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平成２９年度 住之江区区政会議 

第２回 子ども・教育部会 会議録 

 

○尾田事業推進担当課長 

 ちょっとまだおくれている方いらっしゃいますけれども、時間になりましたので、

ただいまから、第２回の区政会議の子ども・教育部会、開かせていただきたいと思い

ます。 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。また

平素は本市行政へのご理解、ご協力賜り、まことにありがとうございます。きょうの

会議は、本年度の事業の、今のちょうど中間になりますけれども、進捗状況とそれら

を踏まえました、ちょっとまだ早いんですが、来年度の方向性につきまして、皆様方

からご意見をいただくこととしております。開会に当たりまして、安藤副区長のほう

から、御挨拶させていただきます。 

○安藤副区長 

 どうも皆さんこんばんは。夜遅くにお集まりいただきまして、どうもありがとうご

ざいます。今、司会の尾田の方からも申し上げましたけれども、年度半ばにまいりま

してですね、もう何だかんだと言っても、来年度のことも考えていかなければならな

いというところでございます。これまでの取り組みと、それから前回、部会でいただ

いたご意見、それを踏まえて来年度どのような方向性で施策、事業に取り組んでいく

のかということを本日はご意見をいただければというふうに思っているところでござ

います。 

 いつも申し上げていますけれども、区長もいつも言うておるんですけれども、子ど

もたちというのは、未来の担い手でございます。子どもたちが、将来に夢と希望を持

って暮らしていける社会。言うは易しで行うはなかなか難しいわけでございますけれ

ども、それを一歩でも前に進めていければなあというふうに思っておるわけでござい
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ます。 

 今の委員さんの任期とすれば、きょうが最後の部会ということになるんですね。と

いうことでございますので、一つの年度の中間ではありますけれども、ある種、来年

度に向けた取りまとめというふうなところで、ご議論のほうお願いしたいと思います。

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、資料のほうだけ、確認します。  

 レジュメのほう、Ａ４判ございますかね。Ａ３判の横の平成３０年度に向けた施策

並びに区運営方針の方向性について。それと学力向上・教育環境の整備。それと、Ａ

４判横の２９年度の事業概要一覧表という資料と、新聞のクリップ。最後にクリップ

どめしております、住之江区の子どもを取り巻く環境について考える、という資料が

ございます。もし、そろってなかったら言ってください。  

 それでは、議事のほうに移らせていただきますが、本日、区政委員、部会の方７名、

全員でなるんですけれども、現在は６名が出席していただいていますので、会議をこ

のまま進めさせていただきたいと思います。  

 それでは早速ですけれども、安田部会長様、よろしく、進行のほう、お願いいたし

ます。 

○安田委員 

 よろしくお願いします。それでは議事に入ります。時間の関係もありますので、事

務局より、簡潔に資料の説明をお願いいたします。尾田様、よろしくお願いします。 

○尾田事業推進担当課長 

 それでは、横の、この３０年度に向けた施策並びに区政運営方針の方向性について

という資料をちょっとご覧いただきたいと思います。  

 区役所におきましては、これから来年度の予算算定に入っていくところでございま

す。住之江区のビジョンがございまして、その定めている方向性をもとに、本日区政
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会議でいただいた貴重な意見を参考にしまして、予算等の取り組みをやっていくこと

としております。 

 それでは資料の左下の下段のほうに、平成２９年度区運営方針の進捗と課題という

部分につきまして簡単に報告します。 

 地域と一体となった学校運営。各学校におきまして、春に第１回目の学校協議会、

開催いたしました。学校の運営方針等につきましては、学校協議会の委員の方々より、

学校運営について活発な意見交換をしていただきました。区役所の職員も出席してま

いりまして連携を図ってまいりました。今後また１０月以降に第２回目の学校協議会

がありまして、学校の現状報告を行って、意見をいただく予定としております。また、

区役所におきまして、区内の小中学校の校長先生で構成します教育行政連絡会を開催

いたしました。区政会議でいただいた意見を共有しまして、また、各学校からも区役

所の子育て支援室との連携強化の声も多くあることから。区役所の子育て支援担当の

部署も出席しまして、各学校長と区役所の子育て支援担当の連携についても確認して

きたところでございます。  

 次に、児童・生徒、保護者へのさまざまな支援という項目でございますけれども、

今年度より区に置きまして、スクールソーシャルワーカーを週３回、区役所に配置し

ております。区役所の子育て支援担当とも連携を図りながら、学校の福祉的な課題の

解決、支援等を行ってきております。まだ実施日、日が浅い状況ではありますけれど

も、各学校からのニーズは高いという状況になっております。  

 続きまして、学習意欲の向上に向けてについてでございますけれども、今年度も引

き続き、各学校におきまして、漢検、英検の受験を推進しております。また、子ども

学習サポート事業について、今年から、２つの小学校において、平日は放課後も実施

しています。平日の利用登録数は学校の全生徒の４割と高い数値になっているところ

でございます。全体を通して学習意欲の向上から学力の向上へいかにつなげていくか。

漢検、英検のさらなる上位級への合格率のアップや、全国学力テストの国語科目の成
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績アップなど、当該事業の成果を見える形で、あらわすことも今後の課題かなと思っ

ておるところでございます。  

 次に、キャリア形成に通じる教育の推進でございますけれども、今年度から区で具

体的な支援を実施しております。ＮＧＯと連携しました事業については、まだ、１学

期中では実施はございませんでしたが、２学期以降、複数の小中学校より実施の依頼

が来ておりまして、多様な文化などが体験できる事業の開催をこれから積極的に開催

することを予定しておるところです。  

 最後にＩＣＴの活用でございますけれども、１学期に南港南中学校へプログラミン

グ用のロボット教材を導入いたしまして、南港の小中学生を対象にロボットを使った

プログラミングの体験教室を開催したところでございます。それがこの新聞の切り抜

きで、日日新聞なり、ほか、報道関係様に来ていただいて、取り組みについて記事に

なったところでございます。今後小学校で２０２０年にプログラミング教育が必須化

されます。区役所におきましては区内の小中学校が連携してプログラミング教育への

先行した取り組みの支援が必要と考えております。この体験授業におきましても、子

どもたちから好評を得ておりまして、今後もこういった広がりをつくっていく必要が

あるかなと思っております。また区におきましても、できる限り今年度中でも各学校

でも使用できるような教材、いわゆる教育の環境を整えるために、増設などを考えて

いるところでございます。  

 前後しますけれども、資料の一番最初の左上上段をご覧ください。前回の区政会議

におきまして、ご意見をいただいた内容でございます。学力向上及び教育環境の整備

ということで、子どもの生きる力を養うような施策に取り組んではどうか。また保護

者や子どもが受けることができる施策の周知が大事ではないか。支援が必要な児童・

生徒のケースなどについては、行政の関係機関がより連携の強化を深めていく必要が

あるのではないかというふうに、大きな３つのご意見いただきました。  

 それが今の現状の進捗状況を踏まえまして、資料の右側にありますけれども、平成
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２９年度事業及び平成３０年度の方向性（案）として、素案としてまとめさせていた

だきました。 

 別紙の横のＡ４判になるんですけれども、平成２９年度事業概要一覧という部分で

ございます。これが資料の、平成２９年度事業と事業名を書いておるんですけれども、

事業概要につきまして、この資料でご説明させていただきます。ただ、ちょっと時間

の関係がございますので、これを参照していただけたらと思っておりますので、ちょ

っと見ながら、お聞きしていただけたらと思います。  

 それで資料のほうの平成３０年度の方向性案につきましては、これは区役所のほう

で考え方、素案として提示させていただいている内容でございます。時間の関係もご

ざいますので、来年度の主にここで拡充と考えている事業につきまして、ご説明させ

ていただきます。 

 小中学生の学習意欲向上事業。要は漢検受験でございます。学習意欲の向上の取り

組みとしまして、学校長からも好評を得ている事業でございます。現在、中学校につ

いては７校のうち４校を対象に試行的に実施しております。拡充に当たりましては、

先にご説明いたしましたが、学習意欲の向上だけでなくて、漢字力や国語力など、学

力の向上につながっているなどの成果も必要であるかなというふうにも思っておりま

す。ただ、また一方、区内の全中学生に漢検受験の機会を強制的につくることで少し

でも学習意欲の向上をさせるきっかけづくりをつくるという取り組み、そのような地

道な取り組みも必要であるのか、という考え方もございます。漢検受験の取り組みの

成果についていろんな考え方あると思いますけれども、そのあたりのところもご意見

をいただけたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。  

 また、キャリア教育推進事業でございますけれども、住之江区の子どもたちが大き

な視点でさまざまなことを見聞きして自分で気づいて、自分を見つめる機会をたくさ

んつくってあげて、子どもたちに夢と希望を与えるきっかけになればと思っておりま

す。加えて、自身の気づきによって自発的に学習習慣の定着や、学力の向上につなが
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ることが期待できるかなあとも考えています。  

 それで、今年度は海外の異文化に触れる機会づくりの取り組みということで、まだ

ちょっと1学期は実施はできていないんですけれども、２学期以降複数の学校から要

望がきていますけれども、来年度はその取り組みを拡充しまして、海外だけでなく、

例えば専門性の高い職業従事者からの講演とか、子どもたちがふだんの生活ではなか

なか体験できないような、子どもたちに刺激を与える取り組みが区内の全小中学校で

できればと考えておるところでございます。その辺のところにつきまして、委員の皆

様方より、さまざまな角度からのご意見をいただけたらと考えております。  

 また、来年度の新たな取り組みとして、平成３０年度における新たな取り組み

（案）、概要というところを書いておるんですけれども、下のところですが。この取

り組みにつきましては子どもたちが実際に海外を体験できる機会、具体的には海外を

体験できる機会を設けてはどうかということを考えております。区内の中学生を対象

に、公募で絞り込みまして、長期、夏休みの休暇中に海外の学校の授業体験などが体

験できて、広い視点に立って自分の将来を深く考えるきっかけづくりになればと考え

ているところです。 

 また、帰国後は、生徒自身が体験して感じたことを学校で発表して、同級生たちと

語り合ったり、生徒たち相互で将来の夢を語れる機会が提供できればと思っておりま

す。また、本物の英語と触れ合うことによって、同級生たちとの学校での刺激になれ

ばとも思っておるところでございます。  

 区役所ではさまざまな施策をやっておるわけですけれども、教育に関しましては、

学校とか、先生がやりたくても規模とか予算、時間的なことでできないことへの支援

を区でできればなあと考えておるところでございます。この取り組みにつきましても、

積極的なご意見をいただけたらと思っております。  

 非常にはしょって説明させていただきましたけれども、来年度の方向性等につきま

して、ご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。  
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○安田委員 

 尾田様、ありがとうございました。事務局からの説明は終わりました。皆様からの

ご意見をいただくことになりますが、忌憚ない意見交換を行いたいと思いますので、

先ほどの説明で、もう少し詳しく聞きたいところがあれば、その質問も結構です。ま

た、区役所の来年度の取り組み、素案について、気づいた点や、共感する点などあり

ましたら、ご意見をよろしくお願いいたします。  

 ということで何かご意見とか、共感する点、また気づいた点とかありましたらよろ

しくお願いします。 

○伊達委員 

 スクールソーシャルワーカーさん、子どもの貧困対策からの予算で使われているの

はスクールソーシャルワーカーさんの配置であっているんですか。全然違うんですか。

子どもの貧困対策でおりている予算というのはどこに使われているんですか。ごめん

なさい、無知で申しわけない。 

○尾田事業推進担当課長 

 どこどこの貧困対策っていう大きな部分があると思うんですけれども、ただ大阪市

の予算組みのところで言えば、区役所のほうで本年度重点という部分で言いますと、

この、子ども学習サポートという一番最初のところですね。放課後に、これはいわゆ

る長期休暇ということで今までやっていましたけれども、住之江区の小学校の２校で、

放課後に子どもの居場所をつくろうということで、放課後に時間数を割いてこのサポ

ート事業を今年度からやっておるところです。まあ、派遣会社から小学校に指導員が

派遣されてやっているという状況。それが予算を使っているというところです。教育

にかかわってはそういうことでございます。  

○伊達委員 

 これってどういう効果があるのかというのは今まで発表していただいていましたよ

ね。ごめんなさい、頭に入っていなくて。  
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○尾田事業推進担当課長 

 ここの部分につきましては、子どもの学習習慣の定着。教育という部分で見ると、

一方では学習習慣の定着とか、学力の向上とかという面はありますし、平日の放課後

という部分であれば、やはり子どもの居場所という部分での考え方も捉えまして、そ

れで拡充をしてきたというところであります。夏休みにそういうふうな場所を設けて、

子どもたちが来て、宿題なりやるという場所をつくりはしているというところです。  

○伊達委員 

 これって２校。 

○尾田事業推進担当課長 

 放課後にやっているのは２校ですけれども、ほかの分は全校で夏休みについては全

校でできるような支援対策を区役所で打っております。その、学校でいろいろと取り

組みの方法が変わってくるとは思うんですけれども、全学校でできるように予算化は

しておりますので。 

○伊達委員 

 何かね。予算がこういう使われ方していることは全然実感が湧かなくて、はい。何

か目に見えた効果がすぐにとれないじゃないですか。  

○尾田事業推進担当課長 

 そうですね。 

○伊達委員 

 貧困対策ですよね。これって。  

○尾田事業推進担当課長 

 貧困という切り口も当然あると思いますけれども、教育の部分で言えば、やはり学

習習慣と学力の向上という切り口も考えているところですけれども。ただ、さっきほ

かの、漢検であるとか、英検であるとかも我々はやっているんですけれども、一方で

今、委員がおっしゃったように、成果というところがなかなか学習習慣という部分で
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いえば参加率がどうこうとかっていう部分になるかもわからないですけれども、やっ

ぱりそれは最終的には学力という部分にはね返っていくと、やはりそういう部分の成

果が可視化できるというところがあるんですけれども、その辺が非常に難しい成果の

捉え方はあると思うんですけれども、その辺のところもそれはそれとして、学習習慣

という部分の切り口でそういう制度を拡充していくというのも必要。例えばそういう

ご意見をお伺いできるんでしたらありがたい話ですし、やはりそれは成果としてはや

っぱり、学力というところが見えてこないと、一遍見直すべきではないかというご意

見もあるかもわかりませんけれども。そういうふうな考え方です。ただ、相手、対象

はね、子どもたちが漢検で、五、六年生対象で、また違う、三、四年の子が上がって

きはるから、それはそれとして機会を設けてあげやなあかんやろうし、漢検、５年な

ったら受けられるんや思ってる子もいてはるし、そういうふうな継続性というのも一

方で必要ではないか。やっぱり長い目で見ていかなあかんの違うかなというところも

考えんと。なかなかこの成果を見せようというのも、区でも難しい。  

○安藤副区長 

 漢検、英検は、これは多分学力、要するにテストの点で図るのは多分、成果は難し

いと思うんですね。これはもう動機づけだというふうに我々解釈をしていてですね。

それについても割と肯定的なご意見が多いので、それについては継続というふうに思

っています。先ほども子ども学習サポートで小学校２校、平日にやっています。これ

は本当は、思い切って話しすると、学力テストの結果は追跡していかないといけない

と私たちは思っています。ただ、それは公表しないですね、あれ、学校ごとの数字と

いうのは。 

○尾田事業推進担当課長 

 特定されへん書き方。 

○安藤副区長 

 出ているんですね。ただ、結局出ているんやったっけ、学校の。  
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○尾田事業推進担当課長 

 平均で。 

○安藤副区長 

 平均値。あ、単学級じゃなければ出しているんですね。だからそれはそれで見てい

く必要はあるかなあとは思っています。ただそれが全てかというとそうではないと思

いますので。例えばこれ、参加率が４割に達しているというのもこれは一つの成果か

なと。４割といったら結構な数だと私は思っているんですよね。だから学力について

は追跡をしつつもですね、やっぱりこう非常に抽象的な物の言い方になってしまいま

すけれども、やっぱり総合的に結果を勘案してですね、施策の継続性というものを議

論していく必要がありますね。  

○伊達委員 

 参加されている４割というのはどういうご家庭のお子さんとかっていうのはデータ

であるんですか。 

○尾田事業推進担当課長 

 そこまではとってないです。  

○伊達委員 

 貧困対策で投じている予算だと思うので、貧困家庭、例えば母子家庭のお子さんが

多いとか、そっちの参加に結びついているのか、一般家庭の、一般といったら失礼で

すけれども、ご両親そろわれている家庭の方が普通に参加しているだけなのか、とい

うだけでも意味合いが変わってくるなあと思うんですけれども。  

○尾田事業推進担当課長 

 この学力サポートの部分のというのは、我々にとっては、不十分になりました。ぶ

っちゃけていいますと、学力の部分で見たときに、ちょっとしんどいところについて

手を差し伸べている。学力と貧困という部分で、やっぱり関連性があるところがある

というところの考え方で重点。教育の立場でやった次第なんですけれども、おっしゃ
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ったように別の福祉的な部分の、例えば生活困窮者の方が多いであるだとか、ひとり

親であって居場所がないだとかという部分での、そちらのほうの統計の部分でちょっ

と実施、この部分の事業としてはやっていないですね。  

○安藤副区長 

 つまり、このお金が貧困家庭と言われているところに直接届いているのかどうかと

いうことですよね。結局、貧困家庭の子がこの授業を受けずに、普通、といったらお

かしいですけれども、ただ、そこまでは検証していないですね。  

○伊達委員 

 すごく、大阪の吉村市長が貧困対策に２億何ぼかって結構な額を投じられると聞い

て、住之江区にもすごい作用があるんかなって期待していたんですけれども、正直何

か、ふんわりしたところにお金を使われているのを見ると、本当に残念で仕方がなく

って。実際、学力が、点数が多少上がったからといって貧困の解決に結びつくかとい

ったら、ちょっと難しいと思うんですよね。  

○安藤副区長 

 まあ、学力は結果であって、結果から原因を改善することはできないわけであって。  

○伊達委員 

 貧困のループから脱出するのにね。 

○安藤副区長 

 ただ、そうです、だから、そういう、条件が悪いといったら語弊があるかもわかり

ませんけれども、そういうところを少しでもサポートしてあげようということですね。  

○伊達委員 

 だったら何かもうちょっと明確にどういったところに学習サポート事業に使われて

いるのかというのがもうちょっと、どういう生徒さんが参加されていて、実際どうい

う、みるみる成果が上がっているとか、成績が結びつくことで、成績が上がることで

何がどうなるのかということ。そういう具体的なところをもうちょっと公開、という
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んですかね、資料として明らかにしてくれたほうがわかりやすいかなあと思うんです

けれども。やんわりし過ぎていて、これ、１億６，０００万、何か学習習慣の定着と

して出ているそうなんですけれども、そのうち住之江区、幾らでしたっけ。結構な金

額じゃないですか。 

○尾田事業推進担当課長 

 そのうち、重点で出て、２００万ぐらいですかね。２６０万ぐらいですかね。  

 もともと根っこに、住之江区がもともとやっている事業があります。それに今回プ

ラスアルファというところが二百何万です。トータルで９６０万ぐらいの事業になっ

ていると思うんですけれどもね。予算規模ですけれども、あくまでも。まあ実行でい

ったらその辺はね、業者さんに委託しているんで、若干下がるとかあるんですけれど

も、そういうのは学校ごとでの話なんですけれども。 

○伊達委員 

 必ずしもそれがまた、居場所づくりに結びついているのかというのも、お聞きして

いると何か、ふんわりしているなと思っちゃったんですけれども、来年度というのは

居場所づくりとかにも何か、予算を使うというふうなことは。 

○尾田事業推進担当課長 

 教育の部分でいいますと、居場所という部分では今のところは、教育のところでは

ないです。ただ、子どもたちが、貧困といわれる子どもたちもいてはる、そうじゃな

い子どもたちもいてるんですけれども、子どもたち自身がいろんなキャリア教育とい

うところでいろんな体験をすることで刺激を持ってもらったら、こんなことも世の中

にはあるな、こんなこともあるんやという形で、刺激を持ってもらうことによって、

気づいて、自分自身で、あ、こうじゃなかったんや。自分、お父ちゃんからこんなん

しか聞いてなかった。こんなんちゃうかったんやということの気づきとか、友達とか

の会話。そういうものの相乗効果でいいふうに自分の自力で学習ができる。そういう

のが一番理想的にそういう機会を与えてあげたい。教育の部分からはそういうアクシ
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ョンをやっていきたいなという、思想といいますか思いがありましてキャリア教育の

充実であるとか、ほかの海外の例であるとかというところもちょっと考えているとこ

ろなんですけれども。 

○門委員 

 今の伊達さんにおっしゃっていたこととも関連するんですけれども、これは２校と

おっしゃったんですけれども、毎日やっているんですか。  

○尾田事業推進担当課長 

 週３回です。 

○門委員 

 そしたらね、前、週１回ぐらいで、教育委員会が出しているやつで、ステップアッ

プとか何とかいうて、教育委員会なりやっていたんですけれども、それとの関連性は

どうなっていますか。 

○事務局 

 ステップアップはなくなってしまったんです。  

○門委員 

 なくなったんですか。 

○事務局 

 はい。 

○門委員 

 そうしたら、週３回やっておられるんですけれども、居場所という意味では、放課

後いきいき事業とかいうのを、学校で、学校教育の中で工夫してますけれども、それ

とかとの関連はどうなりますか。  

○尾田事業推進担当課長 

 放課後いきいき事業と、これはあくまでも、この学習サポートを受けてきてあった

子が、ここで宿題とかをして、で、放課後いきいきに行けるとかいうふうな感じです
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ね。 

○門委員 

 大体意味はわかったんですけれども、私もちょっと伊達さんが言わんとしてはるよ

うな意味がちょっと、納得したんですけれども、先だって資料でいただいている、こ

の子どもの環境の懇談会があったので、ここにいろいろ課題的なことを書かれている

んですけれども、子どもの貧困とかそういう問題を、子どもの教育会議がするんでは

ないんやなあというをやっと最近気がついて、もうちょっと子どもの施策的に、ここ

がやるんかなというふうに思ってましたけど、全くそうではなくって。それで子ども

の現状がここに、資料で出されているような現状の中で、英検とか漢検とか今やって

いただいているんですけれども、本当に子ども対策とか、子どもの学力アップだけで

はないと思うので、結局、部会、部会があって、福祉のいろいろやっておられるとこ

ろで、保育所入所の問題だとか、いろいろしておられているという、で、もう分かれ

てしまっているからね。ここが子どものことでこんなんやってあげたらいいのになと

か思うことがあっても、余り、私もここの部会に来させていただいて、それはここに

余り反映されていないなというふうに感想として持っています。  

 やっぱり学テ対策とか、英検、漢検は否定はしませんけれども、ある意味で。けれ

ども、そういうテストを受けたくないと思っている子もあるんじゃないかなとか思っ

ているし。英検や漢検は本当に子どもとかそこの家庭それぞれがチャレンジしたいと

いうことで受けたらいいかなあと思っているから、というのが私の個人的な考えです

けれども、それを全校一斉でみんながというのには少し、子どもの立場からすれば無

理があるんじゃないかなあという感想を持ちました。 

 ですから、そのお金をもうちょっと具体的な困っている子どもたちの授業に移せな

いかなあとか、過去でここの部会で持ってくれば、そういう機会がないから、区民ホ

ールかどっか使って、輪番でもいいから、劇とか見るとか、何か、そういうふうなこ

とで子どもたちにそういう体験をさせてあげたほうが１回のテストよりもいいんじゃ
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ないかとかいう部分、そういう意見もあったんですけれども、結果こういうふうにな

ってきたということなんですけれども。  

 何か、学力学力と言われると、私はちょっと引いてしまうところが感想として持っ

ています。ですから、去年の事業と、今年度から目指しておられるのであれば、私は

やっぱり、スクールソーシャルワーカーとか発達障害者グループサポート事業、家庭

児童相談員の配置とか、スクールカウンセラーの授業とか、こういうようなんをね、

すぐやってきていただいたことは本当によかったかなあというふうに思っていますけ

れども。ちょっと私の思いとは違ったかなあというのと、学力が結果であらわれるも

のだけになっていっているのが、ちょっとうまく言えませんけれども、それでよかっ

たかなあと思っています。  

○安藤副区長 

 我々必ずしも学力一辺倒でやっているつもりはないと思っています。これははっき

りそう申し上げたいというふうに思います。スクールソーシャルワーカーを含め、や

はり下から支えることにも随分我々としたらお金を割き、手当してきたというふうに

思っています。これは区長も私も意見は一致しているんですけれども、もちろん、下

から支える。これはやめちゃだめです。やめたらだめですけれども、やっぱり、きっ

かけを与えて、上を向いていく、未来を向いていくという取り組みにもあわせて力を

入れていきたい。これも絶対に忘れちゃいけないことだと思います。  

 正直言うと、わかりやすいのは後者のほうとかがわかりやすいです。何となく事業

的にもですね。やはり支えるというのはこれはなかなか物すごく幅広いし、どこまで

いくねんという議論もあるんでなかなかこうわかりにくいところではありますけれど

も、それはそれで我々、一生懸命やっているつもりです。  

 それで、福祉の部会と、子どもの、こちらの部会と、どうすみ分けるか。まあ基本

的には福祉的な施策はやっぱり、縦割りとはいえ、縦割りとおっしゃるかもわかりま

せんけれども、部会でこう、分かれて議論していますので、基本的には福祉に関して
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はあちらのほうで中心に議論していただくというふうに思っております。ただ、今日

も子どもの居場所とか、そういうふうなご議論はやっぱり随分強く出されています。

これはやっぱり我々としても前向いて取り組んでいかなあかん課題かなというふうに

思ってますので、いろんな、これはもう、お金をどこで確保するか、結局は予算どこ

で確保するかというところに来ますので、市のお金以外でも外部のいろんなお金もあ

ります。例えば日本財団なんかも一つのテストケースとして３年ぐらいの計画で、ま

さに子どもの居場所づくりですね。子どものいる場所を整備し、そしてそこで子ども

がどういう活動するのかということを、こう、プログラムを研究をしながらつくって

いるというような授業もありますのでね。  

 きょうのご意見も踏まえてですね。実際にやるかどうかというのはちょっとこれか

ら検討していきたいと思いますけれどもね。そういう方向にも可能であればというこ

とで踏み出していこうかなというふうにも、今思ったりはしていますけれどもね。  

○伊達委員 

 貧困というのが、福祉関係寄りの金銭的な貧困とか生活環境の貧困だけじゃなくて、

私も貧困家庭出身で、今もシングルマザーで子ども２人抱えていまして、それで、子

ども食堂とか、子どもの貧困に、で、今３年目になるんですけれども、活動させてい

ただいていて、やっぱり何がどうしたら解決に導くのかなと日々考えてはいてるんで

すけれども、やっぱ、問題は心の貧困というんですかね。これはお金のある家庭でも

今すごく問題だと思うんですよね。家が幾ら一戸建てで豪華な車あっても、結構お子

さんの心が貧困状態にあるなって感じることが多々あるんですけれども、やっぱりど

うやったらそれを断ち切れるのかなって考えると、やっぱり教育ってそういった意味

ですごい大事だと思うんですよね。  

 でもその教育で、１足す１は２という、そういう教育も大事だと思うんですけれど

も、それはがっつりやっていただいたらいいと思うんですけれども、何かやっぱり、

人間教育っていうんですかね。ＩＣＴやからいうて何か安易に、正直、何でプログラ
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ミングやねんて思っちゃうところもあって、プログラミング覚えて、これでＩＣＴつ

ながるんかなというのをすごい、この辺もよくわからないし、何か安易に海外に行き

ゃあキャリア形成という、何か、今ここ、というところもすごい感じるし、何かこう、

学校で教える教育、漢検とか英検とかもそうなんですけれども、何かもうちょっと教

育の内容を改善していくということはできないんですかね。可能性ゼロなんですかね。 

○安藤副区長 

 おっしゃることはよくわかります。ただ我々としても難しいのは心の領域に行政と

してどこまでケアできるのかというのはこれはすごく難しいですね。ましてやという

とちょっと語弊があるかもわかりませんけれども、これは区役所の事業としてやって

いきますから、教育のプログラムを根本的にいじるという領域までは正直。  

○伊達委員 

 もう普通にある授業はそれでいいと思うんですけれども、何かちょっとプラスして。 

○安藤副区長 

 逆にね、こんなんしたらどうかとかね。そういうご提案をいただけたら、我々はあ

りがたいなと思いますね。もちろんこれはできるでけへんというのはありますよ。  

○伊達委員 

 まあでも、結構簡単なことかなと思ったりするんですけれども、やっぱり家庭的に

すごい、心の交流、親子のスキンシップが足らない家庭とか、皆さん、経済的にも、

一部の方はリッチでしょうけれども、そうでもない家庭のほうが日本全国多いと思う

ので、皆さん仕事に明け暮れて、結構お子さんをかまえない。だから自分中心になり

つつある社会になってきているなあと日々感じるんですけれども、そういうふうなも

のをやっぱり、日々、いろんな子どもたち、大人たちが交わって、例えばちょっとし

た常識、命の価値に関してとか、そういったことも、性教育もそうですけれども、何

なり、学校では学べないような、まあ学校で学ぶんですけれども、教育を、学校終わ

ってから、子ども学習サポートで触れ合いの場というのをつくることも可能かなと。  
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 要は子ども食堂とかやらせてもらっていますけれども、あそこは御飯食べるだけじ

ゃなくて、いろんな方がボランティアに参加されて、いろんな方と触れ合うことで、

いろんな気づきが持てるっていうんですかね。９月１日になったら自殺が多くなるっ

ていうじゃないですか。学校に行きたくなくて。だからそれってすごいちっぽけなこ

とやと思うんですけれども、何でそんなことで命落とす必要があるんだろうって思う

んですけれども、多分、子どもとか、大人もそうだと思うんですけれでも、今サラリ

ーマン、社会人やられている方でも自殺が、日本の国の中ではすごい多いので、もう

大人も病んでいるんだなと思うんですけれども、そんなことで命を落とさなくても、

もっともっと視野を広げるっていうんですかね。可能性とか、人として幸せになれる

生き方っていうのを、視野を広げる人間関係の構築。そういう教育っていうのは、ど

んどんやれたらいいなあと思うんですけれども。  

○安藤副区長 

 まさにここにある、前回もご指摘いただいた生きる力っていうのを、育てるあれで

すよね。 

○伊達委員 

 そう、それが結局、何か待っていてもあんまり。  

○安藤副区長 

 わかりました。その一つでね、ここでは海外あんまり評判よくないんですけれども。

あの、私はね、海外、とても大事やと思っているんです。とっても大事やと。  

○藤本委員 

 わかっているんですよ。私たちも海外は大事ってことは。でももっと身近にいろん

なことをやろうっていうお声があったりしていますね。  

○安藤副区長 

 身近な、そうですね。だから私は、海外は否定したくないんですけれども。  

○西尾委員 
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 普通の子のことですよね。  

○安藤副区長 

 そうですね、身近なところで。そうですね。  

○西尾委員 

 普通に暮らしている子に対しての海外は、ありかもしれない。それ以下の子、海外

以前の問題やしって。 

○安藤副区長 

 そうですね、身近なところで、何というんですかね。多様な経験というか、多様な

触れ合いができるような機会を創出していく必要があるん違うかということですよね。

ばくっとした言い方をしますとね。ちょっとそういう項目１個、ここへ入れましょう

か、来年への取り組みとして。  

○尾田事業推進担当課長 

 今、この、キャリア教育推進事業というのが、今年は海外という、キーワードにな

っちゃっているんですけれども、今後拡充というのは、それにとらわれず、まさに伊

達委員がおっしゃっているような子どもの気づきとか、こんな人生生きている人もお

るんやとか、そういうふうなことを講師なり、いろんなことをできるような形は考え

ているんですわ。 

○安藤副区長 

 それを、ちょっと、これを、ちょっとここにね、入れましょうと。はい、そういう

項目をね。 

○伊達委員 

 入れてほしいわ。 

○安藤副区長 

 ただ、やっぱりお金の問題がありますから、それはちょっと。  

○伊達委員 
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 海外に行くってすごいお金かかると思うんで。  

○安藤副区長 

 かかりますね。かかります。  

○伊達委員 

 このご時世なんで、結構日本の中にもいっぱい海外の方いらっしゃいますし。  

○安藤副区長 

 でも今日本人て海外行かなくなったじゃないですか。  

○伊達委員 

 国内で全然。 

○安藤副区長 

 海外、外国の大学いうたら全然留学生、日本人の留学生っていないんですよね。  

○伊達委員 

 例えば、スカイプって古いかもしれないですけれど、ネットを通じていろんな方と

触れ合うこともできますし。  

○安藤副区長 

 それはできますけれどもねえ。本当に日本人が、日本人留学生というのが、外国の

大学にいなくなってしまっているんです。これはやっぱりゆゆしき問題やと思うし、

やっぱり。 

○伊達委員 

 行きたい人は行ったらいいと思うんですよね。  

○安藤副区長 

 ただ、だから、行きたいと思う人が減ってしまったんですよ。  

○伊達委員 

 そのレベルまで行っている人は行けばいいと思うんですけれども、何かもうちょっ

と基礎的な問題で。 
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○藤本委員 

 国内でやれるっていうことを知ってからでもそういうことはいいんじゃないかなと

思うんですけれどもね。だから、教える先生じゃなくて、住んではる外国の方。 

○安藤副区長 

 まあその両面でね。 

○仁平委員 

 市のPTAにも海外の、オーストラリアの交換。交換というか、招聘と派遣の事業や

っていますけれども、やっぱりあれ、一般家庭の人に２週間いてもらう。自己負担金

を１５万出してもらっていますけれども、すごい、帰って来た子どもたち、いきいき

して、貴重な体験できたと言うて。その子たちのつながりって、２４区ばらばらなん

ですけれども、すごいつながりが続くんですね。だからこの中学校でも区のこういう、

夏休み利用してちょっと行かせてあげたいというのはいいなあと思ったんです。区の

中で・・・全然知らない人の中でも入って、自分の楽しいことを見つけたいと思うよ

うな活発な子を、何人か、この事業で行かせてあげられるんだったら、これもいいな

あと思いました。きっかけづくりというか。  

○伊達委員 

 区内のとある介護施設なんかは、インドネシア人が４０人ぐらいいてるんですけれ

ども、その４０人、１０年くらい住之江区に住んでいる方も結構いらっしゃるんです

けれども、日本人の友達できないっておっしゃってたんですよね。全然触れ合えるな

と思うんですよね。結構、日本語もお上手なんですけれども、やっぱり心は海外の人

なので。今、介護の資格取られて、ある意味成績優秀な方だけが日本に残れるという

システムらしいんですけれども、何かそういった方も、あと、北加賀屋とかでもアー

トのまちっていう盛んな活動している分、結構海外の方も来られているじゃないです

か。民泊とか、そういった影響もあって。全然触れ合えるなあと思えるんで。  

○安藤副区長 
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 あ、触れ合いは何ぼでも、おっしゃったようにスカイプでも触れ合えますからね。  

○伊達委員 

 そういう場をね。あと、別に海外だけじゃなくて、何だろう、もっと視野を広げる

ためにも、例えば障害者の方とか、外国ルーツの方とか、いろんな層の。層っていっ

ていいんかわからへんけれども、そういう人らと、もっともっと、情緒教育、情操教

育のためにもあったほうがいいなあって思ったりもするんですけれども、学校によっ

て考え方が全然違い過ぎて、なかったり。うちの娘の通っている加賀屋東なんかは、

全くそんなんがないので。住吉川小学校なんかは結構取り入れてはるんですよね。何

かそういう違いがあるのもどうなんだろうと。その辺も何かちょっと強化してくれた

らうれしいなあって。うち娘がちょうど小学生なので。  

○安藤副区長 

 情操教育面でのね。それはちょっとすぐに今こんなんしますっていうのは言えない

ですけれどもね。学校とは教育行政連絡会というのがありますので、そういうご意見

が出たということは学校の先生と協議させていただきます。  

 ほんなら、今、海外もいいなあという声もいただいたんで、これは活かしつつです

ね、そういう、多様な触れ合い。  

○門委員 

 けれども、何人行けるんかが問題ですよね。各校１人ずつぐらいでもね、全７校あ

る中学校から１人ずつとかでもいいけれども、何か、偏ったりとか、何か選ばれたこ

ととか、何とかとかになると。  

○伊達委員 

 そうですね、その子だけが行ったってね。  

○安藤副区長 

 そうですね。 

○門委員 
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 やり方は悪いとは思わないけれども、何かかなりのお金使うのに、どれぐらいかな

あって。その子はすごく、絶対いいと思うんですよ。  

○伊達委員 

 それは、行った人はいいと思いますよ。  

○尾田事業推進担当課長 

 行って、帰ってきて。行く前もそうかもわかりませんけれども、その辺で、学校の

友達、同級生に自分の経験を広げていけるような仕組みというのを。  

○安藤副区長 

 まあ、それはちょっといろいろ工夫していきましょう。だから、さっきの議論戻り

ますけれども、こういうこととセットでね、セットというか並行していきながらそう

いう多様な触れ合いができる子どもの居場所づくりというのか、生きる力を身につけ

るための取り組み。ちょっと今どんな交流をするのかというのはわからないですけれ

ども、そういうのを一つの検討の柱として、方向性として、それはこの中に位置づけ

たいと思います。 

○門委員 

 地域の海外に在留しておられる方じゃなくて、地域のお年寄り何かとかと触れ合う

とかいうのは各学校よくやっていると思うんです。それは町会というのか、社協とか

そんなんもあるからそこでのルートでお呼びすることが簡単なんだけれども、伊達さ

んがおっしゃったような方というのは、見つけようと思ったら大変な場合もあるから、

そういうようなものの橋渡しを区役所がしてくださって、ここの事業所なり、こうい

うところにこういうメンバーがいているから、もし、何かの折にするんだったらとか

いうふうな感じで、表というのか、何か紹介をしていただいたらいいんじゃないかな

あというふうには思います。学校そのものはそんなんがあったら、学年に応じて、そ

ういうテーマがあると思うから、こういうふうにしてみたいと思う学校もふえてくる

かなあというふうに思います。あんまり、個人的にとか何とかになると、よくわから
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なかったりとか、相手がどういう立場か、いろいろあるから、ややこしいんだけれど

も、そういうのをきちっと利用して、いらっしゃって、どういう思いで日本に来て勉

強したかとか、その結果どうしたかとかいうようなこととかをお話聞くだけでも参考

になるかなあと。 

○伊達委員 

 それぞれの分野で活動されているＮＰＯとかね。そういう支援団体と、何かこう、

一緒に提携を組んでやるとかというのが。南港光小学校さんみたいに、結構生きた教

育というかね、出前授業取り込んだりとか、ああいうのもおもしろいなあと思うんで

すけれどもね。何かこう、学校の表現が悪くて申しわけないですけれども、１足す１

は２というところばっかりを強化するより、それは多分日本教育レベルも高いと思う

ので。行きたい子は。 

○安藤副区長 

 あの、何度も言いますが、１足す１は２の領域もなくはないですよ。だけれどもそ

ればっかりでは、我々は、ないつもりです。ただ、１足す１は２も大事やと思うんで

すね。 

○伊達委員 

 もちろん。 

○安藤副区長 

 これは絶対大事です。なぜ日本が明治維新ちゃんとできたかというのは、１足す１

が２がみんなできたからですよね。あの時代にね、それはきちっとやっぱり、それは

それで絶対やっていかな。  

○伊達委員 

 そこはもう何の否定もないので。  

○安藤副区長 

 ただ、それだけをやっているわけではないというのがね、これを見ていただくと、
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ご理解いただけると思うんです。  

○伊達委員 

 そこがちょっとね、ぶっちゃけ弱いなって。ふんわりしているなって感じるので、

それは海外でキャリア形成だったり、ＩＣＴだったり、結局予算を使って貧困対策を

使って子ども学習サポート事業をやっちゃっているというところが、ふんわり。  

○安藤副区長 

 これはね、さっきも思いましたけれどもね。やっぱりあくまでもできるのは、今現

在できるのは機会の提供やと思うんですね。現実問題として。あなたとあなた参加し

なさいということはなかなかできないんで。我々としては機会を提供する。条件を整

えること。その上できっちり施策として取り組んでいくことが大事だと思っています。  

○伊達委員 

 スクールソーシャルワーカーですが、どのような活動をしていて、どんな成果があ

がっているのか、ＨＰでのせたりとかはできないんですか。できれば具体的にどんな

ケースがあってどう対処したとかとか。結構なお金をかけているのでこうしたことも

必要かと思うのですが。 

○安田委員 

 税金で実施しているので、効果をみることは必要かなと思います。実績とか、結果

とか。 

○尾田事業推進担当課長 

 委員のおっしゃるとおり税金を投入しているものはもちろん、各事業について効果

を検証することは必要です。どんな事業で実績があったか、区民のみなさんへ知って

もらうことももちろん。ただスクールソーシャルワーカーの対応する具体的なケース

の周知は我々も守秘義務がありできませんが。区役所のＨＰとかできっちりとそのあ

たりは周知していきたいと思います。そろそろ時間も迫っていますので。  

○安田委員 
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 ありがとうございました。時間も時間ですのでこれで部会を終了したいと思います。  

今後課題や意見等ありましたら部会であげてもらえたらと思います。どうもありがと

うございました。 


