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平成２９年度 住之江区区政会議 

第１回 子ども・教育部会 会議録 

 

○尾田事業推進担当課長 

 それでは29年度の第１回の住之江区区政会議の子ども教育部会を開催いたします。 

 申しわけございませんが座らせていただきます。  

 平素は本市行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。  

 まず初めに、私、自己紹介おくれまして、事務局になります尾田と申します。今年

４月に教育担当課長で変わってまいりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 区役所の方も事務局と職員紹介させていただきます。 

 副区長の安藤でございます。 

○安藤副区長 

 安藤でございます。よろしくお願いいたします。  

○事務局 

 この春から教育担当になりました峯上と申します。よろしくお願いいたします。  

○事務局 

 同じく教育担当の森本でございます。よろしくお願いいたします。  

○田島子育て・地域福祉担当課長  

 子育て・地域福祉担当課長の田島と申します。よろしくお願いいたします。  

○船本保健福祉担当課長代理  

 保健福祉担当課長代理の船本と申します。よろしくお願いいたします。  

○尾田事業推進担当課長 

 それでは議事に移らせていただきますけれども、座らせていただきまして進めさせ

ていただきます。 

 一応かたいお話しになるんですけれども、本日子ども教育部会につきましては、一
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応委員さんは７名ということで、本日西山委員と西尾委員の方からご欠席ということ

でご連絡をいただいています。２分の１以上の出席で会議は有効に成立いたしまして、

本日の出席でもちまして会議は有効に成立しておりますので、ご報告申し上げます。  

 それでは私のほうから、お手元のレジュメにもございます平成２８年度の運営方針

の振り返りについてという議題で進めていきたいと思います。事前に送付はしておる

部分でございます。学力向上と教育環境の整備につきまして、ご意見をいただけたら

と思っております。また後ほど、子供教育という観点からもご意見をいただけたらと

思っておりますので、ちょっと別紙に添いまして説明をさせていただきます。  

 １枚目のこの大きいＡ３判のやつをご覧いただきまして、１枚めくっていただきま

すと、平成２８年度区運営方針振り返り（案）という形の資料でございます。目標と

いたしまして、住之江区の教育環境が整備されてきたと回答する学校長及び保護者の

割合は６０％以上とすることを掲げまして、学力向上及び教育環境の整備に分けて、

具体の取組を進めてまいりました。  

 学力向上の取組としましては、漢字検定及び英語検定の受検支援を行ってまいりま

した。学校長及び児童・生徒より、学習意欲が高まったという肯定的な意見が目標値

を達している状況となってございます。  

 口頭でのご説明になりますけれども、平成２８年度の漢字検定の合格率は、平成２

７年度は６４．２％、平成２８年度が６４．６％の合格率と、ほぼ横ばいやったんで

すけれども、平成２８年度は受検対象者の拡充によりまして、２７年度に比べまして

１．８倍に、受検者数はふえている中での合格率でございますので、漢字検定の取組

の成果は上がっているのかなと考えているところでございます。  

 また英語検定の合格率につきましては、平成２７年度は６５．９％、平成２８年度

は約６１．２％とちょっと合格率が減ってはおるんですけれども、受検者総数は両年

度もほぼ同じなんですけれども、英語検定のいわゆる上級、２級から３級の受検割合

が平成２７年度に比べまして１．６倍、上の級を受けている方が多くなって、準２級
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においては２倍の伸びになっております。難易度の高い上位の検定級に挑戦する受検

者が多くなっている傾向もございますので、一応学習意欲とともに英語力の向上が期

待できていくのかなというふうに考えております。 

 また２８年度の運営方針の記載、ちょっとありませんけれども、２８年の８月より

加賀屋中学校の１教室を活用しまして、放課後に民間事業者が授業を開く加賀屋塾を

運営いたしております。塾開校時に行いましたアンケート結果、また塾閉校時に行っ

たアンケート結果を比較しますと、国語、数学とも「学校の授業がよくわかります

か」の問いに対しして「よくわかる」と回答する受講生の割合が大きく上昇しました。 

 英語につきましては、当初授業が全くわからないという回答の受講生も約１割程度

ございましたけれども、閉校時にはそれがゼロになりまして、成果が出てることを実

感しております。 

 お手元にこういうふうな形でチラシをお配りをしておるんですけれども、本年度平

成２９年度におきましても、４月から加賀屋中学校に加えまして、南港南中学におい

ても受講開校いたしました。事業者は引き続きトライグループというところが授業を

行っている状況でございます。現在これも稼働中という状況となっております。  

 そのほか２８年度には、辞書引き学習につきましても実施いたしました。アンケー

ト調査の結果、国語辞書を自主的に活用する児童が７割に達しました。  

 また平成３０年４月に、南港の小中一貫校として開校する南港南中学に、特色ある

学力向上の取組としまして、ｅ‐ラーニングの導入を行いましたが、クラス単位でｅ

‐ラーニングの利用時間を競うなどして、工夫を凝らした活用を行いまして、学力向

上に取り組んでおるところでございます。  

 平成２９年度も引き続きまして、ｅ‐ラーニングの取組を行っておりまして、小中

一貫校の開校後も引き続いて取組を考えているところでございます。 

 それが学力向上の取組というところの左の欄の部分のところを簡単にですけれども、

ご説明させていただきました。  
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 次に、教育環境の整備としましては、児童・生徒が、右の欄にございますけれども、

児童・生徒が学習を継続して習慣化するために、主に夏季・冬季の学校が休みの時期

の小中学校へ、学習指導員を派遣する取組を行いました 

 また児童・生徒の心のケアや、保護者の悩み相談のためのスクールカウンセラーの

全小中学校への派遣を行うとともに、家庭児童相談員を区役所に配置しまして、相談

指導や養護児童の調査等を行う取組を実施いたしました。 

 一方、教員の指示のもと、発達障害のあるサポートの必要な児童への付き添い等を

行う取組も実施したところでございます。  

 その結果いずれの取組につきましても、学校長等々から高評価をいただきまして、

目標は達成してきたことと考えております。  

 またお配りしております横の表の平成２９年度住之江区教育関係施策と題しまして、

Ａ４横の一枚物をあわせてごらんいただきたいと思いますけれども、平成２９年度に

おきましては、平成２８年度の取組の拡充としまして、学習指導員の派遣予算を増額

をしまして、より学習の習慣化に向けた取組を強化しておるところでございます。  

 また発達障害サポート授業の各学校への配分は、予算に限りがある中でございます

けれども、より効果的な配置になるよう学校の実情の把握に努めてまいりたいと考え

ております。 

 また２９年度の新たな取組としまして、次のページになるんですけれども、キャリ

ア形成に通じる教育に視点を置いて、国際的なネットワークを持つＮＧＯと連携しま

して、海外との交流を元に、児童・生徒に新たな体験をしてもらいまして、今後のキ

ャリア形成の一助になるような取組を進めてまいります。 

 住之江区の将来ビジョンにもうたっているところでございますけれども、児童・生

徒が新たないろいろな体験をしていただいて、今後のキャリア形成に努めて、それに

資せたらなということを考えております。  

 またＩＣＴの活用としまして、ページの一番上、小中一貫校設立に向けた特色ある
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環境づくりの事業のところにあるんですけれども、動くロボットをつくることができ

るパーツキットなどを購入しまして、組み立てたロボットにＩＣＴを使って、子供た

ち自身がプログラミングを行うことによって、ロボットがなぜこのように動いたのか、

物事を論理的に考える機会を提供する教育をすることを考えております。  

 一方学校は福祉的課題を抱えている児童・生徒の効果的な支援につきまして、今年

度から区役所におきまして、スクールソーシャルワーカーを区役所に１名配置しまし

て、学校教員並びに保護者への情報提供やサポートということで、より円滑な課題の

解消に向けて取り組んできておるところでございます。  

 以上、簡単でございますけれども、振り返り（案）のご説明と、それに関係する施

策のご説明を終わらせていただきます。  

 いろいろと施策を組んでおるところでございますけれども、その辺でいろいろな形

でご意見をいただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 なかなか私も今年変わってまいりまして、初めての教育担当ということなんですけ

れども、いろいろと子供の教育という部分の形で区のほうとしましても、運営方針を

元にいろいろな取組をやっているということもすごく私はびっくりしているところで

ございまして、私自身がこれからやっていかなあかん立場でございますので、精いっ

ぱいやっていきたいと考えております。  

○安藤副区長 

 全体的な考え方としたら、この基礎学力の向上というは大切なのかなというふうに

思ってます。ということで、こんな漢検とか英検の受検の支援、何級取るかってこと

も目的ではなくて、やっぱり漢検、英検をきっかけに勉強に対して意欲を持っていた

だく動機づけになるのかなというふうに思ってまして、この漢検、英検の受検につい

ては、今後とも支援していくということは続けていきたいなというふうに思っている

ところです。 

 それから、これもなかなかよその区でやってないところでありまして、住之江区の
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一つの特色かなと思ってます。  

 それから区長がアフリカの青年海外協力隊なんかに行ってたということもありまし

て、そのネットワークで海外の子供たちとコミュニケーションをするような、国際理

解とか書いてますけども、去年何やったかというと、某中学でスカイプってあります

よね、インターネットを通じて会話、映像もできるやつなんですけど、それでフィリ

ピンの学校と結んで、実際に子供と、小学校やったかな、あれな。  

○事務局 

 小学校です。 

○安藤副区長 

 すみません、小学校ですね。それでフィリピンの小学生たちと会話をしていただい

たと。最初は僕も現場にはいなかったんですけども、最初はかたい感じやったらしい

んですけど、大阪側の子供がピコ太郎のＰＰＡＰをやったらしいですね。そうすると

急に向こうも盛り上がって、一緒に歌を歌って、そこからすごく盛り上がったような

ことになったらしいです。  

 子供のときに外国の人たちとコミュニケーションできたというのはすごく子供にと

っていい刺激になるんじゃないのかなと思ってまして、こういう、ここの資料にはＪ

ＯＣＡって書いてます。これはこの青年海外協力隊で行った人たちが帰ってきて、そ

のＯＢで組織している組織らしいんです。こういうところとネットワークしながら、

こういう取組を、これは今年度の新たな取組、去年はちょっと試行的にやってみて、

今年度それが正式に区の事業としてやってみようということでやってみようというこ

とですね。 

○尾田事業推進担当課長 

 今あるいろいろなＪＯＣＡからのメニューも一応学校にお伝えはして、これから取

りかかろうということで、好評を得てるとは思うんですけれども、せっかくの機会で

すのでということで、皆さん協力的に考えていただいているところです。  
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○門委員 

 ちょっと質問してよろしいですか。  

 この前の将来ビジョンの重点プロジェクトだけなってますけど、この冊子ができま

したね。 

○尾田事業推進担当課長 

 はい。 

○門委員 

 すごくきれいな。 

○尾田事業推進担当課長 

 はい。 

○門委員 

 そのときに私も意見出して取り上げてもらったんですけれども、ここのキャリア教

育推進事業で、いろいろ昨年も実施されたことを説明いただいたんですけれども、や

っていることはいいとか悪いとか反対とかそういうことじゃないんですけど、キャリ

ア教育という位置づけと、国際理解教育というのは若干違うんじゃないかなと思うし、

これだったらもう率直に国際理解教育というか、海外とかいろいろな文化に触れると

いうふうな事業にされて、これを何でキャリア教育事業って言ってはるんかなという

のがずっと疑問で、分けて書いてほしいとお願いしたら一応そこには分けて書いてい

ただいたというふうに思うんですけれども、その辺が私がちょっと。私もキャリア教

育とかいうのはちょっと興味があっていろいろしてる。ちょっと違うんじゃないかな

っていうのをちょっと。 

○安藤副区長 

おっしゃるように国際理解教育と、キャリア教育っていうのは違うと思います。

ただ異文化を体験することで、将来世界に、海外に目を向けるという、海外に対して

関心を持つということで、自分の将来を考えていただくきっかけにはなるのかなとい
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うふうに思ってます。 

 だから国際理解＝キャリアではないわけですけれども、キャリア教育の中の一部に

は含まれる部分ではないのかなと、まず取っかかりとしてそこから始めていったらど

うかなというのが私らの考え方なんです。  

○門委員 

 そうなんですか。キャリアというと、やっぱり職業とかのこととか。 

○安藤副区長 

 そうです、ですから世界目を向けた仕事ってなるわけですから。  

○門委員 

 もう議論する気はないですけれども、ずっと違和感を持ってますから。全く違う分

野のあれやから、何かくっつけなくても、何でそれが国際理解教育とか異文化に触れ

るとかいうふうにならないのかなというのをずっと思っているということです。  

○尾田事業推進担当課長 

 わかりました、はい。 

○門委員 

 それと新たに南港南と加賀屋で実施をされていた状況はお聞きしたんですけれども、

リミットというのか、最大３０人ぐらいって言ってたんですけれども、希望者ってど

れぐらいありましたか。あって、もしオーバーしていたらどうなっているのか、お聞

きしたい。 

○事務局 

 後ろから失礼いたします。私の自分の担当している事業なんですけれども、今現在、

４月の時点です、４月の時点で南港のほうも加賀屋のほうも７割程度で、オーバーは

していない状況です。やや加賀屋中学校のほうが多いので、多くて８割程度いるかな

っていうところで、引き続き募集をしているところです。  

 ３０人をオーバーしても、例えば実施する曜日を増やすと、事業者としては、対応
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ができるというふうに聞いておりますので、定員３０名とまずはしているだけで、も

し増えても対応できますし、今は７割っていう状況です。  

○門委員 

 それともう１点、ずっと基礎学力の向上ということで、この間ずっとこういう取組

をしてこられたっていうことで、それはそれなりに意味があったかなっていうふうに

思っていますけれども、私自身は子供全体をもっと見たら、ずっと伊達さんなんかと

もよく言ってるんですけど、もっと底辺というか、ちょっと言葉私浮かびませんけれ

ども、手を加えなければならない子供たちの実態というのか、大阪市の子供の生活実

態アンケートかな、あれの結果も出てましたけれども、やっぱり中心部から比べると

住之江のあたりになると、かなり日々の生活そのものが充実してないというのか、そ

ういう子供たちも一定数いてるように思いますので、その辺の子供たちにかかわる事

業というのか、そういうものが、ほとんど学校教育にかかわっていることが多いから、

それがよくないとは思ってませんけれども、それと同時にそういう子供の生活をもっ

と向上できるっていうか、そういうことにも事業ができないものかなというふうに私

は感想として思います。一貫してこの基礎学力って言ってこられたので。 

○安藤副区長 

 限定するわけではなくて、例えばどういう事業なのかっていうことをもしご提案い

ただくこと可能であれば、それはもちろん取り入れるかどうかというのは、また役所

の事情もありますからあれですけど、どんどんご提案いただけたらありがたいなと思

います。 

○伊達委員 

 今年度から、その子供の貧困対策っていうのが取り入れられるっていうふうに聞い

てはいてるんですけど、それは学力のみで終わってるんですか。  

○尾田事業推進担当課長 

 今年度といいますか、今、いろいろ調査結果が出た中で、オール大阪の中で子供の
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貧困対策の本部ができまして、オール大阪の中で分析をして、その結果でもってどう

いうふうな指針でもって対策をしていくかっていうのを今、検討議論をしている最中

なんです。 

 我々、住之江区も先取りした形の中で支援を強化しているところもあるんですけれ

ども、平成３０年度の予算組のところで、それを反映させるべく今ちょっと議論中と

いうところなんですけれども。ただその資料から抜粋しますと、見えてきた課題とい

うことで、全て課題となる、たくさんあるんで、そんな一つや二つでっていう話では

ないんですけど、若い年で、若年度合いにあった世帯の生活の困難さに関することと

いうふうなことに注視した中で、今でもそういう部分に対しては現行の取組はやって

るんですけれども、それに加えて、今後の方向性としては中学校、高校、外部人材を

活用したそういう性に関する正しい知識の普及とかはかっていかなあかんかなという

部分とか、発達段階にあった継続的なキャリア教育を実施、今の話ではないですけれ

ども、そういうふうな生活ができるキャリア教育の設計、将来設計における生活に必

要な経費に関する知識、就職なども社会自立ができるような、そういうふうな取組も

必要というふうには言われてるんです。  

 それに向けて、今、まさにおっしゃったように学校の授業の中で、どういうふうな

取り方ができるのか、一方で学校教育という視点以外の中で、どういうふうな支援が

できていくのかっていうこと、その辺について強化をしていかないといけない話だと

いうふうな形。 

○伊達委員 

 ２９年度は何もされないんですか。  

○尾田事業推進担当課長 

 ２９年度につきましては、予算の部分でおきましては、非常に予算予算言うて申し

わけないんですけれども、ちょうど予算組しているときは、ちょうどこの調査が出た

部分でございますので、まだ確定はしていないようなところでございましたので、そ
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のほうが確実に反映にしているというところはないんですけれども、この例えば２９

年度の住之江区教育関係施策というところのこの資料なんですけど、一部こども学習

サポート事業という部分で、平成２９年度に小学校２校に、３８８時間拡充というこ

とで、これだけっていう話になるのかわかりませんけど、こういう部分も、若干これ

にはついては、この調査結果を踏まえた中での取組としては、学習の習慣化という部

分につきまして、そこに視点を当てて強化をしたところでなんですけれども。  

○伊達委員 

 うちは今、子供食堂というのを住之江区内でやらせていただいているんですけれど

も、７月で２年になるんですけど、限られた地域のお子さんしか今は対象になってな

いんですよ、加賀屋東なんですけども、私自身も今、子育てしながら、小学校と高校

生の娘がいてるんですけど、住之江区のその環境を見てて、ぶっちゃけ教育を受ける

以前の環境に至っていないお子さんが多いので、学習サポートとかいう以前のサポー

トを、学習サポート以前サポート事業みたいなそんなんがあればいいんじゃないかな

って。すみません。 

○安藤副区長 

 そういう声はずっとあって、ぶっちゃけ、どうしたらいいんでしょうね、そこら辺

は。 

○伊達委員 

 居場所づくりとかね。うちも宿題のサポートとか、終わった後の子供時間というの

を７時から９時に取り入れて、子供たちの宿題を見たりとかもしてるんですけれども、

やっぱり水準きたしてないなとすごく思うんですよ。でも４年とか５年でもまだ九九

が完全に覚えきれないとか、学校行くことに対しても、給食食べに行ってるとか、遊

びに行ってる感覚がまだ抜けなくて、授業というよりも、家で結構朝御飯も晩御飯も

食べてない子が多いので、ほんとに御飯を食べに行ってるっていう感覚のお子さんも

中にはいてるんで、教育する以前に教育環境を整えてあげるのも先じゃないかなと思
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うんで。 

○安藤副区長 

 そうですね、どうしても我々できることからやっていきますので、手っ取り早いと

いう言い方はちょっと語弊がありますけれども、学力というところも顕著に出てくる、

まさに教育以前の問題やっていうことは、ある水準に達していないということだから、

そこをどうやって底上げようかというところに、とりあえずまず我々飛びついてやっ

ていってるところですね。  

 ただこれをやったから、じゃあそういう問題が解決するのかってそういうことはな

いわけで。 

○伊達委員 

 なんかね、学校の先生にも子供食堂の居場所、うちの宣伝をしてるわけじゃないん

ですけど、興味持ってるわけでもない、関心持ってるわけでもない、そういった意味

では保護者としても温度差を感じるっていいますか。  

○安藤副区長 

 興味を持ってるわけではないというのは誰が興味を持っている。  

○伊達委員 

 学校。担任の先生とも話はしてるんですけど、関心はないですよね。すごいやんち

ゃなお子さんがいてるんですけど、そういったお子さんに対する取組でも、見てる限

りでは結構家庭に問題があるんですよ。やっぱり学校側の体制というですかね、対応。  

○安藤副区長 

 だから学校の、恐らくおっしゃったのは、私なりの言葉に変えると、学校の理解が

もう少し進めばいいな、学校ともう少し連携できればいいなという。  

○伊達委員 

 そうですね。連携は大事だと思いますね。  

 大変やと思いますけど、そのそれぞれの家庭を。  
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○安藤副区長 

 それはそうですよね。 

○伊達委員 

 でも学習以前、同じ土俵に立たせてあげれるように。  

○安藤副区長 

 実際それは一つの課題でしょうね、今後の取組進めていく上で。 

○尾田事業推進担当課長 

 伊達委員さんがおっしゃってる部分は、なかなか子供たちの形を見るというのは、

子供が学校にいてる期間というのは長いわけで、先生はその部分で気づき、感ずると

いうところがあるとは思います。その中でそういう福祉部門なり、いろいろな形とつ

ないでいくというところが必要やという部分もある。それがＳＳＷの役目もあるんで

すけれども、ちょっと今年の初の試みでそのＳＳＷさんを入れた中で、これからちょ

っと機能していくかなと。  

 ただそういう入れていってやっぱり、私らもそういう形で一緒に行って、学校で話

を聞く、いろいろなケースがあるなというのは身にしみて感じるところがあります。

それは複雑です。できるだけ先生は先生のお仕事がある中で、子供の指導をしていく

というところの部分でうまいこと福祉と連携していける、効率的にできるような形で、

何とかつなぎができたらなというのは、今できるソーシャルワーカーさんでやってい

ただこうかなということで取り組んでいるところ。もっともっと。 

○伊達委員 

 そうですね、ほかの区は居場所づくりとかそういったものに予算を投じているエリ

アもあるなって、西成とかでもあるなと思うんですけど、住之江区は何かこの学習サ

ポートのほうに全予算投じられているのを見て、ちょっとがっくりきて、あんなに大

阪市で貧困だって騒いでいるのに、えっそこみたいな、正直保護者的には思いました。  

○安藤副区長 
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 これ今ね、伊達委員がおっしゃったようなものを、別にこの行政連絡会とか、そん

なところで議論したってできるよね。  

○事務局 

 はい、もちろんです。この場でいただいたご意見は校長先生方と輪になって話す場

でもう全て議事録等をお渡しして、こういう意見が出ているんだけれども、校長先生

たちはどうですかっていう話をこれまで何回もさせていただいていて、その中でまず

はスクールソーシャルワーカーを入れさせていただいて、まずはです。貧困対策とい

うところで、子供学習サポート事業が拡充しましたけれども、それもまずはそことい

うだけなので、これからも次の教育行政連絡会の場でも会議していって、来年度に反

映させていただきたいというふうに思ってます。 

○安藤副区長 

 言いわけでも何でもないんですけど、我々、校長先生と行政連絡会というのを持っ

てて、そこでも議論はしてるんです。その結果、今こういう形になってきてるわけで

すけれども、もちろん今おっしゃったような議論は、テーマとしてこの連絡会の中で

取り上げさせていただきたいなと思いますね。  

○伊達委員 

 お願いします。 

○門委員 

 それと私、ずっとこのスクールカウンセラーとかこういう事業をやってはることは

すごいというふうに思っているし、本来大阪市が全小中学校に配置すべきをわざわざ

区のお金でやっているというあたりも、もっと大阪市に出してもらうようにとかいう

ふうなことも思ってますけれども、これそのものを保護者も含めて、例えばさざんか

とかにどういう事業でどうやって相談活動、利用できるのかとか、そういうことをも

っと広めていただきたいなと思って。子供を通じて、学校からの通知っていうのか、

手紙っていうのかそんなんで、こんなんできますよとか、何曜日来る、以前全校配置
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じゃないときは、小学校やったらどこどこ、中学やったら何曜日というのは４月早々

子供にもらったりしてたと思うんですけど、それだけじゃなくて、こういうことをや

ってるよっていうことをもっと区民にも知らせて、あっそしたらそこの保護者は何か

ちょっと余りそういうことに気づいてないみたいやけれども、隣のおばちゃんが見て

て、ちょっと大変なんと違うかと、別に告げ口とかではないけれども、こういう子供

がいてるんですけれどもっていうふうな、虐待通報はありますけれども、それだけじ

ゃなくてこういうことももっと、せっかくやってることやから保護者のみならず、区

民にも知らせたらいいん違うかなと。そこから皆さん言ってはるような、そういうも

っと貧困のところにまでみんなも目を向けていくっていうふうな感じかなっていうふ

うに。 

○安藤副区長 

 そうですね。特に新しく始めた制度なんかっていうのは、なかなか浸透していませ

んから、こういうさざんかですかね。実は５月号もう小中学校特集ということで割と

書いて、また時期見て、なかなかあれもいざ満遍なく特集するとなるとなかなか。  

○伊達委員 

 なのでホームページの方を充実してくだされば。  

○安藤副区長 

 頑張ります。 

○伊達委員 

 紙面は月に一回しか発行できないので仕方がないと思うんですけど。ウェブなら載

せ放題やと思うので。 

○安藤服区長 

 頑張ります。 

 以前からご指摘いただいてます。  

○伊達委員 
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 この区政会議情報何かもほとんど拾らえないんですけど、情報が。あるよっていう

ことも、あった内容もほとんど拾らえないので、これ公開はしたほうがいいんですよ

ね。 

○尾田事業推進担当課長 

 公開です。 

○事務局 

 区政会議の中身してるんですけど、そのまましゃべった言葉をずらっとなってて、

それじゃあ中わからへん。だからちゃんとした用紙にまとめて、きれいにみんなにわ

かりやすようにしましょうということで、今回の部会から、それで来月の全体部会か

らそのようにどんどんＰＲしていこうと言ってるところです。  

 頑張ります。 

○安藤副区長 

 この教育にかかわらず、区のやっていることを広報するというのは、課題やと思っ

てるんですね。今まで、数年前まで区役所というのは窓口やったわけです。この独自

の取組っていうのはなかったわけですけれども、それを割とやるようになってきたと。

我々としては一生懸命やってるつもりなんだけれども、なかなかそれが知られてない

と。知られてないから利用されないというところもあって、今おっしゃったのはウェ

ブ、ホームページを使ったですね、さざんかも実は４ページ増やしたのかな、場合に

よっては８ページぐらい増える月もあるんですけれども、いろいろ試行錯誤をしてい

く中で、広報はいろいろやっていきたいなと思ってるんです。  

 ほかいかがでしょうか、何なりとおっしゃっていただいたら。  

○安田委員長 

 そしたら、貧困の家庭と別かもしれないんですけど、中学校の卒業式に去年出席し

たんですけれども、そこに不登校なのか、その当日欠席なのかわからないんですけれ

ども、どうも欠席というか、不登校の生徒も多数見られるという情報を聞いたんです
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が、その人たち、その生徒たちは学校から学校に来なさいよというような促しがある

のか、はたまたそれがないのか、その不登校な状態はそのままでいいのかどうかとい

う、本人が希望しているのかわからないんですけれども、義務教育である以上は親が

行かせないといけないという義務はあるんですけれども、家庭の考え方もあるとは思

うんですけれども、余り不登校はよろしくないのではと思うんで、何かしらてこ入れ

をしていただきたいなと感じましたので、何かそれに関するいい案を持っているとい

うか、問題視しているところがあれば教えていただきたいなと思うんですけれども。  

○尾田事業推進担当課長 

 各学校でも当然不登校の者については問題視、認識はしている、問題視はしてはり

ます。私も不登校というとその家庭の環境の子もおれば、自分の心の問題の子もおれ

ば、いろいろな取り巻くその形、不登校になる原因がさまざまやというお話しもいろ

いろ聞かせていただいています。その中で学校のほうも、家庭を当然訪問するなりそ

ういうのも一生懸命やっていただいているんですけれども、なかなかそこでも手が回

らへん、なかなかそこ以上も行けない。逆にまた専門のところへ引き継がなあかんと

いうところで、そういうふうな部分で続くんですけど、スクールソーシャルワーカー

さんなり、福祉的なことは先生専門じゃなので、こんなんで、こんなことで困ってる

家庭があって、それが引き金になって子供がっていう話でしたら、その辺のところを

福祉的な分野につなげる話があれば、ちょっとでもその不登校の部分のところが円滑

にスムーズに解決という課題が解消していけばなというふうに。どうしても先生の加

重がすごく多くなってきて、そればっかりっていう話にならへんので限界があります

ので、その辺をできるだけ円滑にできたらなという仕組みをやろうとしているといい

ますか、スクールソーシャルワーカーさんの役目でそういう取り次ぎができたらなと

いうふうに、今考えているところなんです。不登校にも本当に学校へいろいろ聞きに

行きました。いろいろなケースがあって、非常に複雑な状況もあるんですけれども、

一生懸命学校の先生におきましては、できる範囲の中で一生懸命やったはるという現
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状を聞いております。 

 親と保護者の方と子供さんもあれなんですけれども、保護者の方といろいろなお話

をしている中で、やっぱり価値観なり、保護者の方が思ってはることが違うかったら、

保護者の方が学校の言うことはもう聞かへんって、がしゃっとシャットアウトしてし

まったら、もうそれで何の連絡もでけへんっていうふうなことになったら、それこそ

本当に解決の糸が見つからないので、その信頼関係をまた築いていくというふうなこ

とからまた出発しているという事例も聞きますので、その辺につきましては、各地と

も連携を十分はかりながらというふうな考えでいかなあかんなとは思ってます。 

○安田委員長 

 現状どれぐらいの子供がって。 

○尾田事業推進担当課長 

 ちょっと今数字的に全体数把握ができてないんですけれども。  

○事務局 

 後ろから失礼します。 

 本当に学校によってばらばらで、例えばある小学校は校長先生が、今不登校の子は

一人もいないですというところもあれば、一クラスに一人、二人不登校の子が、来な

い期間はそれぞれですけれども、あるっていう実情はあります。  

 もちろん尾田が言ったように、学校の先生がまずは学校に来てもらえるように家庭

訪問をしたり、電話をしたり、本当に努力してくださっていると。それでもなかなか

来れない子は授業に入らずに保健室とか相談室というところに来るようにはしていま

す。給食だけ食べて帰られる子供もいます。  

 これは区の事業ではないんですけれども、たとえば住之江区の加賀屋のほうかな、

サテライトといって、そういう学校には行きづらい子供が、学校とは別のコミュニテ

ィを持てる場っていうのもやっております。それはこども青少年局がやっております

が、そういうところに頼ってだんだんとコミュニケーションを取れるようになってき
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たら学校に徐々に徐々に行ってもらうというような体制を取っています。  

○安藤副区長 

 私も市役所で仕事してて、市役所全体でいうと何万人とおるわけなんですね。今、

私入ったとき、交通局とか学校の先生４万人越えてたんかね。今は大分減りまして、

３万人ちょいぐらいなのかな。それでも大きな組織なので、いろいろな専門家がくっ

ついている、私も管理職になって、例えば部下にいろいろなこと、具体的には言いま

せんけども、何かあったときにすぐ対応できるって仕組みができ上がってます。本当

にいざというときびっくりするような判断とびっくりのスピードでするんですね。  

 でも学校の先生って大変やなって思うのは、学校ごとに全部の問題対応していかな

あかんっていう。例えば見てても、自殺問題があったり、いじめ問題があったりして

も全部校長先生が出てきて記者会見をするという、これはもう大変やと思います。  

 そういう意味でできるだけ学校を我々としてどうサポートしていけるかなというこ

とが、区役所のできることやと思いますので、その一つの取組としてそのさっき尾田

が言いましたようにスクールソーシャルワーカーというのが一つの取組かなと我々な

りにはちょっと思ってやっているところですね。  

 ただそれはもちろんそれで十分じゃないですけれども、根が深い問題なので一気に

解決にはいかないですけれども、基本的には家庭をサポートするということは、学校

をどうサポートできるかだというところかなと思います。  

○仁平委員 

 あんまり関係ないかもしれないけど、最近先生方がちょこちょこ休業されます。上

の子が小さいころ、先生が今年度休みますっていうお手紙をもらったことがなかった

と思いますが、今小学校でも中学校でもまあまあ休業されるので、先生たち大丈夫か

なと。 

○門委員 

 教育の情報交換をしているときに、確かに全国的に教職員のいわゆる病気で休まれ
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る先生が多いっていうのは、これはもう全国的に問題なってて、すごい率が高い。し

かも精神的に弱られる方が多い。以前だったら産休とか、何かとか、ちょっと病気に

なられたって、今はすごく、違ってるような。子供も大変やけど、先生も大変。別に

教師の味方するわけじゃないけど、やっぱり不登校の問題はこういうスクールカウン

セラーとかソーシャルワーカーさんの力も借りないと、いろいろなケースがあるから、

私もまだ二十を超えた子たちとつき合ってますけれども、今つき合ってる子何かは、

高校の検定とか塾とかには行ってたけど、全部それは高校資格は取ったんだけども、

小学校からほとんど、一度も学校に行ってません。でも社会性とかちゃんとあるんや

けれども、なぜ行けなかったかっていったら、体育の授業のときに並べとか、何とか

とか言うてこうされたこととか、別に自分に言われてるわけじゃないけれども、ちょ

っとそことか言うて先生が大きい声を出されたとか、そういうことが怖いと思ってし

まっていけなくなって、そういう子ともつき合ってるけども。また教師も体罰が許せ

なくて行ってられるかいうて、抗議の意味でしばらく休んで。けどまたやってるから

いうて、何でおまえそんなんするねんとか言って怒鳴り込みに行ったりもしてた小学

生もいてますけども、その先生も自分もそうやってきたからっていうふうやから、そ

れを聞いて自分はそういう体罰の連鎖を打ち破る教師になりたいって猛勉強して、今、

大学まで。小学はほとんど行ってなかったです。中３のときに頑張って、高校はきち

んと行って、現役で大学に行ってる子とつき合ってますけども、いろいろなケースが

あるから。やっぱり学校の集団の中になじめなかったというのが一番多いと思います。

友達関係もあるし、対教師とか、学校のシステムそのものとか。  

○安藤副区長 

これはここの議論を飛び越えてる話ですけれども、とにかく頑張れ頑張れではど

ないもならんのやっていう前提でやらないと。  

○仁平委員 

 そこのところ学校でちょっとでも身につけてもらえるようなことをしてほしいって
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いうのはありますよね。 

○安藤副区長 

 ありますね。 

○藤本委員 

 机の上で勉強するだけじゃない。だからまあ言うたら、地域性もなくて集団で子供

が遊ぶことも少なくなってる子なんやから、勉強するだけじゃなくて、運動場で加賀

屋東と同じ小学校の地域のもんですから、縦割りで６年と１年が手をつないで遊ぶと

かっていうのを一生懸命やってますけども、そんなんね、一学期に一回やったところ

でみたいなところもあるじゃないですか。そういうこともっとできるような体制を学

校側につくってあげないと、学校の先生もやりたいことはなかなか学校協議会でお話

し聞いてても、できないなっていうのはひしひしと感じるとこもあるので、そういう

ところを行政がバックアップできるような体制をつくってあげないと、先生を弁護す

るわけじゃないですけども。  

○安藤副区長 

 今日の議論とすれば、区役所も一生懸命学力やっているのは、それはそれでええん

だけれども、そういう今おっしゃったような他学年の交流とか、貧困の問題とかそう

いうところにもう少し焦点を当てられへんかってことですね。 

○伊達委員 

 お金の貧困というより、こころの貧困で。 

○藤本委員 

 なんかさみしそうな子とか、かまってほしいような子とか、そんな子をちらちら見

ますよね、小学生の子とか、そんな子を。  

○尾田事業推進担当課長 

 区長も日ごろいろいろな体験をして、体験というか、話を聞く、いろいろなことを

きっかけで聞くということが育っていく中で、あの時こんなこと聞いたな、あの時こ
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んなこと聞いたなとか全部引き出しになるから、それでいろいろな幅の広い、そのと

きに何かにこうつまずきそうになった、あんなん聞いてたわっていうことが大事だと

思ってんねんっていうて、区長もいつもおっしゃってはるんで。  

○伊達委員 

 すくい上げてほしいなって思いますね。  

○尾田事業推進担当課長 

 そういう形でいろいろな体験って言うたら、またおかしくなってしまうんですけど

も。 

○藤本委員 

 経験です。経験をさせてあげる。難しいと思いますけど、それで勉強しないといけ

ませんからね。 

○安藤副区長 

 最初の議論ね、これは言い分けでも何でもない、例えば、僕ら子供のときって外国

人と話するなんてとんでもないこと、あり得ないことやったんです。  

 思ってるのは、子供のときに外国の人と会話できたっていうのは、僕らからすると

すごいことで、僕らが大人になって初めてできたことが、子供のうちにできるという

のは、それはすごい子供たちにとっていい経験なるん違うかなと思ってるんです。た

またまそれが外国との交流ということですけれども。  

○藤本委員 

 外国の方とお会いして、すごい意気投合する可能性もあるから、そういう場をつく

ってあげる、経験させてあげるということはとってもいいことやけど、まず自分の周

りの子と仲よくできるような、今このこと思っているんやったら、こんなん言うたら

あかんなとかっていうことが、今の子はなかなかわからないっていうのを見てて感じ

るので、どんな気持ちになっても相手のことを考えなあかんっていうのを教えてあげ

られるような教育をしてほしいんです。  
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 そこに発達障がいの子が増えてるとか知的障がいの子が増えてるとかいろいろ問題

はありますけども、そういうとこも含め指導するの先生だと思うんです。その先生を

もうちょっとバックアップしてあげないと、このスクールソーシャルワーカーさんと

かカウンセラーさんとかすごくいいことだと思いますけれども。  

 それがだからその住之江区の小学校、中学校全体に上手に使ってもらえてるかどう

かっていうのもしっかり見てあげてほしいなとは思います。一部のところだけ使って

て、ほかの学校はほんまに問題ないんかみたいなことも出てくると思います。  

○尾田事業推進担当課長 

 ありがとうございます。  

○仁平委員 

 このスクールソーシャルワーカーさんは学校から要請があるとそこに行くんですか。

ちょっと困ってる子供がいますとか。  

○尾田事業推進担当課長 

 月、水、金って区役所のほうに詰めていただいてまして、今現在は一応全部の学校

回ってるんです。その中で一応そういうふうな子供のケースを聞く、それに対応して

いくのを逆におっしゃられたようにこんな形があるねんっていったら行くというふう

な形、今現状はそういうふうな形でやっておるんですけど、まだ４月からスタートし

たところで手探りの状態で、学校との連携をどうはかっていく、どういうふうな形が

一番効果的であったのかというのも手探りで今やっているんですけども。  

 毎週毎週巡回する。時間的には難しいところもあるんですけど、そういうような形、  

今は現在そういうふうなことをいろいろお聞きした中で、その部分のケースについて

橋渡しをしていってるというのは今の状況でございます。  

○仁平委員 

 何回も何回もどうぞ使ってくださいねっていうようなことを学校の先生に言ってあ

げないと、学校の先生というのは保身にまわりますから、そんなん言うてええもんか
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なみたいなことも多分あると思うんです。若くなったらそういうカウンセリングなん

てどんどん使ったらええやんと思いはるけども、ちょっと年代上の方なんて人に相談

するなんてと思ってる管理職の方もいらっしゃると思うんで、どんどんどんどん使っ

て、上手に使って自分らの仕事を少なくして、専門家なんでそういうことに関しては、

専門的なことは専門家に頼らなあかんということを主張していってという環境にして

いってあげてほしいなって。  

○尾田事業推進担当課長 

 ありがとうございます。  

 ほかにご意見ございますか。  

○安藤副区長 

 ご意見としては、学力はこれでいいですねと。それ以外のプラスアルファの要素が

あるでしょうと。貧困対策、それからこの子供たちの精神を鍛えるような、生きる力

を身につけるような取組というのも大事じゃないですかということですよね。  

 まあその辺がちょっとさっき言いました校長先生方との連絡会なんかでも、議論の

テーマにさせていただきたいと思います。そこからうまいこと事業とか施策がつくり

上げれるかっていうのは、ちょっと工夫がいるところやとは思いますけれども、そう

いったトライをしてみましょうかね。できれば来年度の予算に反映できればいいなっ

てな感じでいいですか。 

○尾田事業推進担当課長 

 ありがとうございます。  

○安田委員 

 さまざまなことがあるとどこか予算削られるとかそんなことなんですか。それとも

追加があるんですか。 

○安藤副区長 

 もうパイは決まってますから。  
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○安田委員 

 選択と集中してから。 

○尾田事業推進担当課長 

 その辺で見定めて、２９年度は今実施中、３０年度はまたやるという部分で、この

場でまたご提案といいますか、こういうふうな今考え方ですということを出させてい

ただいて、またその場でご意見いただきまして、それをまた反映していくような形が

できたらと思っておりますので、最後になりますけれども、一応今日いただきました

ご意見につきまして、今まで部会、今日は部会ということです。今度６月に区政会議

の全体会議を開かせていただきます。それまでに集約しました各部会である意見を共

有することにしております。またお忙しい中ですけど、今調整のご連絡させていただ

いてるかもわかりませんけど、またご協力よろしくお願いいたします。  

 そういう形でいろいろとお忙しんですけど、今年も役員の任期が９月末までになり

ます。それをまた８月公募という形でもさせていただく形になりますので、その辺の

手続もあるんですけれども、いろいろとお忙しい中ですけれども、今後とも、引き続

きこの委員の形につきましては、次全体会、また部会という形でございますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 いろいろ私も初めてでご迷惑をかけたところも多々あるんですけれども、いろいろ

と本日は本当にご意見いただきましてありがとうございました。  

 これで今日は終了させていただきたいと思います。  

 よろしいですか。 

 本日はありがとうございました。  

 


