー 

 ちょっとそれも議論があったんですが、やはり教育委員会はやはりおかわりをとる

子ととらない子とであればおかしいではないかと。それでお金は一緒かということで、

それはもめますよとかがあって、ただそんなことを言っていたら前に進まないという

ことで。 
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○田村部会長 

 それは、それ、いかんわな。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それでよその市町村なんかは、申込時に大中小と選べて、大であればお金をこれだ

け払う、中であればこれだけ払うということで。 

○田村部会長 

 その日に払えでは、わからないではないか。 

○長船未来づくりマネージャー 

 よその市町村さんはそういうふうなシステムをやっているところもあるようです。 

○田村部会長 

 なるほど。いろいろ、ああ言えばこう言うで。いろいろあるな。 

○門委員 

 だから、ご飯を個数にせずに、小学校みたいに一個持ってきて、それで欲しいだけ

入れるとするとちょっとどうかなとか思う。それで業者さんも２個入れるよりがばっ

とがいいのと違うかなと思ったりします。 

○田村部会長 

 それが今言う、冷やすので。 

○門委員 

 いやいや、ご飯は温かいもの。ご飯は温かいんです。小学校なんかでもご飯を炊い

たものがこの大きなのに入れてくるから、あんな様式で一クラス分が来たら、ちょこ

っとの子はちょこっと入れるし。 

○田村部会長 

 あるわな。こんなの、そういう提案もできるわけでしょう。 

○長船未来づくりマネジャー 

 まあ、それはあったんですが、ただ、やはり時間が、やはりこの配膳にものすごい
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時間がかかると。それで今度汁物を入れるにしても、多分汁物のある日は恐らく休み

ぎりぎりまでになるのと違うかということで、食缶で来ますから、こういう２０人分

入った。それを教室まで持っていって、教師がお玉ですくって入れるんです。それで

お玉が丸いからこぼれます。先がちょっととがったお玉をくれと言われていますけど

も、今。 

○下道委員 

 先生が入れるんですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 先生とか子どもとかです。 

○下道委員 

 子どもが入れるでしょう。小学校でも子どもが入れているのだから。 

○長船未来づくりマネジャー 

 だけど、子どもが入れていたらまた「まあ」になるから、教師が入れたほうが早い

のではないかとかも言っています。それは学校の先生に任せるということで。 

○下道委員 

 子どもが入れたらよい。 

○田村部会長 

 何かだんだんだんだん、よくわからない世界になっていく。まあ、そういうことで、

（１）番の学校選択制なんかについても、これは今も言ったように、大阪市的には何

か、２区だけがしないとか言っていましたな。 

○長船未来づくりマネジャー 

 小学校では今、浪速区はまず学校の選択制よりも学校の統廃合が先でしょうと。だ

から浪速区もまず学校の統廃合は先だと。天王寺が若干ちょっとおくれています。ち

ょっと、いろいろなところが反対がありまして。北区が１年おくれています。生野も

まず学校の統廃合が先でしょうと。あそこは２小１中にやっても全然足りないので、
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３小１中、４小１中とかをやる。ちょっとやはりその４区についてはまだ今年度はよ

う入れていません。 

○田村部会長 

 うちらの近所ではよく清江の南端がちょうど住之江中学にかかってくる。もう一本

筋を渡ったら住之江中学。ここら辺の子はよく言っているが、「どっちに行こうか」

と言って。真住か住之江かと言って。 

○長船未来づくりマネジャー 

 今、学校案内をまさに作っておりまして、８月の最終週に新中１になる親御さんの

ところと、あと、新１年生になるところに配布させていただきますので。 

○田村部会長 

 そういうことですか。そうしたらその学校選択制も随時というか、平成２７年度に

はやっていくということになってしまうのですね。 

○門委員 

 ほとんどそこへ納まっているんですね。 

○田村部会長 

 そうそう、ほとんど納まっていますね。大概。だから今言ったように、中学ぐらい

になってきたらちょっと、どうしようこうしようというのが、言っておられる人もち

ょっとおられるみたいです。 

○長船未来づくりマネージャー 

 そうだけど、中学、住之江区は非常に校区が広いので、自転車通学を認めていない

です。原則徒歩ですから、新北島から住吉一丁目まで、住一に歩いていくなんて、ち

ょっと考えられませんので、そんなにむちゃくちゃは。 

○田村部会長 

 ライフによくとまっていると言っておられる。自転車が。それならそういうことで、

させていただく。（３）番の、アからエまである中で、漢字検定については、今３校
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がやっていると言っていた。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そうです。今３校です。 

○田村部会長 

 それで、随時また広がっていくというような形になっている。この四つ、アからエ

に関して皆さん何かご質問とか、もうちょっとこんなのもあるよというようなのはな

いですか。私は情緒教育の中で、この間、去年、おととしやったか、区で企業との交

流というのをやりましたよね。あのときに、いろいろな方とお知り合いになって、一

番、劇団クラルテというのか、それとかいろいろな企業さんとも知り合ったりして、

それで学校でそんなのをやると言ったら、そうしたら杵屋さんも、「学校でそんなの

をやるのであれば、何でも言ってや」と。杵屋さんなんか、今年４年生だったかな、

手打ちうどんの講習会をやろうかとか。それでこの劇団クラルテなんかは、うち、８

月に清江祭りというのがあって、そこでワンブースで何かやるとか、それとか、肝試

しも、人形を使って参加してくれるとか。そういうような、これに関しては、ちょこ

ちょことあるみたいです。 

○門委員 

 これは、さっき渚と緑が相愛のホールを借りてされるのに、楽器運搬費が２０万円

やったら、相愛のホールで楽器運搬費って要るんですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そしたら相愛のホールの貸し賃です。今度は。 

○門委員 

 なるほど。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それは、来てもらうか、ホールで、どっちをやりますかと言って。 

○田村部会長 
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 なるほどな。それとこのイの、学習指導員の派遣というのは、何か夏休みにそうい

うようなのを言っておられたな、前に。それで、人手が足りるや足りないやと言って、

お金的に確保してやれるというような見通しがついているわけですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 もともとは学生ボランティアを組織してマッチングさせたらどうかと言っていまし

たけど、やはり学生ボランティアなので、あくまでも本当にボランティアで、本当に

欲しいときに来るかといったらクエッションです。ただまあ、とにかく今年度は確保

しないといけないのと違うかなということで、ちょっと学力もしんどいということで、

それで今１コマ２時間で、４５コマ、９０時間分、そちらを各学校にお渡しして、小

学校は主にステップアップ授業の補完的な要素。当時１８０時間が今ことし今年度１

１０時間まで減っているんです。ただそこの、例えば、２学期の途中でなくなると、

時間数が。そうしたら、後ろ分をこれに使うとか。 

 それとステップアップ授業自体、割と近所のおばさんとかが見て、基本的に自給９

００円なので、教えるスキルがなかなかない方がいらっしゃって、自習の見守りみた

いな感じなんです。だから今回入れているのは、中学校であれば５科目、小学校であ

れば４科目全てを教えられる人間を入れていますので、例えばステップアップ授業を

入れて、その自習の中で手を挙げたところに「それに行って教えてあげて」と、そう

いう使い方もできますので、それは各小学校の校長先生にお任せしますと。 

 それとあと、中学校につきましては、普段からそういう補習をやっているので、長

期休暇を中心に使わせていただきますと。中学校も５科目全部教えられるようなスキ

ル。それとあと、日がわりでころころと変わってはいけないので、各学校に大体専属

に一人ということなので、２２人の確保とか。 

 それはまあ、例えば、田村会長が住之江に行くのであれば、田村会長に大体４５コ

マ行ってくださいねという、それで、固定をしています。 

○田村部会長 
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 割とまんべんなくやれるような感じはありますわ。なるほどね。 

○門委員 

 ということは、小学校のは、ずっとステップアップで入っておられる人が、時数で

いったら、年度途中で切れるから、後を区役所で。 

○長船未来づくりマネジャー 

 補完的に、それは小学校にご自由ではないのですけど、そういう使い方もできます

し、例えばステップアップの１１０時間の中で、やはり教えられる教師の資格とかを

持っていない方が、見守りみたいものです、ステップアップは。自習学習を助けるよ

うな形でずっと見守りみたいなので、そこでやはり勉強を教えてほしいよねというの

であれば、まずその中に一緒に入れてやっていただいてもいいよということで、それ

は学校の校長先生にお任せしています。できるだけ学校に使いやすいようにというこ

とで。 

○田村部会長 

 なるほど。 

○門委員 

 人は学校が確保されるんですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 いや、こちらで、委託業者でそれだけのスキルのある人間をきっちり雇っていただ

いて、ただ、ある１校なんかでしたら、今そういうスキルのある人間が来てくれてい

ますと、あのステップアップの中で。そうしたら、その人を雇用したらどうかという

ことで、ちょっと南港にある１校は、そういう話でその人を雇ってあげてくれという

ことで、ちょっとまだ聞いていないんですけど、恐らくその人を雇っているというよ

うな状態になっていると思います。 

○田村部会長 

 子どもたちのこの学力の差が非常に大きい学校もあるようなので、そういうのを取
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り組みとしても非常に入れたほうが。それで、中学でも何か足し算もろくすっぽでき

ないというような子がいるとかと言って聞くから、それは難しい問題があります。 

 そういうことで、各１、２、３でやったんですが、総括的にこれ、もうちょっとこ

うしたらいいとか、ああしたらいいというのは、何かございませんでしょうか。 

○安田委員 

 ちょっと戻って、うちに中学生がいるんですけど、中学給食のアンケートの説明の

中に現状の給食が賛成なのかどうかという、すごいややこしい、今の冷たいおかずに

賛成なのかどうかに捉えるような設問なんです。給食自体は賛成なんですけど今のに

は賛成できないというときはどうして答えればいいのかというのは、ちょっと悩んで

いて。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そこはオール大阪でとっていると思いますので、そこは教育委員会に持ち帰りこう

いう意見が出たので、もうちょっと改善してくださいというふうに、それはお伝えさ

せていただきます。 

○安田委員 

 子どもの生の声を聞くと、やはり当たり外れがあって、外部の方が来られるときは

やはり当たりを。 

○門委員 

 いえ、それは、そんなのは別にその日の献立だから。 

○長船未来づくりマネジャー 

 一応献立は何カ月前から決まっていますので。 

○安田委員 

 一回はずれを食べてみろって。 

○田村部会長 

 まあそれは言えるわな。 
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○安田委員 

 好き嫌いがあるでしょうけど、全然食べられないみたいなのがある。 

○田村部会長 

 ああ、そうなの。 

○安田委員 

 個人差はあるんですけど。まあいけるよという声もよく聞くんですけど。でも子ど

もはいらんという。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっと僕は、はずれに行ったことがあるんですけど、ちょっとあれはさすがに、

子どもたちもちょっと残量を見たらたくさん残しておられました。 

○田村部会長 

 食の問題やから、難しいな。 

○門委員 

 けど、小学校の給食はすごい立派やからいいと言う子がいます。だから全然違って。 

○田村部会長 

 立派、立派、本当においしいですよ。小学校のは。それでうちの学校なんかつくっ

ているからな。できたてやもの。 

○門委員 

 どこもそうです。 

○田村部会長 

 そうですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 自校調理ですから。 

○門委員 

 ご飯が運ばれてくるか、ご飯を炊いているかの違いで、おかずは全部、カレーでも、
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そんなでき合いではなくて、一からつくられるから。 

○田村部会長 

 本当にね、そういうようにして、それの多少、さっきも言ったけど、ギャップがあ

るかもわからないね。そういうことで、それなら、１、２、３に関しては一応その流

れで、やっていっていただくということなので。次、では。 

○長船未来づくりマネージャー 

 それでは今年度の、来年度予算要求についての部会テーマということで、ちょっと

１枚、裏をめくっていただきましたら、部会テーマのアンケートということで、アン

ケートを出していただいております。ちょっと予算に伴うものがどうなのかなという

か、ちょっとここで来年度予算要求に向けて「こんなのをやったらいいよ」とか、ち

ょっとご意見をいただけたらと思っておりますので。 

○南副区長 

 あくまでもアンケートなので、別に今これに固執していただく必要はないので、例

えば「違うこんなテーマはどうやねん」とか、あるいは今年、例えば平成２６年度に

予算を反映していますけど、それを来年もやはり続けてほしいとか。例えば漢字検定

の実施というのは今年で終わりではなしに来年もこれは続けてほしい。ただ予算の枠

がどうしてもあるので、だからその声は、僕らが聞いておいたほうがまた予算にも反

映できるので。例えば上の学校選択制とか中学給食の分を今区で何とかというのはな

かなか今はできないので、特にその今のそのア、イ、ウみたいな、エもありますけど

も、ここら辺のところは区である程度予算も組んでいますし、区でも判断できる部分

はあるので、その辺も含めて、あるいはもうちょっとこういうこともやったらという

ことで、例えば、アンケートを参考にしていただくなり、ご意見としていただければ

こちらとしてもそれをどう整理していったらいいかと、わかりますので。 

○田村部会長 

 この課題の１番なんかであれば、まあ、恐らくこういうのは、地域性がかなり出ま
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すわな。「業績目標の評価について議論が必要と考える」。これは前にアンケートが

あったね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ４月のときにいただいた。 

○田村部会長 

 やったやつやね。はいはい、これ以外にというようなことでもよろしいね。要する

に、今。 

○長船未来づくりマネジャー 

 はい。 

○田村部会長 

 何かこれ以外に思うことで。 

○安田委員 

 これ、予算化するということは、どこかがはしょられてというようなことになり得

るのか、決まった予算があるんですから、それに上乗せして使えるお金が増えるのか

というわけではないような。 

○南副区長 

 ある程度はやはり枠がどうしてもありますので、例えば今、区の予算になっている

分と局で今持っているものもあるんです。例えば、地元にこのお金の書いたやつが多

分運営方針の下ぐらいに、お配りをさせていただいていると思いますけども、これの

うちの例えばＡ４判というのは、これは区に、一番多分下。 

○長船未来づくりマネジャー 

 一番下です。 

○南副区長 

 それで、Ａ４判、これは区で今持っているお金。だから区で予算を組んで区で執行

させていただいている。例えば今のところ、さっきの話をした、例えば中学の英語力
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とか学習意欲とかは今区で組んでいるものです。 

 それで、この区ＣＭ事業というのは基本的に局で組んでいる予算なので、ただ区長

はこういうことをやってくださいということで言って、向こうに取ってもらっている

お金なので、例えばこの局からいくらか区に持ってきて、区でまたやり直すというの

も可能は可能なので、ただ、ものすごいお金を持ってくるなんていうのは非常に難し

いので、例えば何百万円程度であれば、そこは今からどう整理するか。あるいは、今

やっている事業の中でももう使命を終えたやつは変えていくということもありますの

で、それも可能。ただ、聞いていないことはできないので、少なくともやはり子ども

教育部会の中でそれをしたい。 

 当然、区の中で予算編成をする際に、例えば部会があと三つあります。安全安心の

部会とか、ほかの部会もあるので、そこも含めて予算をどういうふうにする。それで

あれば、やはり、どこを目玉としてやっていきたいというのはありますし、例えば、

平成２６年度予算の中でも、もうこれは使命を終えたからやめようというのも確かに

あるのはあるので、その辺を整理しながら、生み出せるところは生み出していきたい

というふうには考えています。 

○安田委員 

 学習とかはそれはたっぷり使ってもええ、いろいろ去年はその辺を中心に話をした

んですけど、ちょっと体力づくりというか。 

○田村部会長 

 そうそう。 

○安田委員 

 その辺もやはりやっていったほうがいいとは思うので。 

○田村部会長 

 だから今僕ね、言おうと思ったんですが、あの人権の集いなんかで、昨年はうちは、

ジャグリングの方を呼んでいただいたんです。だから、我々の地域的に考えたらやは
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り１０万円、２０万円の仕事やわな。でも、区が人権の集いだということで仕切って

もらって、やれたら非常によかったんですよ。だからこういう、どこかのエージェン

トというの、何かこんなパンフレットをもらって、この中から選んでくださいという

のがあった。そういう予算はことしもあるのかとか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それは、ちょっと。 

○田村部会長 

 あっちやな。 

○南副区長 

 まあ、小藤課長いうか。 

○田村部会長 

 小藤課長。では、そうだけど、そういうのが、こんなのを言ったら何やけど、協議

会のお金も大分きゅっと来ているやろ。だからこの、物すごくたくさんあるのよ。 

○南副区長 

 そういう面で安田委員がおっしゃったように、例えば体力づくりって、それなら何

をしたらええの。何が一番いいのというのは、その議論をしていただくのは。 

○安田委員 

 例えばね、区長が訪問されたシュライカー大阪、サッカー教室を学校単位で来て、

訪問していただいて、ちょっとした教室をやってもらったとか、住吉区長居に行けば、

セレッソ大阪も、今は拠点を此花区に新しくできたんですけども、そういうチームも

もちろんあるので、要請もできるかなというようなこととか、もうちょっと大きく見

れば、オリックスも球団が大阪にありますので、そういう方々を呼べたら、子どもた

ちも喜ぶのは間違いないというような、そんな、お金のかかるような。 

○田村部会長 

 そうやな。 
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○安田委員 

 ど素人が何か、ど素人ではないですけども、昔やっていたコーチで、まずいろいろ

教室はありますけど、やはりその、花のある方が来られて。 

○田村部会長 

 違うな。 

○安田委員 

 やったら、子どもたちの目は輝くのではないかとか。 

○南副区長 

 シュライカーのやつ、僕も今試合、練習試合ですが見にいきました。かなりハード

ですし、横で見ていてもものすごい迫力があります。あんなのを、生で見ると、なか

なかそういうのをやっている子にしてみたら、ものすごい目を輝かすようなこと。 

 ただ、やはりどうしても、お金の面があるし、逆に何ができるかということもある

ので、ただ、例えば体力づくりで例えばこういうこと、例えばこういうことというの

を、意見としては言っていただいたほうが私らとしてはわかりやすいので。その中で

体力づくりというのを始点にして、どういうことをしたらいいのか。それはここでい

ろいろな意見を聞きながら、実はご意見をいただけると、これができればという形に

多分なる。 

 例えば１００言われて１００しなければいかんと、非常に難しい。ただ１００の内

何個かできるものというのは、努力はさせてもらいますので。 

○田村部会長 

 だから一つその、今、あなたがいいことを言って、大きなテーマで、体力づくりっ

て、もう漠然とそれでいい。そういうテーマを一つ持つということは、広いところ、

思いますよね。 

○南副区長 

 その中で具体として、こうですよというのをここでよく、いろいろな意見をいただ
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いておいたらどうかなとは思います。 

○田村部会長 

 女の子を対象に料理の教室とか。そんなのもやって、「やったらおもしろいで」と

かいうのも。ざっくりした形でやっておいたらいろいろな意見が出てくる。 

○安田委員 

 それとあと、そういう企業ないし地域という、タイアップという、そういうのもう

まいこと絡めれば。 

○南副区長 

行政は何とか橋渡しをして、企業さんにとってみても例えば自社製品をＰＲでき

る部分もあるだろうしということになるので、例えば、何ぼかは例えば、シュライカ

ー大阪さんが来られたということはあくまでも仮定の話なんですけど、例えばそのか

わり、「シュライカー大阪は、こういう後援会に入ってください」ということぐらい

はひょっとしたらやられる可能性はある。あるいは横にブースとしてつくられること

もあるかもしれない。そんなことはひょっとしたら向こうとしては最低これだけはさ

せてくれませんかぐらいのことはするかもしれない。ただそれが、それなら、受け入

れられるかどうかでは、今度学校側は、あるいはそこらと話をしていただかなければ

いけないと思うので。そういういろいろな話を聞いたほうが私らとしてはあれなので。 

○南副区長 

 小学校なら、学校外部の活動として。 

○安田委員 

校庭解放の中でやってもらうとかですね。 

○南副区長 

だから、支障がない程度に、ある程度やはり企業側も何ぼかは、何のメリットも

ないというのはなかなか難しいと思います。 

○田村部会長 
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 そうですね。話の途中なんですが、ご両名がお見えになりましたので、一つ、今ま

でレジュメにございます、ございますね。それの大体ご説明をいただいて、今、２番

の平成２６年度部会テーマというところをやっているんです。それで、どうでしょう

か。ざっくりご説明いただけますか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そうしたら経過報告の分で、学校選択制ということで、この辺につきましては、来

年度、平成２７年度から中学・小学校に住之江区が導入させていただきます。類型は

自由選択制。ただし小学校については距離の制限を設けさせていただいております。

他区状況については、中学校については平成２６年度１２区、２７年度１０区、類型

は自由選択制１８区で、隣接３区、ブロック１区です。 

 小学校につきましては、平成２６年度は６区、平成２７年度は１４区、類型につき

ましては自由選択制が７区と隣接が１２区、ブロック１区となっております。 

 次に中学給食ですが、今年度から導入させていただいております。新１年生から３

年かけて段階喫食。他区状況は、２０区が住之江区と同様、他４区については今年度

から一斉で全学年全員喫食か、新入生から学年単位で全員喫食との併存で行こうと。

環境が整ったら途中からでも全員喫食に移るということになっております。 

 住之江区ですが、真住、新北島、住之江につきましては、エレベーター等々を利用

しておりまして、配膳室から教室の近所まで学校の先生が１２時半ごろ各学年の廊下

までワゴンを持っていって配膳していただいております。ほかの四つの中学校につき

ましては、配膳室に子どもたちが取りにいっているということになっております。各

学校とも当初非常に混乱しましたが、現在時間がかかるものの、お昼休みの、５時間

目の授業が始まる５分ぐらい前までにはきっちり終わっておりますので、おおむね良

好かなということをやっております。 

 今後の課題といたしましては、喫食する学年がふえた場合、やはり今１学年でちょ

っとこれぐらいなので、３学年になった場合は非常にちょっと混乱するのかなと。こ
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れは整理をつけていかなければいけないと思っております。 

 次に（３）番の平成２６年度予算への反映ということで、漢字検定試験ですが、現

在６月２０日（金曜日）に３校、敷津浦、北粉浜、住之江が受験を終わっております。

７月１１日に２校を予定しております。粉浜、南港、渚。以降、残り全校が順次予定

していただいております。受験学年につきましては、現在５年生と６年生が約半々ぐ

らいです。 

 学習指導員の派遣につきましては、現在全ての学校と派遣事業者との間で日程調整

が進んでおりまして、放課後や長期休業中の実施等、各学校の実情に合わせて最大限

活用してくださいということで打ち合わせが進んでおります。 

 次に家庭学習の手引の作成ということで、現在中学校の校長先生３名と小学校の校

長先生３名で、合計６名で議論を進めております。１２月中には保護者向けの冊子が

できる予定となっております。対象者につきましては、０歳から１５歳までのお子さ

ま１４，０００名の保護者の方になっております。 

 次最後に、情緒教育の取り組みということで、こちらは予算化ができておりません

が、相愛大学の協力の下、演奏会、従来一公演５０万円程度かかりますが、楽器運搬

の実費のみで２０万円程度で行うよということで、そういうあっせんを校長会で行っ

た結果、南港渚と南港緑が合同で実施するということで、南港相愛大学の音楽ホール

で、演奏会を見学に行くということを聞いております。 

 それと別に楽器メーカーのローランドと提携いたしまして、アンプ等を無料で今貸

し出しいただいておりまして、音楽の授業に導入してきております。こちらにつきま

しては新北島と清江で実施予定をしております。今後も大学とか企業とつながってい

って、学校と連携をとっていきたいなと思っております。 

 また人権の集い、校区単位などに、子どもさんにもわかりやすい映画や音楽、パフ

ォーマンス等を取り入れ、参加していただきやすいように取り組みを行うように協力

を求めてまいります。 
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 以上、報告事項です。 

○田村部会長 

 報告事項で、今の２番の言っていた、ことしの部会テーマということで、今安田さ

んから、体力づくり、やってみたらどうかというような提案があったということなん

です。ざっくり今、長船さんから説明してもらったけども、意見その他があればどう

かということなんです。 

○坂下委員 

 一つよろしいですか。新たなテーマに、前に今年度に実施したものの検証というの

を引き続きやっていかないと、最初に始めた、絶対それで完璧な分はないですし、や

り始めるといろいろな問題もあって、またやっている間でその問題も解決していって

という形で、継続してやはり検証していってもらって、そしてそれの改善というのを、

部分も残しておいていただきたいと思います。 

 それがないと、その年その年で切れて切れて、やってまずかったものが改善されず

に、なってしまうということになるので、その上で、それはそれで予算が必要な部分

もあるかと思うので、予算を確保していただいてプラス新たな分ができるのであれば

して、考えていったらどうかなと思います。 

○田村部会長 

 そうですね。 

○林委員 

 そうですね、ちょっと一つ関連するのかもしれないですけれども、特にここ、一日

二日、いろいろな報道とかで出ているように、まあ言えば、直近、次の選挙でまたど

うなるかというのを笑いごとではないですが、原則、この住之江区独自でされている

もの以外、例えば大阪市としてやったものに関して、学校の選択制であるとか、この

給食の実施とかというのは、例え体制がどうなったとしても、一回始めた以上はある

程度検証するために期間も含めてしばらくは続くというようなもくろみでしょうか。
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というか、まあ、ここの場で言うことではないのかもしれないんですけれど、結構上

の人の思いつきで「やりました」、また体制が変わって「ガラッとなりました」とい

ったら、影響を受けるのは子どもだなというのは、これは昔から。別に選択制自体は

悪いことではないとは思うので。 

○田村部会長 

うん、悪いことではないと思う。  

○林委員 

 ただ、やるのであればやるで、何か別な意図を持って始めたとは言え、結局、実施

するときにそこの地域がらが多分いろいろ絡むから、難しいとは思うんですけれども、

例えば、この平成２６年度から先行して始めている区があるではないですか。そちら

の情報とかというのは、例えば実質募集をしたときには、どれぐらいの倍率というか、

移動する希望者が多かったかとか、その情報とかというのは入っていますか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 平成２６年度、昨年度。 

○林委員 

 だから、この４月から選択制を導入した、先行して始めている何区か。 

○長船未来づくりマネジャー 

 小学校では、５前後ですね。中学校でまあ１０は行っていないような感じでという

のは聞いているんですけれど。 

○林委員 

 ざっと言うと１０％ぐらいが。 

○長船未来づくりマネジャー 

 １０％は行っていないぐらいかなというような感じは聞いています。ただ小学校は

やはり、区によっても違うんですけど、やはりほとんど動いていないところもありま

すね。やはり小学校は。 
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○林委員 

 多分その、１年生となると、徒歩で通学となると、体力的な問題だとか、その交通

事情的なものとかも含めて、多分住之江区でもそんなに小学校に関して移動はないの

だろうなというような気がするんですが、やはり中学校に関しては、やはり南港は、

どうしても離れているからという、その事情があるにせよ、やはり若干はどうなんで

すか、やはりこの他区並みの１０％ぐらいの移動かなというような。 

○長船未来づくりマネジャー 

 どうなんでしょう。やはり住之江区は大きいので、基本的には自転車を認めないの

で、徒歩ですから。それで一番、きょうはちょっと村口校長と会う機会があったので

話をしていましたら、あそこはちょうど住吉第一中学校というのは高速の下なんです。

高速を渡って、住吉市民病院へ行ったら、これ加賀屋中学校区になるんです。加賀屋

に行くよりはるかに近いんです。だからやはりうちはある程度来るのかなということ

で。 

 ただ、教室数の出し方というのは、今ある校区の子、例えば校区の子、４０人学級

なので、校区の子が１００人います。そうしたら、３クラスができます。３かける４

で１２０人、それなら２０人だけ余ります。そうしたらこれに転入転出とか、転入を

引いて、その定数を引いた人数で、あとそうしたら、１５人しか取れませんよという

ような考え方になってくるんです。 

○林委員 

 空き教室の絡みということ。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そうです。空き教室はあるんですかと聞いたら、最大はプラス１なんですけど、た

だ習熟度別に使っているよとか、そういうふうにきっちりとした理由があれば無理や

り出せとは言えませんので、やはり学校の運営上非常に支障を来しますので。ただ、

例えば、ある中学校さんがされるのであれば、教室保有数が２５あります。使ってい
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るところが１２です。「それであれば先生、何ぼ何でも一つ出してくださいよ」とな

るんです。 

 そうしたらプラス４０になりますから。ただ、本当に小さい中学校、もうぱんぱん

の、例えば、新北島なんかであれば、もう２クラスしか余っていませんとか、真住中

学なんて、もう習熟度をやるプラスもありませんとか、そこはもう、無理やり出して

くださいとは言えませんので、まず校区の子は１００％保障しなければいけませんの

で、そこのあいた人数を募集にかけるというような作業になってきます。 

 ただ、学校側の意見も非常に尊重しながら、何が何でも無理やり出せと言って、習

熟度、できなくなってしまったらもう何のための教育かわかりませんので、そこは先

週と今週、２２校全てヒアリングを終わっています。 

○坂下委員 

 選択制を実施して移った生徒さんを入れた学校さんというのが、それから１年たっ

てそれで実際どうなった。その次の人が、こんな問題があるよということがわかって

いるところまで本当は検証してほしいから、やはり始めた以上は継続してほしいんで

すけど、それは区の立場ではどうなるかわからないということですか。 

○林委員 

 原則は要は、教育委員会とか大阪市がこうするから各区は実情に合わせて実施しな

さいという流れにはなるんですよ。だから昨年の区政会議で結局住之江区はこう行き

ましょうというのが全部ひっくり返されたように、同じような形で、大もとがこう行

きますというふうになったとしたら、それは、可能性はゼロではないというふうに。 

○田村部会長 

 そういうところですわな。 

○長船未来づくりマネジャー 

 まあ、言いにくいですけど。はい。 

○門委員 
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 中学校給食とかみたいに文科省の進めていて全国的にやっているようなことは、一

旦進行したらよほどのことがない限り続けられると思うんです。けどその、学校選択

制とかというのは、やはりそれぞれの教育委員会、言ったら、地方の教育委員会の施

策によって違うから、やっていたところもやめたところもあれば、全国的にはやめて

いる傾向が多いけれども、一旦やると今の市長の公約でやられたから、おっしゃるよ

うに市長が変わって、そのことは言及されなくても、廃れていく可能性もなきにしも

あらずということです。 

 それは危ういし、学校選択制そのものが市長の公約ではなくても、いろいろ各都道

府県で検証しておられて、やったりやらなかったり、やはりおっしゃるように検証さ

れて極端に学校がつぶれてしまったりとか、膨大に過大校になって、生徒指導もでき

なくなったから、そうやはり無駄だったとかというようなで、やめようとしていると

ころも東京ではたくさん出てきましたから。だからほとんどやめていっているな。 

○林委員 

 やめていかれたほうが多いですよね。 

○坂下委員 

 大阪市は大阪市でほかの都道府県と違った条件があるかもしれません。続くとは僕

も余り思っていないんですけど、そこのところを検証しないと、後に残らないではな

いですか。本当、市長になった人が思いつきで動かされているだけになってしまう。

データが残らないというのが一番もったいないことになるわけなので。それは区長が

市へ行ったときにアピールしてもらうのか、その辺ですね。ちょっとでも。 

○南副区長 

 過去の選挙結果なので、あくまでも可能性の話を今から言うのは非常に難しいです

ね。だから少なくとも、例えば市長が本当に次の選挙で議会の構成も変わるかもしれ

ない。市長も変わるかもしれない。それを前提にした話というのはなかなか私らとし

てもできませんし、区長に言ってもなかなかそこはできない。ただおっしゃるように
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検証をしなければいけないというのは多分平成２６年度、ことし始まった分が多分検

証は終わった時点で多分やられます。それは教育委員会がします。ただそこの結果が

出てくるのはもうちょっと先にしか、多分出てきませんので。 

○安田委員 

 ごめんなさい。一つその疑問というかひっかかるというか、難しいなと思っていた

のが、要はあくまでも大もとの方針は市が決めますよ。各区の実情に合わせてという

感じでスタートしたのが結果的に各区の実情だと長船さんなんかが会議を通してくみ

上げてもらって、いろいろなペーパーをつくってもらったのが最終的にはひっくり返

されて、ということが昨年というか、おととしかな、あるわけではないですか。 

 だからそれであれば例えば、部会の中でその検証、その途中の経過というのをご報

告いただくのはすごく参考になるからありがたいんだけれども、例えばここで一生懸

命検討をして、また区役所の方にまとめてもらったとしても、「いや、その声は結局

委員会には届きませんでした」とかというようなことに、またなるのであれば、また

その、もやもやとした気持ちをどこへぶつけていったらいいのだろうというのは。 

○南副区長 

 ただまあ、そこは少なくとも学校選択制については少なくとも走り出していますの

で。 

○林委員 

 いや、選択制はどちらかと言ったら、僕はそんなに心配というか、一時反対派の方

が言っておられたように、これぐらいのことで地域のきずながなくなるとかというこ

とも全くないと思うし、全然思っていないですけど、どちらかというと、給食制なん

です。 

 例えば昨年度に関してはいろいろな新聞とか報道でもあったように、例えば入札し

て調理される業者さんの衛生管理の問題であったりであるとか、あと、先ほど言って

いたように、清江さんであるとか、学校によってはそういうような設備の関係でオペ
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レーションがうまく行っているところもあるみたいですけれども、例えばうちでやる

場合、単一の学年でやっていても、混乱とまではいかないけども、これが３学年にな

ったときにどうかな、これのとばっちりでどういうことがなくなってきたかというと、

昼休みに図書館の解放とかというのをずっとやっていたんです。できなくなってしま

ったんですよ。結局昼休みの時間がとれなくなったということで。 

 学校で保護者のボランティアとかがやってきて、ことしであれば昼休みにちょっと

解放を１週間全部やりましょうかみたいな感じで、いろいろスケジュールを組んだり

してやっていたんですけど、いざ４月から給食が始まったら、とてもではないけどこ

れは昼休み、弁当を配膳して食べて返すというだけでもう無理だから、昼間解放はや

めてくれという話に急遽なったとかで。 

 あと、その内容的なものとかも含めて、これが本当に、以前のような選択制もしく

は小学校みたいな、ほかの地区でやった、給食センター方式とかだとまだいいのでし

ょうけども、今みたいな配膳方式というのはしんどいところがあるのかなというのは、

この１年間オペレーションをしていく中で、改善されていくのかもしれないんですけ

れども、要はそこのその検証というか、先ほど坂下さんがおっしゃっていたように、

注視してまた区役所の方もそういうのを学校現場からヒアリングしてもらって、学校

は学校で直接委員会には言うのでしょうけども、それ以外からも例えば「こんな感じ

で使っているんですよ」というような、援護になるのかどうかはわからないんですけ

れども、報告というか中身の検証というのは、私たちこの委員も含めてなんですけど

も、よろしくお願いしたいなというところが。 

○南副区長 

 それは私らも同じ立場なので、当然区役所も区民の皆さんから聞いて、当然中学生

をお持ちの親御さんから話を聞きますので、それでどうするか。ただまあ、どうして

もやはり、全市的にやっている部分があるので、ただ、区の中でもそれぞれの物理的

な学校の広さとかその辺のところもありますし、ある一定、例えば、中学校なんかで
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やり出して、例えばそういう物理的なことをやっていったときに、市長が変わったか

ら急にやめるということはなかなかそこはできないだろうと思うし、そうふうには多

分ならないと思うんです。 

 ただ、今のいろいろな意味でやはりまだ不十分なところというのをどう改善してい

くかということは、例えば私らとして出していくというのは、多分どの区もみんな一

緒だと思いますけども、出していかないといけないかなと。 

 ただ、さっきもちょっと話したように、今の給食自体が非常にご飯は温かいけども

おかずが冷たい。これは前からずっと言われている。７月からは週に２回温かい汁物

を出すとか、あるいは８月からは若干またおかずもふえるようにするとかということ

で、従来にでも変わるような形にはなっていますし、市長自体も温かいおかずを出せ

るような形で何とかできないのかということで、教育委員会には指示は出されている

みたいなので、その辺の結果を待つしか今はないのですけどね。 

 小中一貫校であればそれは全部給食は小学校と同じようにしなさいという形にもう

なっていっていますし、徐々にでは多分変わってくると。ただまあ、今のままで多分

いいとは誰も思ってはおりません。ただまあ、早過ぎるのではないかという、これは

もう、私らに言われてももう既に始まっているので、申しわけないです。 

○坂下委員 

 改善するにも、問題はいっぱい最初出てきていると思うんです。共通の問題と、そ

れから各校個別の問題とあると思うんですけど、それはもっとやはり１年いろいろ出

して、それに対してどうしたらいいかと考えた上で、改善してもらうほうが、冷たい

ご飯だから、それならどうしようという、そのすぐそっちに行ってしまうと、結局後

追いで、本当のいいものができ上がらないのではないかなと思う。だけど、本当、結

果と問題もいっぱい出して、それでそれに対してどこをまず改善したらいいのかとい

うのは、そこはじっくり検証していただきたいと思います。 

○長船未来づくりマネジャー 
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 オール大阪部分については、ちょっと我々はものを言えないところがありますけど、

今の各学校、私ももう２回か３回、回っているんです。学校の先生方、要望をどんど

ん言ってくださいよということで、要望をまとめさせていただいて、どこかのタイミ

ングで区長から教育委員会に上げてもらうということで、中学校の校長先生方にはそ

れはお伝えさせていただいておりまして、ちょっとお昼もあいたらどんどんどんどん

見にいかせてもらっていますので、そこはちゃんとやっていこうと思っておりますの

で。 

○坂下委員 

 その改善を急がないように、徐々にしていただきたいと思います。 

○南副区長 

 ただまあ、子どもさんを持っておられるとか、子どもさん自体は早く変えてほしい

という声も聞くのは聞くので。 

○坂下委員 

 卒業してしまいますから。そう思うんでしょうけど、それに押されて行ってしまう

と、なかなか思うように行けずに、回り道をしてしまったらいけないから。 

○田村部会長 

 要はこの（１）、（２）に関しては、非常に運命を翻弄されているというような形

で、本当に難しいですわな、これは。本当に。ここでも結論は出ないし。 

○坂下委員 

 本当に１年たって、問題が出て、それから来年は検証の年として、その部分の予算

と時間を確保しておいてほしいというのが意見です。 

○田村部会長 

 そうですね。（１）、（２）に関しては非常に検証が要るということでね。そうや

って、やっていって、この今、安田さんから一つ意見が出ましたけど、その２番の部

会のテーマということで、何かあれば。 
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○安田委員 

 体力づくりの。 

○田村部会長 

 体力づくり。いいですよ。非常にいいですよ。あまり勉強ばかり言わないで。 

○安田委員 

 だって全国的にも、大阪の子どもの体力の傾向、ちょっとことし持ち直したらしい

んですけれど、低いのに変わりはないですからね。 

○田村部会長 

 そうそう。学力は低いんでしょう。 

○長船未来づくりマネジャー 

 学力も低いし。 

○田村部会長 

 体力も低いの。 

○長船未来づくりマネジャー 

 いや、市長が怒ったのは、学力が低かったら、体、運動はできるやろって、見たら、

運動もあかんがなということ。それでアンケートをとったら、朝飯を食べていない。

ちょっとどうかなと。それで、とにかくそうであればご飯を食べさせないとあかんと

いうことで、弁当を入れろと。 

○田村部会長 

 発想的には思うけどな。そうだけど、私は本当に、非常にいいと思いますよ。体力

づくりに、一つ、感化するということはね。勉強勉強という頭も、ちょっと置いて、

体力づくり。 

○林委員 

 体力づくりだと、各学校の、先ほどもおっしゃった、その施設開放とかに、ちょっ

とスポーツ推進委員さんが絶対入っていますから、あれも大阪市の委嘱を受けている
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方なので、その方を中心に。多分スポーツ推進委員さんか青指さんでというような流

れにはなるのかなとは思うんですけれども。 

○坂下委員 

 体力づくりって、何かこれをしなさい、あれをしなさいと言うと、おもしろくない

ではないですか。子どもが外で遊んでいないですよね、余り。だからまずそっちの遊

び、特に小学生ぐらいで元気に走り回る子もいるんですけど、やはり今は、昔から比

べたらは減っているのかなと思うんです。 

○林委員 

 物理的な遊ぶ場所がないというのが。 

○坂下委員 

 場所がない。そうだからその辺を大人の頭で考えるよりまず子どもらに。 

○田村部会長 

 公園でキャッチボールをしたらあかんとか言われるのでしょう。 

○坂下委員 

 子どもらにどうしたら遊べる、遊びたい、どんな遊びをしたいというのを、子ども

から一遍吸い上げたらどうかなと思うんです。そういうのも、僕らの頭で考えると、

もう大人の頭になってしまって、こうしたほうがいいのと違うか、ああしたほうがい

いのと違うかと、いっぱい考えるんですけども、子どもとずれている。どうやっても

子どもは全然おもしろくない。家でやっているのでは、体力づくりも結果的にならな

いと思うので、まずそこからしてもらって、楽しいことでそういう体力づくりにつな

がる道筋をつくったらどうかなと思うんですけど。 

○林委員 

 でも多分そのためにも、さっきも言っていた、場所が今ないというのか。 

○坂下委員 

 子どもらに聞いたら、「それなら遊ぶところがないや」というのがいっぱい出てく
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るかもしれません。そうしたら、その場所をやはり提供してあげないといけない。今

禁止しているのを、禁止を解いてやるということを考えなければ。その部署が今度、

公園であれば建設局へ行ったりとか、そんなのがあるのであれば、今度折衝をしても

らってやるとか。 

○安田委員 

 特に住之江区にある２カ所とも、管理が府になるんです。住之江公園も、住吉公園

も。 

○坂下委員 

 そんな大きなところというのは全部がいけないと思います。地元の公園でも、それ

は近隣の住民からの苦情もあるのでしょうけど、あれをしたらあかん、これをしたら

あかんと言う。けがをしたら誰が責任をとるのかという、最近はそっちが多いではな

いですか。それで、みんなストップ、ストップ、ストップの方向になっている。 

○南副区長 

 それか、昔に比べれば、公園の中の遊具というのはほとんどなくなってきて、昔で

あればシーソーがありましたけど、あれも危険遊具というふうに言われてるんです。

何でかと言えば、「間に挟まったらけがをするではないか」と言います。それは結局

親御さんがけがをしたらどこかに責任をとらせないといかんと思っておられるので、

そうなってきたら何も置けないということで、今ほとんど遊具がなくなってきている

んです。 

○林委員 

 かえって遊具がなくて、本当にそれこそキャッチボールはオーケー、サッカーはオ

ーケーという、本当に広場というか、空き地があるだけでも全然違うんですけれど。 

○田村部会長 

 いや、これはね、うちの小学校、清江小学校は、全面芝生からやっている。だから

そこで水鉄砲大会からサッカーから、本当にソフトボールまでやりよる。これは、一



－43－ 

遍ちょっと行き帰りに見られたらいいと思う。それは休み時間って、出ていない子は

いません、うちは。それで学校の先生と一緒に遊んでいるし。今はもう、芝生から何

かただでやれるのだからね。地域を盛り上げてぱっとやりなされ、小学校。 

○林委員 

 いや、芝生がね、最初検討したんですけど、うちでは、サッカーが最近見てきたん

だけど、要するに全面芝生化にしてしまうと、ほかの子がソフトボールとか、それと

か走るほうとかは。 

○田村部会長 

 いや、やっているよ。 

○安田委員 

 いや、やりにくいということで。 

○田村部会長 

 ７０メートルだけ地べたを置いておかないといかんらしい。タイムをはからないと

いけないでしょう。 

○安田委員 

 うちの地元の小学校、それをすら満たしていないほど狭いところなので。 

○長船未来づくりマネジャー 

 芝生はやはり非常に条件が、清江の先生に聞いたけれど、なかなか適合する学校が

ないんです。 

○田村部会長 

 もう一声１００人来ないと絶対。 

○長船未来づくりマネジャー 

 まず粉浜は絶対無理です。１平方メートル当たりの人数が、踏み固められたらもう

全く無理です。それであと、管理するのが難しいです。 

○田村部会長 
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 それでね、どんなことを言ったって、やはり２面ないといけない。夏芝、冬芝の。

これはもう、いいときはいいのだけど、梅雨明けやっていいときは物すごくいいんだ

けど、もうガタガタになるで。 

○林委員 

 これは本当に、うちの地元の話で申しわけないと思ったの、うちの粉浜の子どもが

遊びにいこうとなったら、住吉公園になります。それこそ昔はあの中の東グラウンド、

管理が本当に区の前のときは、使っていなければ子どもがみんな自由にサッカーした

りキャッチボールをしたりとか、子ども会で練習をさせてもらったりとなったのが、

もう何年か前に、かぎがかかっている、そこにお金が要る。それで子どもが遊んでい

たら追い出される。あとは、その公園のところも最近ちょっと工事を始めて、遊具が

なくなるやとか、原則小さな子どものところが多いので、そこで走り回っては遊ぶけ

れども、結局サッカーやキャッチボールは遠慮しようと。 

○田村部会長 

 まではな。 

○林委員 

 学校は平日はイキイキがあって使えないと。土日は施設開放、全部子ども会で使わ

せてもらっているから、そこに来ている子どもはいいんだけど、参加していない子は

使えない。その近隣の地域の中にある公園というのは、単純に小さい公園なので、走

り回るスペースがないから、結局みんな公園に来て何をやっているかといったら、カ

ードゲームをやっているんですよ。 

 そういうような感じなので、確かに一番いいのはここの北側グラウンドをその後ず

っと解放してくれればなんですけど、もう今は耐震がこうしてしばらく使えないとい

うふうな。 

○田村部会長 

 これもキャッチボールとか、あかんの。 
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○林委員 

 ここは原則借りるのに申請を出して、借りないといけなかったという感じなんです。 

○田村部会長 

 ただふわっと来てやるというわけにはいかんわけやな。 

○門委員 

 鍵がかかっている。 

○田村部会長 

 鍵がかかっていますか。 

○下道委員 

 サッカーとか練習やっている。 

○安田委員 

 あれもだから、前もって何カ月か前からとれるからということで、お願いして、や

るんですけど。場所がらというのが、本当にほかの区みたいに、区民グラウンドとい

うのがあればいいんですけど、住之江区にはないではないですか。 

○田村部会長 

 大体、この大阪の南側にはないのよ。 

○林委員 

 いやでも、住吉なんかは、ホールもグラウンドもいい設備がいっぱい整っているけ

れど、住之江区は寂しいなと、ずっと。 

○坂下委員 

 いつでも行けるように、それなら子ども、今お金をとっている分を子どもはお金を

とらないということで、チームが練習となるとやはり今度はほかの子どもたちが遊べ

なくなるではないですか。だからそれだけのスペースを、例えば分割して、そういう

ところに貸して練習してもらえるところはお金をもらう。それで、こっち側半分はも

う全面開放するというような、そんなふうなことができないものか、この区の中の公
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園とかグラウンドとかで。 

 学校の校庭解放とかになるとやはり、ほかのところからなかなか行けないではない

ですから。そこの学校の生徒さんだけなので、それは学校でいろいろ考えてもらって、

それ以外の外にある公園とかグラウンドをもっと活用して、オープンにする。子ども

に対してはオープンにするというのを考えてもらって、管理に費用が発生するのであ

ればそれを教育予算で組んでもらうということを考えていただけたらいいのではない

かなと思います。 

○南副区長 

 よくあるのは、公園が昔は例えばサッカー禁止、野球禁止ということは、なかなか

昔はなかったんです。要は誰かに当たる、誰かがけがをする、それをどうするのか。

それならだんだん皆禁止。結局そこら辺のところが、例えば地域でうまいことできる

ようなところはそのまま続くんだけども、そういうことになってくれば、だんだんと

できなくなってくる。 

○田村部会長 

 管理的にな。 

○坂下委員 

 幾つかある中で、やはりできるところ、ここではしてはいけないよと、できるとこ

ろというのはネットを整備するとか、予算をかけて、幾つかその地域のところに。 

○南副区長 

 いや、結局ね、そうなってきたら誰がそれならその、来ている子どもを見ているの

かということになるので、結局使っている人が自分で責任を。 

○坂下委員 

 それは本当、大人がアピールしていかないと、自分のことは自分が責任を持たない

といけない。これ、自分の子どもは親が責任を持たないといけないということを、や

はり出していかないと、親が「そんなの、責任をとってくれ」と言うのを「はい、は
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い」と聞いていたら、何もできない。やはりそれは、行政の立場から難しかったら僕

らからやはり出していかないとね。 

○田村部会長 

 そうそうそうそう。地域でね、何か考えていくという。 

○南副区長 

 公園の管理とかは例えば地域に任せられるとかいうことになってくれば、またそう

いうことも出てくる場合もあるとは思うので。 

○坂下委員 

 だからそうしようと思ったときに、区が前面に出たらそういった問題が出てくるの

であれば、地域で見てくださいというふうに動いて、区と話して、そういう場所をつ

くっていくというふうに。これがあるからできないのではなく、これをするためにそ

れではどこをどう変えていったらいいのかというふうにしていかないといけないと思

うんです。 

 簡単には行かないというふうには、それを言ったらそれ、利害関係でみんな思いが

違いますから、子どもらを遊ばしておいて、近所に、そのすぐ横にいる人がその子ど

もの声を聞いているだけでうるさいということで言われると。 

○南副区長 

 大体、そういう方は地元には言わないと皆役所に言いに来られるので。 

○田村部会長 

 本当や。 

○南副区長 

 「地元に任しています」と言ったって、「あそこのあれ、管理はおまえのところ

や」と言って、多分、「それなら、その公園が言われたんや」とか。 

○坂下委員 

 今度地域に流して、あのペットクラブってあるではないですか。「ペット禁止」と
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言ってもやはりみんな飼っておられる。それを管理するのにマンションなんかであれ

ば、管理組合がやっても、その建前と本音と整合できないです。それでもう、ペット

クラブをつくってそこで管理をしてくださいと言って、自分たちが飼いたいがために

やはりやってはいけないことというのは自分たちで規制します。だからそっちがスム

ーズに流れて、ほかの人に迷惑をかけないという。 

○南副区長 

 例えば地域の方からそういう声が上がってきて、総意でやらせてくれということに

なってくれば、役所としては検討には値するし、多分いろいろと進みますと思うんで

す。ただやはり、その辺のところは地域の人がどう思ってくださるかというのは非常

に大事なことになってくるので。 

○坂下委員 

 投げかけたらよろしい。今は要するに地域に流そうというスタンスで進んでいって

いますよ。だからもうこれもやってください。こういう問題があるし、というので、

投げかけて、それは反対する人はいっぱいいると思いますけど、投げかけないと前に

は進まないから。 

○長船マネージャー 

 ちょっと時間がかかるみたいなので、平成２６年度の例えばということです。確か

に。 

○田村部会長 

 テーマですね。非常にいいテーマやね。いいテーマと思いますよ。 

○長船マネージャー 

 確かにその予算に反映は６月の２６日にはできないと思います。まずこなさないと

いけないところが非常にたくさんありますし。 

○林委員 

 逆に言うと、その区役所さんで予算をかけなくてもその関係する団体であったりと
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か、そういうところにも働きかけをして、やってくれませんかというような形の、声

かけはいけますよね。例えば先ほど言った、その公園の利用であれば。 

○南副区長 

 そういうところはね、役所が言うと、なかなか地域の人が反発する場合もあります

ので、逆に言ったら地域の声からやってもらうのが。 

○林委員 

 それをやってしまうと本当に地域差が住之江区内でものすごく出てしまいますよ。 

○南副区長 

 別にそれはそれで、地域差があったとしても。 

○林委員 

 それは構わないの。 

○坂下委員 

 全部をそんなの、同じようにはいかない。 

○田村部会長 

 それはな、あれで地域差と言ったら、ちょっと言葉がきつくなるけど、それはある

よ。もう絶対出る。 

○林委員 

 田村さんがいらっしゃるから、今後清江地域がね、「よっしゃ、それでは子どもの

ためにやってやろう」とか言って、やるけどもまあ、明日からでもできてしまうけれ

ども、ほかの地域とかであればなかなか、「うーん、それはな、なかなかな」という

感じで動かないというのが絶対出て。 

○南副区長 

 それを言って、役所が言っても結局同じ話にしかならないです。 

○坂下委員 

 それは地域の中でそういう人が大半でもやりたい人はアクションすればいいんです。



－50－ 

それで、そういうふうな人を集めて、そういう意見をふやしていけば変わってくるの

ではないですか。 

○田村部会長 

 今の、難しい問題やけど。 

○坂下委員 

 よそが「いいな」と思ったら、やはり羨ましくなったら、皆したいという人が増え

ますよ。 

○田村部会長 

 役所の言うことは全部反対するから。今の偉い会長さんは。 

○林委員 

 いや、でも、中にはそうしたら、「あんなに役所が言うのであればやらないといか

んかな」と言って、やってくれるところもあるのではないですか。 

○田村部会長 

 いやそれでも、個人個人に聞いていたら、そうではないんですよ。もうみんないい

ことを言われるし。本当によくわからない。集団になったらいけない。「こんなもの、

反対じゃ」と言って。それはまあ一つ、平成２６年度のテーマということで、本当に

大きなテーマだけど。体力づくりとか、そういう広場の管理とか、それも含めて、い

ろいろと考えていったらいいと思います。 

○林委員 

 本当に、この、お金をかけなくてもできることとかというのは、たくさんあると思

うので、例えば今だったら子ども会とか、青指さんが中心でいろいろなスポーツ大会

をやっているけれども、結局そこにも参加していない子ども、フリーで来られるよう

な、例えば綱引きやら何やらとか、「大会をやるよ」と言うのであれば、それをきっ

かけで「ではそれの練習が」というような意味合いで、参加しやすくなってくれる子

どもがいればいいだろうし、その間口を広げるという方向に、なるべく引き寄せる、
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お金を使わずにできるのであれば。 

○南副区長 

 その、平成２６年度の制度の中で、例えば体力づくりということであれば、例えば

今おっしゃったようなことを来年度以降、あるいは平成２６年度からできるのであれ

ばどんなことがしましょうというのを、いろいろな意見を出していただいて。 

○林委員 

 「スポーツ推進委員さんお願いします」と、「委員長それ、どうしようとかないで

すか」という方向で。 

○坂下委員 

 もう一つ、予算を使うということを思うのであれば、イベントをね、小学校全部が

集まって、住之江大会みたいなのはないのでしょうか、あるんですか。 

○林委員 

 小学校が全部集まって住之江区独自の大会はないです。大阪市の小学校の大会に出

るための予選が各種目ではやっています。 

○坂下委員 

 それは競技。 

○林委員 

 いろいろやります。サッカー、一輪車、相撲、ソフトボール、バレーボール、１０

個ぐらい。ちょうど今の時期に予選が始まっているんですけど。「８月に長居公園で

やっているわ」ということで。 

○坂下委員 

 住之江区が予選なしで全員総当たりというぐらいの企画を１日では無理であれば、

１０日でもというのを。 

○林委員 

 それに近いのは、区民マラソンの日に子どもの駅伝大会とマラソンがあるんですけ
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れども、原則、マラソンは一般募集にしていますけれども、実態はちょっと子ども会

周辺にしか声がかからないので、府の子ども会に加盟していない六つの小学校の子ど

もなんかは、ほぼ来ないんです。 

 そういうところも含めて、そういう例えば子ども会、僕もやっていたので分かりま

すけれど、頑張ってやってくれているけれども、この子ども会に加盟していなくても

例えばそこであれば、そのスポーツ推進委員さんが中心になって、もっと子どもをい

っぱい声をかけてくれるって、何ぼでも毎年やって立派な賞状やらメダルやらもつく

ってもらっていて、あれは参加した子どもにしたら結構楽しくて、遅い子でも毎年参

加している子もいたりするので、そういうような、それかどうか、マラソン以外でも、

何かがあったりとか、同じような住之江スポーツフェスティバルみたいなのができれ

ばいいですよね。 

○田村部会長 

 おもしろいですよね。 

○坂下委員 

 簡単にできて例えば綱引きとか、縄跳びとかぐらいのものでも。マラソン大会を南

港でしていただいているんですけど、僕らは南港にいるから近いからいいんですけど、

こちらから行くとなったらなかなか遠いと思う。 

○林委員 

 それもだから場所が南港しかないから、南港でやっているんです。中央公園でしか。 

○坂下委員 

 だから、僕、何日も総当たりでと言いましたけど、例えば、綱引き大会、縄跳びぐ

らいをやって、各ところで本当に予選みたいにして、それで最後、南港の中央公園で

やるのであればやる。住之江公園でやるのであればやるというような。 

○林委員 

 綱引きは、ちょうど６年ぐらい前からマグスミノエで、毎年、綱引き大会をやって
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くれていて、それの声かけがコミ協経由で、子ども会にしか来ていないんです。それ

以外のほかの小学校方も含めてオール住之江の大会にしてくれたら、うまいことやる

やつには、一番最初はスポーツデポとかが賞品を出してくれたりやら何やらとかで、

すごく豪華な大会だったんですけど、参加チーム数すごい今ふえてきたので、という

のがあります。 

○坂下委員 

 オープンにして、小学校が別々の子たちが一緒になってチームを組んでいるのは、

非常に、アナウンスをするのは小学校にこんなのがあるよと、子ども会にも行く、そ

れから各地のスポーツクラブがありますね、ああいうところにもアナウンスをして、

それで、オープンですよと。自分たち何人でチームをつくって、応募したら参加でき

ますよというような形で、その地域にそんなに離れていないところで、予選会をして、

そこを勝ち抜いた人が、それなら住之江でやるというぐらい。簡単なことで一生懸命

練習をしなければいけないということであれば、まあ、しない。 

○田村部会長 

 そういうことで、それなら今後そういうふうな具体的な案もここで出して、どんど

ん考えていったら。 

○坂下委員 

 そんなイベントをしたらそこそこお金がかかると思うんですけど。 

○田村部会長 

 思いますね。けど本当に今おっしゃったように、地域に温度差があるというのは事

実で、なかなか流しておられても一生懸命やっておられる青指さんとかであれば、す

っと流れていくし、その子についていくから。だからそういうものがあるから、ちょ

っとなあ、いろいろと難しい問題も出てくるかと思います。 

 そのことで、その他というのは、もう何もありませんか。 

○長船未来づくりマネジャー 
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 もう無いです。 

○田村部会長 

 今のところはないか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 どうしようかな。部会のテーマが何かまとまったような、まとまらないような。も

う一回どこかでちょっと。 

○安田委員 

 まあでも、勉強に関してはずっと何年間か区役所さん主導で進めてくれていますか

ら、これは先ほども言った、続けていってその途中で検証も入れながら。ただ、それ

以外のところでとなると、こういうような、今子どもであれば、体力関係と、あとは

どこでもやろうとしたら、食育関連ぐらいでしょうか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 今おっしゃったのであれば、地域によって温度差があるだろうかもしれないけれど、

そういう機運で、こちらだけではなくてお互いにやっていかないとと思いますので、

そういう地道な活動と、マラソン大会なんかであれば子ども会に入っていないところ

なんかには行っていないので、もうちょっと全員が行けるように呼びかけてよねと。

これはお金が要りませんし。 

 それとあと、目に見えるものであれば、シュライカー大阪なんか、ちょっと協力い

ただいて、各学校を一緒に回るとか、そういうようなイメージでちょっとまた考えさ

せてもらいますので。 

○田村部会長 

 そうやね。了解しました。お時間ももういいようでございますので、本当に活発な

意見をいただきましてありがとうございました。またこれをいただいたテーマで、今

後もこの１年間考えていきたいと、そのように思います。本日は本当にご苦労さまで

ございました。ありがとうございました。 


