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平成２６年度 住之江区区政会議 

第２回 子ども・教育部会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２６年１０月１６日（木）１９時００分から２０時４０分まで 

 

２ 開催場所 住之江区役所 ４階 第２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、鷹野 麗子 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２７年度の取組案について 

  （２）その他 

   

５ 発言内容 

○長船未来づくりマネージャー 

 それでは定刻７時になりましたので、行ってまいりたいと思います。 

 本日の会議には１９時現在、７名中６名の委員の方に御出席いただいており、定足

数を満たしておりますことを御報告申し上げます。また、本日の会議は個人情報など

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。議事録等につき

まし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
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なりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは冒頭、田村部会長から御挨拶よろしくお願いいたします。 

○田村部会長 

 皆さん、こんばんは。本日は区政会議の子ども部会ということでお集まりください

まして、ありがとうございます。事務局から、また来年度に向けての提案があるとい

うことなので、皆さんで御審議よろしくお願いします。それでは、長船さん。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それでは私から、まずレジュメに沿って進めさせていただきます。平成２７年度の

取り組み案についてということで御審議願うものでございます。 

 まず予算計上するものにつきまして、英検の受験、これは昨年と引き続き行ってい

きたいと思っております。平成２６年度予算につきましては、１１２万６，０００円

計上しております。実施状況につきましては、区内の市立中学校の１年生、もしくは

２年生全員を対象に英検の４級、５級を選択し、受験を支援するということで、実績

でございますが、平成２５年度実績は、全７中学受験していただいております。９８

２人中の９２７名、９５％受験していただいております。合格率につきましては、９

２７名中の６０７人。大体６６％合格しております。今年度につきましては、第２回

１０月の受験日で住之江中学、新北島中学、南港南中学の３校、第３回の受験日とい

たしまして、来年の１月、残りの住吉第一中学、加賀屋中学、南港北中学、真住中学

が受験すると伺っております。英検受験につきまして、継続ということで挙げさせて

いただいておりますが、こちら御審議よろしくお願いいたします。 

○田村部会長 

 今さっき提案があったように、継続してやっていることと、それと一番最後の受験。 

○長船未来づくりマネジャー 

 こちらにつきましては継続で問題なければ合わせまして受験級の拡大ということで。 

区役所にある保護者さんから電話をいただきまして、「もう既に４級、５級取っ
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てるからもう一個上の級を受けさせてもらわれへんのかな」と。ただ、３級となりま

すと、費用の面で５００円アップします。２，３００円から２，８００円。それと４

級、５級は面接がないので学校内で完結できるのですが、３級につきましては受験が

終わった後に別の会場にて面接がございます。授業の一環の取り組みとして行ってい

るので、学校を離れて何かあった場合、学校長の責任になってくるかもわからないと

いうことでまだ学校と調整はついておりません。こちらで、受験３級も認めてあげた

らということになれば、当然学校長とも調整をつけていきたいと思っております。た

だ、学校長がまだということになれば、来年度もう一年見送るという可能性もありま

すが、そこは合わせて御審議、よろしくお願いいたします。 

○林委員 

 済みません、前提でなんですけど、これは先ほどの長船さんのお話ですと、学校の

英語の授業の一環として、各７中学校に取り組んでいただいているという。 

○長船未来づくりマネジャー 

 基本的には、授業の一環として取り組んでいる学校もありますし、課題授業という

ところもあるんですけれど。 

○林委員 

 そうですよね。この受験級の拡大に関しては、一番最初この話が出たときから、多

分取ってる子は４級、５級はもう持っているというのもあったので、こういう方向で

進めていただくのは構わないと思ったんですけど、先ほどのお話でこれが学校の授業

の一環ということになると、やっぱり引率をどうするのかであったり、そこら辺の問

題とかで、３級はなしにしましょうというような形になると、せっかくやる気のある

子がかわいそうだなというのが出てくるので、なるべくせっかく貴重な予算を使って

いただくのやったら、ぜひ受ける子どもにとっても、学校にとってもそんな過度な負

担にならないようにとうまい解決策を見つけてもらえたらなとは思うんですけども。 

○田村部会長 
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 そういうことで、対象が１年、２年。 

○長船未来づくりマネジャー 

 １年生、もしくは２年。どちらか学校で選んでくださいということで。 

○田村部会長 

 そうなってくると、やっぱり受ける子がちょっと事故があっても、学校側は責任な

いよというような。 

○門委員 

 ４級、５級は校内で受けているんですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そうです。準会場ということで校内で受けてます。 

○林委員 

 漢検と同じような感じですよね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ただ３級になってくると、面接が入りますので。 

○門委員 

 ３級は、わかっているんですけど。３級を受けたいという子は、すごくたくさんい

てるのですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 大体、基本１年生修業レベルで４級ないし５級なので、３級というと中学生卒業程

度になってくるんですね。かなり上のレベルにはなってくるので、１つの学校で数名、

私も相談を受けたのは１名の親御さんだけなんですけれども。 

○林委員 

 ４級、５級やったら歯ごたえがないという、生徒さんも多いとは言わないけども、

一定数いてるのは。 

○田村部会長 
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 なるほどな。 

○鷹野委員 

 でもハードルになってるのは責任問題だけですよね。 

○林委員 

 というかそれが学校の授業としてるところであれば、受けさせる親御さんがそんな

ややこしいこと言わないとは思うんだけれども、授業の中の一環だったらどうなるん

やとか、よくあるみおつくしの保険の扱いをどうするのかとか、学校の監督下におけ

るやつだったら、それをどこかに報告を出さないといけないのかという。 

○田村部会長 

 うちらの地域の小学校でふれあい喫茶というのをやってて、小学校の子に土曜日手

伝いに来さすのでも、やっぱり一応親の委任状とってやってるんですよ。そやから、

そういう子どもが多かれ少なかれ実際にいるとなれば、それでやりたいというのであ

れば学校長との話し合いを長船さんに頑張ってもらって。 

○下道委員 

 伸びようとしている人は伸ばしてあげたらいいですよ。 

○田村部会長 

 そうですね。 

○門委員 

 授業の一環といっても過去問をするとか、そういうのじゃなくてテストを英語の時

間にやっているというだけだろうと思いますよ。だから、３級の人はこれもテストの

１つみたいに受けて、後の問題は保護者の責任というのがあるし。 

○林委員 

 ああいう面接とかって土曜日とかですね。 

○門委員 

 土曜日だと思いますよ。うちの娘も受けに行きましたけど。 
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○林委員 

 ですので学校の先生が見ていないところで、保護者と一緒に行くのか、子どもだけ

で行くのか。どこかの会場に行って、面接というかそういうのも受けた上でというこ

とだけなので、これは逃げになるのかもしれないですけど、募集であったり案内の要

項のときに「３級以上に関しては」というような感じで「土曜日とかに面接に行って

もらいます。」と、その「往復等における事故については、皆さん自己責任で。」ぐ

らいを書いておけば問題ないんじゃないのかなと思うんですけれども。 

○田村部会長 

 ちょっと結論めいたことで何やけど、そこら辺はちょっと学校長と調整して、前向

きに。せっかく伸びようとする芽なので、積極的にやっていくという方向性でよろし

いですか。 

○林委員 

 選択肢として用意してあげていれば、それを利用するかしないかは生徒さん次第な

のでね。 

○田村部会長 

 では、そういうことで。 

○長船未来づくりマネジャー 

 そういうことにさせてもらいます。承知しました。 

 では次、漢検の受験ということで今年度から行っておりまして、今年度１３６万４，

０００円と、こちらの内容につきましては小学校５年生、６年生全員を対象に漢検の

５級から７級選択して受験支援するということで、現在の実績でございますが、住之

江、北粉浜、敷津浦、南港、渚、粉浜の５校が受験を終わっております。それで２７

３人の２５０人、９２％受けていただいております。各個別の学校の合格率があるの

ですが、ちょっとここでは申し上げにくいので、大体９割前後の方が合格ということ

で、ここは５級受けたところと７級とでかなり差がありますけど、そこは学校に任せ
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ておりますので、今後は１０月に２校、来年の１月に５校、来年の２月に３校という

ふうに順次受験していただいております。こちらにつきましても継続として挙げさせ

ていただいておりますので、御審議よろしくお願いいたします。 

○田村部会長 

 ということで次は、漢検のことで、これはもう継続でよろしいですか。 

○林委員 

 英検とのセットで。 

○門委員 

 これは何か保護者云々と言うてたけど、保護者も受けられたことはあるのですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 今のところ、５校での実績は聞いておりません。 

○田村部会長 

 言うとったね。保護者も巻き込んでとかいうてましたな。 

○安田委員 

 これ１００％の受験率にはならないんですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 当日、欠席、風邪をひいたとか、どうしてもって、強制はなかなかできませんので。 

○門委員 

 該当してない障がい児学級なんかにいてる子とか。 

○林委員 

 不登校の子とかもいるでしょうしね。 

○門委員 

 それは事実全員受けさすということ自体は無理やし、やっぱり受けたくないという

子の自由も多少はあるやろうしね。ちょっと高過ぎるぐらいやと私は思います。この

中学校の状況とかも見てても。 



－8－ 

○林委員 

 多分、そこが先ほど言っていたように、学校の授業の一環というわけではないけれ

ども学校としてもこれは受けさせようというような形でやっているからの受験者数、

これは予算化する前も学校が団体で受けれる会場だからということで毎年中学校なん

かで希望者を募ってというのをやってましたけど、受ける子の人数と言ったら教室１

つか２つぐらいですので。本当やったら、もうちょっとレベルが高いのを中学生が受

けてもいいんじゃないかなという気もせんでもないんですけどね。英語も大事やけど、

漢字も。 

○田村部会長 

 それでは、そういうことで。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それでは継続ということで。ありがとうございます。 

 次、３点目、こども学習サポート事業ということで、今年度から始めた事業でござ

います。今年度予算、５９６万６，０００円と。状況につきまして、学力の向上につ

なげるため、夏休み等の長期休業中に、１回２時間の学習支援、最大９０時間を行う

学習支援員を区内市立小・中学に派遣する。ということで、現在の実施状況でござい

ます。９月３０日現在、合計８６７時間で４３％、使っていただいております。小学

校につきましては、放課後ステップアップ授業が大体２学期の中間ぐらいで、時間数

が底をつきますので、それの後に学校の先生自体は放課後ステップアップ授業をもっ

と続けたいというのがありますので、その後ろにつけていくということで小学校は伺

っております。中学校にしても、残っているところは今度受験対策ということで、冬

休みとか、そちらに使用していきたいということで、現在、学校長にもかなり高評価

を得ております。こちらについても来年度継続して行っていきたいと思っております

ので、御審議よろしくお願いいたします。 

○林委員 
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 済みません、これに関してなんですけど、実はうちの地元の中学校なんですが、こ

れありがたく利用させていただこうと思いまして、もともと以前から会議で出ている

中学校ごとの元気アップ地域本部事業と関連して進めさせてもらおうと思っていると

ころなんですね。そこは非常に学生ボランティアの確保が難しいところだったので、

これはすごく助かるな、ありがたいなと思ってたんですけど。 

○門委員 

 済みません、講師が見つかったのかなと思ってたんです。 

○林委員 

 これがなかなか大変だったのを、こういうような形で住之江区さんが予算化してく

れたことで落札した業者さんが、例えば数学だったら数学、英語だったら英語でこの

曜日でこの時間に入れる方をという形でアサインしてくれるというので、中学校なん

かはほぼ動いているんですけれども、実際の細かな話になってしまって申しわけない

んですけれども、これうちの中学校でも利用しようと思って、先方の落札したところ

の方と打ち合わせをさせてもらったのですが、先ほどみたいに中学校とかの場合、教

科ごとに分かれているじゃないですか。１人の方が４時間、例えば１日使って教える

教室を持つのはオーケーらしいですけど、英語の人が２時間、数学の人が１人で２時

間、１日に２人来ることはできないです、というふうな形だったんです。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっとそれ初めて伺いますね。 

○林委員 

 ということは住之江さんから出した仕様ではなくて、業者さんの内部でのというこ

とですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 私どもの仕様は、５科目全てに対応できる講師を派遣することと仕様で出しており

ます。 
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○林委員 

 数学、英語とか中学校だったらそういう教員免許を持っている方をみたいな感じで

見てたりみたいな感じもあるんですけど、要はその日、例えば英語で同じ日に隣の教

室で数学というふうな形でできればなと考えてたんですけども、１日に２名派遣する

ことはできないんです、というようなお話だったので。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっとそこは確認します。 

○林委員 

 多分それはもう今からやったら無理なのかなとは思うんですけど。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっとそれは私どもの理解ではないので、５科目全てその人が教えるスキルを持

っている人ということで限定させていただいて、その人が英・数・理・社、全て教え

るという意味で私ども投げているんですけれど、住之江中学さんと確認させてもらい

ますけど、どういうやりとりがあったかというのは確認させていただいた上で。 

○林委員 

 多分、小学校のとは違って、中学校だからということで業者さんとそこまできちん

と考えてらっしゃるかもしれないけど、講師の派遣としては何曜日、何々の教科みた

いな感じで要望を出してくださいと、その方にそういうような条件に見合った講師の

方を紹介させていただきますということで。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ごめんなさい、基本的にはころころ講師が変わったらあかんので、その人１人で必

ずそこは、例えばＡさんやったらＡさんがついてください。それでスキルを持った人

をＡさんということで５科目教えるということで、仕様書には限定して書かせていた

だいて、ちょっとそこは業者さんと確認しますので。 

○林委員 
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 ぶっちゃけた話、一人で５教科教える方は多分いないというか、おったとしてもそ

れは大人やからできるよというだけであって、ちゃんと突っ込んだ指導ができるかと

いうと、そこは疑問なので。 

○長船未来づくりマネジャー 

 確認します。 

○林委員 

 それはそれでも構わないんですけど、大変ありがたいんやけど、もう少し使いやす

かったらありがたいところがあったかなというだけでした。 

○長船未来づくりマネジャー 

 はい、わかりました。では、こちらも継続でよろしゅうございますか。 

○田村部会長 

 そうですね。ちょっと確認取ってもらって。 

○林委員 

 次年度以降はということで、お願いいたします。 

○長船未来づくりマネジャー 

 はい。次に４点目、スクールカウンセラーの増員ということで今年度、９８０万つ

けております。実施状況、７つの中学、ここ全て１人ずつ張りついてます。及び４の

中学校下の９つの小学校にスクールカウンセラーを派遣しております。４中学校下で

すので、例えば真住中学校下でしたら、小学校は３つありますので３つに対して１人

つけております。現在、未派遣の３中学校下の６小学校にそれぞれ派遣していくと。

未派遣の小学校につきましては、中学校に行って、いついつ使いたいんですというこ

とで、中学校に出向かなあかんわけです。中学校が第一優先になるので、中学でくっ

てしまったらもうないよとなりますので、だから学校の校長先生方もちょっと要望が

多かったので、そしたら小学校にも直接でということで、こちらは３名予定しており

まして、こちら全ていくと７つの中学校と１５の小学校全てにスクールカウンセラー
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が配置されるということになってまいりますので、こちらの追加派遣の御審議、よろ

しくお願いいたします。 

○田村部会長 

 そういうことで全部の小中につくということですね。 

○林委員 

 多分、数字的に利用率とかも出しにくいものなのでしょうけども、結構知っている

ところではすごく利用されている方が多いので、これも助かるなというか、やってい

ただいてよかったなとは。 

○田村部会長 

 そやね。 

○門委員 

 これ、あれですか。市教委が前から一定数入れてましたでしょ。だからプラスアル

ファやったら、結果的に幾つプラスアルファしている。 

○長船未来づくりマネジャー 

 市教委が入れてたのは、一番最初７つの中学校と２つの中学校下の小学校です。 

○田村部会長 

 ２つの中学校下の小学校。 

○長船未来づくりマネジャー 

 後の５つの中学校下の小学校を私どもで、区で統一手当するということになります。

ただ、南港だけは範囲が狭く、人数も少ないので南港の２つの中学と４つの小学校、

元来２つの中学校があればそれぞれ２人、小学校へ派遣するんですけど、４つの小学

校を１つにまとめて、そこは機能的に中学校と相談しながら使ってくださいねという

ことで、本来は７＋７で１４名になるのですが、７＋６ということで１３名。そのう

ち区で用意させてもらうのは、４人分区で予算化しております。もう既に今年南港に

は１名、張りついてますのであとプラス３名を来年度予算化したいということです。 
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○門委員 

 来年度ね。 

○田村部会長 

 これも増えていくんでね、継続ということで。 

○林委員 

 カウンセラーの方が来られる日は、予定が一杯みたいで、もちろんスクールカウン

セラーのことなので学校の先生も余りタッチしないということなのでわからないけれ

ども、いつ通っても靴があるから多分人気というか、利用される方がすごく多いみた

いですね。 

○田村部会長 

 はい、わかりました。 

○長船未来づくりマネジャー 

 よろしいですか。それでは次、新規の取り組みなんですが、こちら初めてだと思い

ます。こちら、ｅラーニング教材「すらら」の導入ということで新規なんですが、こ

ちらにつきましては平成３０年４月、南港で施設一体型小中一貫校の開校を目指して

おります。南港渚小学校、南港緑小学校を合併しまして南港南中学校の敷地の中で、

小中施設一体型小中一貫校、平成３０年４月ということで予定しております。そこの

特色ある教育づくりの一貫ということで、事前からこの「すらら」の導入、この「す

らら」というのは何かといいますと、ｅラーニング教材。こちらは偏差値が、例えば

３０台のお子様から７０台のお子様まで、全部全て対応できると、まず個人にＩＤを

渡します。そのＩＤでパソコンに入っていっていただいて、勉強を動画で、漫画とか

そういうのを見ながら勉強を楽しんでいくと、おうちでもパソコン等あればそのＩＤ

で入っていけますので、かなり学力の向上には資すると思っております。実績なんで

すが、こちらの業者さんいわく約半年で７ポイント上がったよというような実績もあ

りますよということで、今リリースして４年なんですが、全国の６６校の私立学校に
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導入されております。こちらを試験的に導入してまいりたいなと、あくまでもこれは

まだ予算要望なので、予算が通らない可能性もございますので、こちら要望だけとい

うことでお願いしたいと思っております。この「すらら」わからないところがあれば、

わかる範囲で説明させていただきますが、ちょっと御審議をお願いしたいです。 

○林委員 

 済みません、この導入というのは、対象は今お話のあった南港の。 

○長船未来づくりマネジャー 

 まず南港南中学、そこへ導入したいと。基本的に対象は中学生なんですね。小学校

高学年いけるといいますけれど、英語と数学と国語の３科目なんです。英語は小学校

６年から対応できるけれども、これ３つセットなので小学校に入れたら数学、国語は

使われへんからもったいないよねということで、南港南中学の１年生から３年生、約

１５０名を対象に導入していきたいと思っております。 

○林委員 

 これすごく素朴な疑問なんですけれども、これはあくまでも教材を導入して使用す

るか、しないかは当該の中学校の先生に任せる方式ですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 一応、南港南中学の校長先生、教頭先生とは水面下ですが「これは非常にええ教材

やね。」ということで、私ども必ずこれを使いたいということで、南港南中学の校長

先生からはいただいております。 

○林委員 

 素朴な疑問２点目なんですけれども、先の段階で施設一体型という、以前からお話

が出てたので全然ありだと思うんですけど、そこにテストケースとして、実際施設一

体型のものができたら、「すらら」なのかどうなのかは別にして同様のカリキュラム

なりメソッドなりで授業が始まるというのは確定なわけですか。 

○長船未来づくりマネジャー 
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 確定ではないですけれども。 

○林委員 

 そうなるかもということですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 まず一旦、南港南中学で試していただいて、そこで成果が出るなら小中一貫型の目

玉にもしていきたい。 

○林委員 

 そこで先ほど言った素朴な疑問なんですけど、そういうのって教育委員会さんマタ

ーの話じゃなくて、住之江区さんの独自予算でやらないといけないことになるのでし

ょうか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 基本的には教育委員会は、公募教育なので、何でここだけこれを導入するのという

のがまずあるんですね。小中一貫校自体が非常に特色のある教育やと、それ以上のこ

とはできない。ただ我々これ南港地区ですね。南港地区はやはり教育環境も整えてい

かんと、このままでは南港地区はどんどん人間が減っていってゴーストタウン化にな

ってしまうのではないかということで、ちょっと人口回復じゃないんですけど教育環

境を整えて、やはり若者世帯も帰ってきてほしいよねということで、そういう一点も

ありまして、こちらの導入させていただきたいなと。 

○林委員 

 わざわざ住之江区は血を流してやらないといけないというか、原則そういうのがあ

るのだったら、まず教育委員会さんでこういうのを入れてというのをやるのじゃない

のかなと、ふと思っただけで先ほども言ったように子育て世代を呼び込むための一つ

のというような形でというのだったらわかるんですけれども、それであれば先ほども

言った教育委員会からやるというのだったら、多分学校の先生もやれという話になる

と思うんやけど、これが区の独自予算でとなると、せっかく予算をかけていい教材が
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入ったとしても、そのときいらっしゃる先生が「わしの授業ではこれは使わん。」と、

わかりませんけどそうなったときにわかりにくいなと。ｅラーニング教材なので、恐

らく既存の学校のパソコン室のパソコンを使ってという形になりますよね。であった

ら週に数学が何単位あるか、その内の１単位は教室移動を伴って、パソコン室でやっ

てとかいうことになるんですよね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それプラス、特色あるので、課外授業としてこういう専科コースじゃないですけど、

授業が終わった後でパソコン教室を開放してどんどん使ってもらうとか、例えば校長

先生いわく可能かどうかわからんですけど、非常にいいものなので校長先生予算でパ

ソコンを増量しようかなと、そこまでおっしゃっていただいてます。 

○門委員 

 基本は個人学習やね。一斉学習ではできないですね。 

○林委員 

 逆に言うとそれが、今高校生の予備校なんかもこういうような形式に変わっちゃっ

たじゃないですか。それがＤＶＤなのかネットで見るかは別にして、だからやること

はずっと繰り返し、自分の時間で何回も何回もわかるまで同じ授業見るというところ

では、すごく効果はあると思うんですけれども、それが中学生ぐらいがそこまでやる

のかという動機づけですよね。それがあくまでも授業の一環として先生がちゃんとさ

せるというんだったらそこまで見れるのかなと。後は、区の特別予算でやるというこ

とであれば、例えば効果測定とかも含めてそれぞれの経過観察は住之江区独自でされ

ていく形になるんですよね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 やります。経年変化、例えば入れた年やったら、一番最初の定期テストと学年末の

定期テストで何ポイント上がったとか。 

○林委員 
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 効果測定って、難しいところがすごく負担がかかっちゃうから、大変じゃないかな

というのが。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それから長期的に見るのだったら、全国学区で何ポイント上がったとか、長期的に

見るんでしたらね。 

○林委員 

 全国学区でもずっと実施されてから、大阪ばっかり叩かれてるけれども、あれかっ

て問題点がたくさんあるじゃないですか。結局、小中で学力が高いといったところが

実際の大学進学率はどうなんだであったりとか、実際テスト対策の授業ばっかりやっ

てたという秋田県とか、いろんな県の名前出てきたりとかという、以前から会議のと

ころでお話が出てたと思うんですけれども、この教育とか勉強のことでいざ数値目標

であったり、効果測定というのが出てきてしまうと、もちろんそれは大事ですけど、

それだけがひとり歩きしてしまって、結局それを満たすように、満たすようにって、

実際のところ何をやっているこっちゃわからんことになったりとかいうのもあるんで

すけれども。 

○長船未来づくりマネジャー 

 南港南中学の校長先生は、やっぱり何かやらんと前に進まへんやろと。ただ今私ど

もの学校案内、全て全国学区で点数出してますので、ちょっとやっぱり南港南中学の

先生は危機感抱いてはりますので、ちょっと何かやらんとやっぱりこのままでは前に

進まへんやろということでぜひともお願いしたいということで。 

○林委員 

 当然「すらら」は性能がいいからということで選定されはったと思うんですけど、

似たような教材というのは多数あるじゃないですか。その中で「すらら」さんがどう

いう経緯で決まったかというのは、恐らく内部資料は持ってらっしゃるやろうけど、

例えば学校さんとずっと時間をかけてプロジェクトをつくって調整していってこれに
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なったのか、例えばこちらの行政というか、区役所さんで決められて南港さん、これ

どうですかというような形でアプローチされていったのかとか、そういうのも出てき

ますよね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 私どもも限られた予算なので、非常にこれ安価なんですね。非常に安いんです、こ

れ本当に。ある程度何個か見た上で、一番安価で一番効果的なものでこういうのがあ

りますよ、一遍試してみてくださいということで、南港南中学が、インターネットか

らでも今すぐ見れますので、一回校長先生も試してみたと、「わかりやすいよね。」

ということで。 

○林委員 

 例えば南港南中学さんの生徒規模で、予算としてはどれぐらいの予定になりそうで

すか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 １５０名で約３００万です。 

○林委員 

 １名、２万円ぐらい。それは年間のライセンスですよね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 年間です。初年度、諸費経費が初年度分だけそのうち何ぼか入っているんですけど、

あとのランニングは１人月１，０００円です。 

○林委員 

 ということは年間１万２，０００円ぐらいという形なんですね。例えばそういうの

って受益者負担ということで希望者募ってやってとかとなると、全体での効果測定と

ノイズがふえて意味がなくなっちゃってとか、難しいところがあるんでしょうね。ど

うなんでしょう。 

○門委員 
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 要は生徒集めみたいかなと、私は悪く言えばね。 

○林委員 

 いかにアピールする材料の１つという。 

○門委員 

 だからここに行けば無料でといえばおかしいけど、このＩＤをもらえますよと。そ

れで個人学習ができますよという、そういう取り組みを施設型小中一貫になれば南港

地域だけじゃなくて市内各地域から呼び寄せられ、来るかどうかわかりませんけど。 

○林委員 

 実際に通学の時間を考えたらというのは。 

○門委員 

 けども、そういうことも狙ってはるからそうなんかなと思うけれども、これはやっ

ぱり個人学習というか、個人の、極端に言うたら家庭学習もできるし、学校でもでき

るし、教科書に準拠しているかどうかわからへんけども、インターネットとかそうい

う機器を利用した電子教科書とか、電子黒板とかも出てていろいろ教師は使っている

部分はあるかと思うけど、これ自身はそれぞれの子が利用するというのが主体かなと

いうふうに思うから、すごいことをするんやなと思うけども、そこまでせんとあかん

のかなという思いも。 

○林委員 

 僕個人の賛成とか反対とかというのを別にして、いろいろ周りの人からこんなん言

われるん違うかなというので話しますと、じゃあ何で特定の中学校だけこれだけ予算

をかけてやるのというのが絶対、話としては出てきますよね。そうなったときに先ほ

ど言ったような理由で、例えば住之江区の中で南港地域は高齢化率も上がって、子ど

もも減って人数も少なくなっているので、そこに対するというような形でというのは、

わかるんですけど、「そんなんは今までだって塾とかあるんやからそこに行かせたら

ええやん。」というふうに一言出やしないかなというのと、あとは例えば効果測定し
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て、「すらら」を入れて、すごく子どもたちの基礎学力が向上しましたとなったら、

南港南中学校さんだけでとどめておくのか、それはある程度住之江区内のほかの学校

へ波及していくことなのかという先のプランというか、計画というのはどんな感じで

すか。 

○南副区長 

 １つは南港南中学校というのは、小中一貫校という、大阪市内でもそんなにあるわ

けではないですし、住之江区で言えばここだけの話ですから、当然その中でどういう

特色ある学校をつくるかという１つのテストケースとしてやりますということですか

ら。 

○林委員 

 要は、先行の３校が大失敗ですもんね。 

○南副区長 

 そこまで私が言うてるわけではない。 

○林委員 

 ぶっちゃけた言い方をすればね。 

○南副区長 

 もう逆に言えば、ほんまにこれがほかの学校でも必要やないかと言われれば、当然

それは先ほどおっしゃったように教育委員会がやるべきことというふうに思います。

そこはうちとしては、今言うてる小中一貫校の目玉としてこれをどういうふうな形で

するか、あるいは南港地区をどう活性化するかという、その二面からここでやります

という説明をさせていただくので、ほんまにそこでもせなあかんのちゃうかとなって

きたら、別にここだけではなしに全体でやるということになれば当然それは教育委員

会がやるべきことやというふうに私は思います。 

○林委員 

 ですのでそれに向かってのパイロット事業というのを住之江区でなお且つ一時期限
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定でやることのどこまで意味があるのというへ理屈こねる人も出てくる。 

○南副区長 

 うちとしてはそういう判断をさせてもらいますしかないでしょうね。そこは平行線

になる可能性が高いですよね。 

○林委員 

 さらにもっとぶっちゃけた話、変なこと言う人やったら、南港地域が湾岸区になっ

て住之江区から切り離される、みたいなことを言う人もいますやんか。言ってしまえ

ばね。 

○南副区長 

 そやから仮定の話にいちいち。 

○林委員 

 もちろん今ある行政サービスというか、役所の皆さんはそんなわけのわからんこと

に惑わされることなく、今ある中で粛々と進める。 

○南副区長 

 住之江区という形の中でしかできないから。 

○林委員 

 １００％わかった上でそういうような変なこと言う人も絶対。 

○南副区長 

 それはもういろいろおられます。当然私らはそれに対する対応というのは当然のこ

とながらやっていきますので、そこでそんなことやからそこに引きづられて議論をす

るわけではないので、あくまでも実際の話をするだけです。 

○林委員 

 子どものためだったら、これはすごくいいと思うのは前提なんですけれども、１つ

だけ区役所の皆さんがコントロールするという言い方がいいのかどうかは別にして、

実際導入したものが使われるかどうか、先ほど言った学校の授業というか、今のカリ
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キュラムの中での特に指導要領がここ何年かの経過措置が終わって、またある程度戻

ってきたような状態で、本当に学校の先生方がちゃんとそれを授業の中の一環として

組み込んで、やる体制になるのかどうか。 

○南副区長 

 それを言い出したら何もできない。 

○林委員 

 でも似たようなケースというのは、住之江区とか大阪市とかじゃなくて、よくある

のが電子黒板でやったでしょ。日本全国入れますてプラズマのでっかいの、まあ使っ

ているところって日本全国探しても、使っている学校というか先生はものすごく使う

けれども、学校の隅でほこりかぶって、あれかて日本国全体でいったら恐らく何億、

何十億かけてる。 

○南副区長 

 あくまでも私らは成功するやろうと当然思ってるわけですけど、結果として行政の

中でそういう場合もあるのは確かやと。ただ、今回はやっぱり学校の校長先生なり、

教頭先生なりにまずある程度打診をさせていただいているのと、この「すらら」自身

がいろんなところで実際に使われていると、そこで言うたらまず１つは子どもさん、

最近はどっちかと言えば本よりもこういうふうな機器が馴染みやすいというか、そう

いうところからまず入っていただくのはどうかなというのがまず１点ある。その中で

使ってもらうことによって学習意欲が沸いたら、他のところへも当然、好影響が出て

くるというのは私らの考え方なんでね、おっしゃるように実際にやるのは子どもさん

ですから、となってきたら「子どもがやるねんから、何やっても一緒やん。」となっ

てくると何もできなくなる。 

○林委員 

 ではなくて、いろんな新しいことをやって、結果として失敗しても全然構わないと

思うんですよ。ものすごく無責任な言い方で、ごめんなさい。ただ、一番もったいな
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いと思うのが今回のこれじゃなくて、過去のいろんなケースとか他のところとかでも、

さあぶち上げました。予算つけました。物や人を用意しました。でも、後は任せたで

やりっ放しで失敗しちゃうのと、いろいろ頑張ったけども結果的にうまく成果が出な

かったというのであれば、結果は一緒でも中身は全然違いますよね。 

○南副区長 

 基本、私らは学校の先生と協力してこれを使っていただくような形では話はしに行

きますのでね。 

○林委員 

 もちろんね、はい。 

○南副区長 

 それが成功に終わったほうが私らはええと思っていますし、逆言えばそういう形に

持っていきたいなというふうに思います。 

○田村部会長 

 いろいろ御意見出たんやけども、今もおっしゃったように特質があるとか、そうい

う意味じゃなしに、活性化せなあかん地域やし、それとこういう目玉的なものをある

程度導入して、その地域に特色のあるものという考え方も非常によくわかると思うん

です。あなたの言うようにその意見もよくわかると思います。そやけど、結局は何か

やらんと前に進まんという現状は１つあると思うんですね今、どんなもんでもね。だ

からこれも１つ導入してもらって、よりよい方向にしていったらいいかと思うんです

けれども、どうかな。 

○林委員 

 さっきから僕ばっかりがしゃべりっ放しで、申しわけなかったけど、ほかの皆さん

も何か御意見とかあるのだったら。 

○門委員 

 予算計上上、これ今年度は上の３つだけで、それプラス今おっしゃったんだったら
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３００万ぐらい要るというのは、全部パンクせんと行けるだけの予算があるのかと、

そこがまず１つ心配と、私個人的には特色あるということ、そこまでやらなあかんの

かなというふうな思いはやっぱりあるし、実際３０年に開校できるのかなという、新

今宮のところも言って、言って、言って延びてやっと来年ぐらいからになったでしょ。 

○長船未来づくりマネジャー 

 一応、３０年というのは、教育委員会ですが、来年度実施設計に向けて予算要求を

全力でやってます。それと環境改善協議会ということで、地元合意、３者、中学校の

ＰＴＡ、両小学校のＰＴＡと両地区の社協とか町会からは丸をいただいてますので、

教育委員会も全力を向けて３０年４月開校に向かうということで、それは教育委員会

から。 

○門委員 

 それは、今宮のときは校区の承諾もなかなか難しかったみたいなので、できてた校

区とできてなかった校区とかがあったみたいで延び延びになってたようですけれども、

南港は何かアンケートとかもとっておられたし。 

○長船未来づくりマネジャー 

 地元調整も、そこは１００％得てます。 

○門委員 

 けど、全然違うこと言って申しわけないんですけどね、結局この南港渚とか南港緑

の小学校の６年生の子が来年から学校選択ができますでしょう。そしたら、どっちの

学校だったか忘れましたけど、３０名弱しかいてないと。女の子が１０名足らずいて

ると。そしたら女の子みんながもう南港南中学校に行かんと南港北中学校に行こうか

なと言って、相談してると。それは学校選択が可能になったのだから。 

○林委員 

 南港北中学校までやったら、すぐに行けますもんね。 

○門委員 
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 南港の場合は、道路を挟んで背中合わせとかいうふうな感じやから、どっちに行っ

たってそう変わらへんというのがあるから「ええ、ほんなら男ばっかりが行くん。」

とかいう感じでちょっと、南港の知り合いの人と話ししてたんですけども。実際問題、

来年から選択導入して、ほかの地域よりも南港の場合は小規模化できる中で、子ども

自身が男嫌やし、あっちに行ったらあれやから、あっち行こうかと言って相談してる

と、そうなったら１０名足らずの女の子の相談事というたら、「私、こっちやめる

わ。」というのがまたこれ子どもの中で言いにくいんかなというような状況とかいろ

いろ出てきて、結果「へえ、男ばっかり南港南中学校に行くの。」と言うて笑ってた

んですけどね、現実の問題としてそういうこともある中で、そういう意味もあってこ

ういうことを導入してとかいうことはわからないわけではありませんけれども、どれ

ぐらいメリットが出るのかなというふうなのと。 

○長船未来づくりマネジャー 

南港南中学校の女の子、やっぱり制服の問題なんですね。一番はセーラー服がか

わいくないと。 

○門委員 

 だからそういうこととか一杯気づかれてきて、ばらばらになってくる。 

○林委員 

 でも子どもにしてみたらそういう、大人にしてみたら「えー」というような理由で

も嫌やとかいうのを言いますもんね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 今の学校選択制のアンケートというか、大体回収率５割ぐらいありまして、その中

学、そこまで動きはございませんが。 

○坂下委員 

 先に、ちょっとおくれまして申しわけございませんでした。女の子が南港北中学校

に行ったとしても割と南港だけのエリアがあって、小学校とか幼稚園の時代の行き来
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があるんですよ。ですから、南港南中学校の子、南港北中学校の子というのでもそれ

なりの交流があるので、学校は変わったとしても友達つき合いとかその辺は継続して

やると思うんです。もう１つは、そんな南港南中学校方面、南港緑、南港渚というの

は住宅が増えようがないんです。人が増えようがないです。 

○林委員 

 南港桜小学校と違いますね。 

○坂下委員 

 南港桜小学校と違う。南港桜小学校が今後どうなるのか、子どもが増えてきたらま

た違う形が出てくるかもしれませんけど、南港桜小学校はこれから増える方向ですけ

ど、南港南中学校そこの小学校２校については、若い世帯がどっと入ってきて、世帯

構成が全く変わってしまわないと増えていかないですね。どんどん減少している状況

で、こういう小中一貫という話が出てきたと思うんです。そこの中で学校選択制が出

てきたとして、あの島の中で動く形になると。そうしたときにやっぱり小中一貫の学

校があり、従来の学校があり、そこで選択ができる、特色のあるところがあれば逆に

もっと流動化してそっちが増える可能性が出てくるかもしれません。だから、ｅラー

ニング導入というのは、目玉というよりも一つ小中一貫でやるといったときに、先生

方もどうしてやっていくのか、具体的に効果があるのかもしれませんけど、新たなこ

とをやっぱりしていかないとあかんと思うんですね。その中で、学校の１つとして取

り入れていただいたら、今までのこの３校に対して、どんどん縮小するというイメー

ジ、マイナスイメージがプラスに変わっていくんじゃないかと思うので、できたら住

んでる者としてはそうしていただくと本当に活性化というか、子どもたちのためにも

なるのじゃないかと思います。 

○門委員 

 そこの中では子どもの人数がある意味、おっしゃったように子どもの交流とかそん

なんは別やけど、学校の存立そのものから言うと、そこの校区内でおっしゃったよう



－27－ 

な状況だったら、児童生徒の数が増えるということは余り。 

○坂下委員 

 平均化するとプラス、コスモススクエア地区に。 

○門委員 

 が選んでここに来るかもわからない。 

○坂下委員 

 それがトンネルを超えて港区に行くとか、そういったことはないでしょうから。そ

うするとどっちかへ行って。あそこがまだ小学校未就学の多い状態で、これから増え

てくる状況のなので、あそこが今後どうなるのかわかりませんけど、若い世帯の方が

多い。ある程度になったら逆にまた移られるかもしれませんけど、若い世帯がどんど

んと入れ代わってくるようであれば、ある程度継続性というのはできるんじゃないか

なと思うんですけど。 

○田村部会長 

 なかなか建設的な御意見やと思いますね。ほんまに、とにかく予算をつけて一遍や

ってみるというような形でこれも前向きに考えて。 

○坂下委員 

 新しいものも含めた上で、小中一貫でどうするんやというのを考えていっていただ

いたらいいものができるんじゃないか。 

○田村部会長 

 そうやね。 

○坂下委員 

 枠で縛られた中でやろうとすると、やっぱりなかなか新しいものができないと思い

ますね。さっきおっしゃったように任せ切りになるとあかんのかもしれませんけど。 

○林委員 

 だから住之江区ではここまで一生懸命考えてても、教育委員会さんがどういうよう
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な意図を持ってというか、どういうような方向性で一体型の学校にしようかというと

ころで、もし差が出てきたら最終的には学校のことやから恐らく教育委員会さんの意

向に沿った形になっちゃうと思うんでね。ぶっちゃけた話、幾らｅラーニング教材と

か入れてすごく効果が上がりました。さあ、このテストケースでやって、住之江区が

身銭切って、うまくいったのでこれを全市的にやりましょうよと言っても、委員会さ

んが「いや、そんなの知りませんよ。」となってしまうと、単純に何年間か住之江区

さん予算つけて頑張ったけども「お疲れさまでした。」で終わっちゃうんですよね。 

○下道委員 

 子どもたちは間違いなく力ついてるはずですよね。評価じゃなくてそれを学んだ子

は力がついていくわけで、評価を余り気に。 

○林委員 

 評価でなくて、せっかくそういうような形で住之江が身銭を切ってどんどん子ども

たちが伸びるというような方法が見つかりましたよと、それをいろいろ広げていきま

しょうとなったところでそれを委員会で採用しませんとなると広がりようがない。も

う南港南中学校さんでこの３年間、施設一体型の学校ができるまで、恐らく来年度１

年間だけではないでしょう。経年変化見ないと、ということやから施設一体型が３０

年にできるのやったらその前の３年間ぐらい７，８，９か、される予定ですよね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 できたら小中一貫できたとしても、特色ある教育の一貫で継続して入れていきたい

と思っております。 

○林委員 

 でもそれは委員会さんが「うちとしてはそれは認めません。」てなってしまっても

できるんですか。 

○鷹野委員 

 そのときに心配しはったら。 
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○林委員 

 それだったらその３年間、物すごく悪い言葉を言ってしまうと。 

○鷹野委員 

 お金の無駄やと言うんでしょ。その習った子は彼女が言ったみたいに力をつけるわ

けで、いいんじゃないですか。 

○下道委員 

 力をつけるわけで、やっぱりまちが空洞化していくんでしょ。やっぱり新しい人に

来てもらおうと思ったら、整えなあきません。教育環境とか、商業スペースとか整え

ないと人が入ってきてくれないので、若い世代の方たちはやっぱり子どもの教育どん

なんやとなって、そこに魅力があれば引っ越ししてみようかなと多分希望を持ちはる

と思うんです。そういう住之江南港であってほしいなと、私たちも思うし、ちょっと

向こう側やけど気になりますもん。 

○鷹野委員 

 もうこれ、先生も校長先生もよしよし言うてるし、決まってるんでしょ。 

○長船未来づくりマネジャー 

 予算はこれからなので、まだ決まってない。 

○鷹野委員 

 もうええんちゃう。出したげて。 

○坂下委員 

 他の学校が取入れてなかったら逆に本当に南港南中学校の特色になって、外から南

港に来てもらう。今お年寄りばっかりになっているところは若い人が本当に来てくれ

るようになってくれれば、ここやったらそういう教育が受けれるとなればまた考えて

もらえる。 

 今、区のホームページにも南港の方が写真をアップしてくれてるんですけど、私や

ったら住んでても気がつかないような。 
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○鷹野委員 

 もう決まってるもんや思ってたから、何でそんな言うてはるん。お金出すのが惜し

いのかと思ってたけど、じゃあないの。反対してるわけ。 

○林委員 

 反対じゃなくて、予算をこれから出すと言うてはるんです。それが認めれるかどう

かもまだの段階ではありますよね。 

○南副区長 

 私らは当然、認めていただくようには努力します。 

○鷹野委員 

 認められると思って今してはるんでしょ。 

○下道委員 

 要は、このメンバーが出したげてくださいと。 

○鷹野委員 

 何でそんな燃えるんかなと思って、私。 

○林委員 

 燃えるとかじゃなくて、ちゃんとお金かけるからには、しっかりしてくれないと困

る。例えば先ほども言ったように、これだけが売りになるわけではないので、それだ

ったらうまくＰＲしたりだとか、周知するということも合わせてやっていただかない

とあかんやろうしね。 

○下道委員 

 もっとトータルでアピールせなあかんと思うんですけど、教育も１つやし、今南港

のいろんな緑のシーンを撮ってはるのもそうやし、やっぱり住んではる人が何とか自

分たちのまちを。 

○田村部会長 

 思ってるということはすごいことやと思う。 
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○坂下委員 

 住むのにはいいところで、あそこで育って大きくなって出て行かれるじゃないです

か。一杯戻って来てはるんです。世帯もって子どもさんができたら。やっぱり南港が

ええわ言うて戻って来てはる。やっぱり私なんかでもちょっと長期出張で離れてて、

戻ってくるとその良さがわかるというところもありまして、離れている方でないと余

りわからないかもしれないけど、本当にいいところなので、そういう素材があれば使

っていただけるとありがたいな。 

○田村部会長 

 そういうことで魅力ある地域とか、やっぱり引っ越しするときでも校区というのを

お母さん方考えはるので。 

○下道委員 

 ここだけじゃなくてうちらの地域も本当に高齢化していくんですよ。 

○林委員 

 それ言うたら住之江区は大阪でもトップクラスの高齢化率になってきてるじゃない

ですか。 

○下道委員 

 やっぱり自分のまちを見捨てないでおきたいから頑張りたいし、若い人が来てもら

えるツールがあるんやったら、それは何かいいなとか思うし。 

○田村部会長 

 どっちにせえ、やってみたい。その気持ちはようわかりますわな。 

○鷹野委員 

 やらんかったらわからんねんから。 

○下道委員 

 そうそう。校長先生がやりたいと言ってはる。 

○田村部会長 
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 そういうことで一応こうやって新規にやっていただいて、予算も計上してみる、通

れば一遍やってみるということで一つ前向きに考えて取り組んでいただきたいと。 

○長船未来づくりマネジャー 

 わかりました。予算確保に向けて全力を尽くしますので、あくまでも案の段階です。

頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、予算化しないものということで前回議論になりました子どもの体力

つくり、特に公園等で制限のないような遊び、できないのかということでちょっと私

どもの考えで、施設管理者等とお話しさせていただいた中で、現在の枠組みの中でも

高齢とか条例等に違反しなければ、例えば地活協、地域活動協議会の中でルールを決

めていただいて、そこで例えばボール投げやったりとか、花火までいったら行き過ぎ

かもわかりませんけど、例えば夏の土曜日、日曜日だけ何時間だけやるとか、そうい

うのを地活協で決めていただいて、ただ地元からの住民からの苦情とか等々に関して、

ちょっとそこだけ役所に持って来られたらちょっと困りますので、そこもクリアでき

るのであれば、前向きな検討ができるのではないかと。それを施設管理者に私ども区

役所ともつないでいきたいなというのが一応前回から今回までうちで検討した内容に

なっておりますので、ちょっと御報告だけよろしくお願いします。 

○田村部会長 

 そういうことで、公園の中で今までやったらサッカーとかボール投げが禁止と。実

際子どもらはやってるねんけど、一応禁止になってると。私らも思ってるけど、清江

の地域なんやけど、運動会でもすごく華やかなんやね。ところが昔私らが子どものと

きみたいに、ピリっとしたというか、シャープというか、そういう子がちょっと見つ

かってない。こういう公園でそういう運動をきちんとさせたら多少は体力向上とか、

そういうのが子どもにとっても非常にプラスになってくるんじゃないかと。うちも取

り組みとしてやりたいと区には言うて、公園も遊具にしても、もう壊れて撤去してく

れと言うたって、撤去する金もないというような状態なので、そういうような子ども、
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我々子どものころの空き地文化というか、何にもなくて空き地だけがあっていろんな

ことを考えて遊んだというのもあって、それも非常にええ取り組みやないかと思うん

ですが、皆さんの地域にも今後、いろんなお話があると思います。これ、先行として

うちとどこかやってるねんな。 

○長船未来づくりマネジャー 

 モデルケースとして。 

○南副区長 

 これからまだ局とも調整はせなあかんし、地元とも最終合意があるので、そこら辺

は進めながらということで来年度からできるところからやっていきたいというふうに

思っています。 

○田村部会長 

 わかりました。これはそういうことの現状の報告やね。ということです。 

○長船未来づくりマネジャー 

 その他ですが、こちらで御用意させていただいた議題につきましては以上でござい

ます。何かございましたら、こちらで挙げていただければと思っておりますが、各委

員の方々、どうでしょうか。 

○林委員 

 先日の中学校の給食の試食会。実際に食べられた保護者の方って、どんな意見が多

かったですか。 

○長船未来づくりマネジャー 

 いろんな意見が、オール大阪の分はホームページに出てます。それで１１月、１２

月にとにかく評判のよかったメニュー、ハンバーグとか豚シャブとか、割と味の濃い

いものについてはどんどん導入していきます。ただ味の薄い分については、お子様方

には不評やった。親御さんは「いけるやないの。」と。 

○林委員 
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 そっちの意見が大事かなと思いますので。 

○長船未来づくりマネジャー 

 親御さんの意見と子どもさんの意見、ちょっとかなり差異がありますので、親御さ

んはそういう野菜の煮たものとかちょっと入れてもいいんじゃないのという意見が多

かったんですが。 

○林委員 

 健康のために、みたいな。 

○長船未来づくりマネジャー 

 子どもさん方はちょっとそれって言うので、ちょっとまず先行して４つ導入という

ことで、味の濃かったハンバーグ。 

○林委員 

 味の濃いのがやっぱり大事なのかな。 

○長船未来づくりマネジャー 

 それとビーフシチューとか、そこらをまず先行して１１月、１２月導入していくと

いうことで教育委員会から伺っております。 

○門委員 

 シチューなんかどんな形式で来るんですか。前、カレーはパウチで来ると言うて。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっとそこまでは確認できてませんので。 

○門委員 

 弁当には入れられへんでしょ。 

○林委員 

 配送のことを考えたら、どんなんになるんかな。 

○門委員 

 いわゆるインスタントみたいにレトルトにしてカレーはかけると言うてたから、え
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ーとか言うてたんやけど。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっとそこはまだ今後の検討課題になってくるかと思いますので、食缶で来ると

か、そういうパウチで来るとか、まだ私ども把握できておりませんが、教育委員会で

検討していくと思いますので。 

○門委員 

 お汁はつくようになったんですね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 週２回ついてます。食缶で、温かいものということで。 

 以上ですか。よろしゅうございますか。 

○田村部会長 

 そんなもんですか。御意見。 

○門委員 

 全然ここのあれとは違うんですけれども、すごい立派な学校選択に伴う冊子を送っ

ていただいて、見させてもらったんですけれども、あれは幾らぐらいかかったんです

か。何か、中身は個人的な意見やからあれしますけど、もうちょっと学校要覧と、テ

ストのあれなんかでも見ようと思ったらインターネットでも引けるから、あれを小学

校から中学校まで全部で、いわゆる５歳児と小６の人に、すごい予算やなと思って、

立派過ぎてびっくりしたんですけど。 

○長船未来づくりマネジャー 

 ちょっとまた原課が下の窓口サービス課になっておりますので、数字持ち合わせて

おりませんので、また確認させていただきますので。 

○門委員 

 いや、お金というよりもあんな立派なものが必要やったのかなと思ったのでびっく

りしました。選択を希望してられる方はやっぱりテストの結果とか、参考になるから、
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載せられてる意図はすごくわかったんですけど、ここまで出すのかなというのは正直

思いました。逆に見て愕然ともしました。 

○長船未来づくりマネジャー 

 基本は全国学区で記載するようにということで教育委員会から。 

○門委員 

 けどよその区のも全部見たけど、あんな立派なのはちょっとなかったように思った

から。 

○長船未来づくりマネジャー 

 何区かはフルカラーはやっぱりあります。 

○門委員 

 びっくりしたというのと、幾らぐらい使ったのか、そんなお金あったのかなとか、

もうちょっと簡便なものでもよかったんじゃないかなというふうには思いました。 

○林委員 

 選択制絡みなんですけど、先ほどの長船さんの話だったら、実質そんなに大幅な移

動とかというのは出ないという、前もっての予想どおりの結果ですかね。 

○長船未来づくりマネジャー 

 特に小学校はやっぱり子どもさんの足がありますので、やっぱり中学校は若干はあ

るかなと思っているので、まだ回収率は５割達してませんので、何件かは中学校で動

きがやっぱりございます。 

○林委員 

 それでもそんな、バーと一時喧伝されたほど出るようなものじゃないだろうとは思

ってるんですけれども。 

○門委員 

 他都市、今年度実施したところでほとんど二桁、小学校、実際とらないからね。二

桁ちょっとぐらいしか。 
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○長船未来づくりマネジャー 

 それでは、よろしゅうございますか。 

 それでは、今回御確認いただきました平成２７年度の取り組み案につきましては、

予算化するもの、体力アップを目指した取り組みを除きまして、来年度の予算や運営

方針に反映してまいります。具体的な記載箇所につきましては、後日メールで調書

等々を送らせていただきますので、御確認いただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは最後、田村部会長から。 

○田村部会長 

 本当に皆さん、長時間にわたり御審議ありがとうございました。また、今後もこの

子ども部会を通じて、いろんなこと、問題点があると思いますけれども、皆さんのお

知恵をかりまして、より良い住之江区を目指すということでよろしくお願いします。 

 本日は、本当にありがとうございました。御苦労さんでございました。 

○長船未来づくりマネジャー 

 どうもありがとうございました。 


