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令和元年度住之江区区政会議 

第３回子ども・教育部会 

 

１ 日 時：令和２年２月１３日（木）午後７時～午後８時 

２ 場 所：住之江区役所 ４階第４－１会議室 

３ 出席者 

    [区政会議委員] 

岡本 栄子 委員、楠 好美 委員、近藤 真紀子 委員 

船越 田鶴 委員（出席 4 人／定数 6 人） 

[住之江区役所] 

安藤 友昭 副区長 

        平田 紀子 事業推進担当課長兼教育担当課長 

 藤井 幸太郎 保健福祉課長、坂田 祐子 子育て・地域福祉担当課長 

西川 崇 事業推進担当課長代理兼教育担当課長代理 

峯上 和博 総務課担当係長 

[オブザーバー] 

松下 住吉川小学校校長 

４ 発言内容 

○峯上総務課担当係長 

お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。それでは、令和

元年度住之江区区政会議第３回子ども・教育部会を開催いたします。 

事務局の住之江区役所総務課の峯上と申します。よろしくお願いいたします。 

初めに、本日お集まりの委員の皆様に自己紹介をお願いいたします。それでは船越

さんからお願いいたします。 

○船越委員 



2 

 

加賀屋東から来ました船越です。よろしくお願いいたします。 

○楠委員 

北粉浜の楠です。よろしくお願いします。 

○岡本委員 

敷津浦の岡本です。よろしくお願いします。 

○近藤委員 

同じく敷津浦の近藤です。よろしくお願いします。 

○峯上総務課担当係長 

また、本日オブザーバーとしまして、住吉川小学校の松下校長先生に来ていただい

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、本日相生委員と永松委員が欠席ということで聞いておりますので、よろしく

お願いいたします。 

続きまして、区役所側の職員を紹介いたします。 

安藤副区長でございます。 

○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。 

○峯上総務課担当係長 

平田事業推進担当兼教育担当課長でございます。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

平田です。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。 

○峯上総務課担当係長 

西川事業推進担当兼教育担当課長代理でございます。 

○西川事業推進担当兼教育担当課長代理 

西川でございます。今日はよろしくお願いします。 

○峯上総務課担当係長 
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藤井保健福祉課長でございます。 

○藤井保健福祉課長 

いつもお世話になっております。よろしくお願いします。 

○峯上総務課担当係長 

坂田子育て・地域福祉担当課長でございます。 

○坂田子育て・福祉担当課長 

坂田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○峯上総務課担当係長 

それでは、会議の成立について報告させていただきます。本会議は委員の２分の１

以上の出席が必要で、部会委員は６名ですので、３名以上の出席で開催が認められる

こととなっております。 

本日、４名の皆様に出席いただいておりますので、本会議は有効に成立しているこ

とを認めます。 

本日の会議ですが、子ども・教育の取り組みに係る、令和２年度住之江区運営方針

（案）について、ご議論いただきたいと思います。 

議論の内容は、３月１２日木曜日に開催予定の全体会で部会長からご報告いただい

て、情報共有を図っていきたいと考えております。 

時間は２０時までの１時間を予定しております。スムーズな議事進行にご協力をお

願いいたします。 

また、議事録につきましても後日公表となります。公表する際は、発言者と発言内

容についても公開されますので、ご承諾いただきますようよろしくお願いいたします。 

次に、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

まず、レジュメとしましてＡ４版の子ども・教育部会レジュメ。次にＡ３版で、「令

和２年度住之江区運営方針（案）について」の表紙と、その次の「住之江区運営方針

（案）における事業」というもの。Ａ３版が２つの資料です。そのほかに、「住之江区
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運営方針（案）」というホチキス止めをしているものがございます。アンケートを置か

せてもらっているのですけど、アンケートは最後に私のほうから説明をさせていただ

きます。 

資料は大丈夫でしょうか。では、会議の議事は部会長にお任せいたすこととしてお

ります。岡本部会長よろしくお願いいたします。 

○岡本部会長 

皆さん、こんばんは。それでは部会の議事を進めさせていただきます。本日は、令

和２年度住之江区運営方針（案）について議論いただきます。 

早速ではございますが、事務局より説明をお願いいたします。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

では、事務局のほうから説明させていただきます。 

今、お手元に用意させていただいております、この横長のＡ３「令和２年度住之江

区運営方針（案）について」をめくっていただいて、資料１で説明をさせていただき

ます。 

今回も部会におきましては、この「令和元年度区運営方針の進捗と課題」を、まず

ご説明させていただきます。その進捗と課題について、これまでおおむね１年以内で、

こういう部会等で色々いただいたご意見を、書かせていただいております。そのいた

だいたご意見を反映させつつ、今度の市会が始まりまして、そこで議論の上、予算の

ほうが承認されることとなりますが、それを前提とした令和２年度の予算の前段の事

業立てのほうもご説明をさせていただきたいと思います。 

項目のまず１つ目、１‐２「保護者、地域、区全体で支える学校教育」といたしま

して、まず１点目「地域と一体になった学校運営」がございます。学期ごとに学校協

議会や区教育行政連絡会へ参加し、学校や保護者から意見聴取を行っております。充

実した学校への支援に向け、引き続き地域などから深く意見やニーズを聴取するとと

もに、広報紙やホームページを活用して、学校の様子や区の施策について情報発信を
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行う必要があるという進捗状況と課題になっております。 

これに対しまして、区政会議等で、学校の取り組みや区役所の教育施策などについ

て、学校や区のホームページ、広報紙などを通じまして情報発信を行ってきているの

ですが、目を通さない保護者も多い。保護者に直接情報が届くように工夫ができない

かというようなご意見を頂戴しております。 

こちらにつきましては、前回の部会でご意見をいただきましたのですけれども、早

速学校のほうにご協力をいただきまして、区の教育特集の広報紙を、学校の保護者さ

んがよくいらっしゃって目につくようなところに、ぜひ掲示いただければということ

でお願いしましたところ、どちらの学校もご理解をいただき掲示をしていただいてい

るところです。 

それ以外にも、まだちょっと全部はやり切れていないのですけれども、学校のホー

ムページに区役所の教育ページへのリンクを張っていただきまして、学校のホームペ

ージをのぞいたら、区役所の施策にもご興味がある方は見ていただけるように進めて

います。 

２点目、１‐２‐２の「児童・生徒、保護者への様々な支援」といたしまして、「こ

どもサポートネット」を活用し、学校の福祉的課題の解決に向け取り組んでいる。こ

の「こどもサポートネット」を改めて簡単に説明しますと、やはり学校には色々と課

題がある子が多い。１人でも漏らすことのないようにということで、学校で大変な児

童や生徒さんをスクリー二ングしていただいて、様々な支援につなぐという仕組みで

ございまして、区役所にはスクールソーシャルワーカーと支援員がつなぐところの支

援を、学校と連携のもと進めていっているところでございます。その「こどもサポー

トネット」と連携しながら、きめ細やかな学習指導を通じ、児童の登校意欲の向上を

図る事業を今検討しているというところでございます。 

要は受け皿も必要だろうと。大変な子がいることはわかった。では、その子たちを

どうしてあげられるのだろうといった時に、本当に課題は重いのですけれども、何か
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少しでも、１人でも２人でも受け皿になるような施策があればということで、登校意

欲を向上させるというような事業を考えております。 

「スクールソーシャルワーカー派遣事業」については、これも区役所独自でやって

いるのですけども、非常に学校からのニーズが高い。やはり学校だけでは、先生たち

の負担も非常に大きい中で、そういう専門のスクールソーシャルワーカーが必要な支

援につなげてもらうというのは非常にニーズが高いところです。 

この「スクールソーシャルワーカー派遣事業」と「発達障がいサポート事業」につ

いては、次年度における効果的な運用に向けて関係先と検討しています。学校にいる

色々な支援する人たちをより効果的に使うために、そういう検討もしていっていると

ころです。 

これに対しいただいたご意見としましては、支援が必要な児童生徒は、やはり年々

増加している。学習面を含め児童生徒が充実した学校生活を送ることができるようサ

ポートする必要があるというご意見を頂戴しております。 

次に、１‐３「先進的教育にチャレンジ」です。今スライドを用意していますけれ

ども、学習意欲の向上に向けましては、漢検、英検の受験支援に取り組んでおりまし

て、学力向上に向けた、学校と連携した取り組みを行っていく必要がございます。 

平日の放課後や、長期休暇中等の学校に学習指導員を派遣し、学習できる場を設け

ております。 

区内の中学生を対象に、「加賀屋塾」「南港塾」を開設しておりまして、塾事業者と

連携してその子の進度に合わせて、いろいろなプリント、学習、電子教材等も使いな

がら実施しておるところです。 

これにつきましては、前回「加賀屋塾」や「南港塾」といった課外授業というのは

非常に効果的であるというようにご意見をいただいております。 

「キャリア形成に通じる教育の推進」としまして、さまざまな職業の従事者やプロ

スポーツ選手などによる出前授業を実施しております。さらなる充実に向け取り組ん
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でいく必要があるというふうに考えております。 

プロの音楽団と連携した小学生を対象とする吹奏楽体験事業というのをやってい

たのですけども、これが予算の整理の都合で、いわゆる重点事業という、特に重点的

にやりましょうとついていた予算が３年で基本的にはなくなるのです。その後の財源

について、これは非常に続けてほしいというニーズが大きいので、財源の確保の必要

があるというのが課題ですとご説明をこれまでもしていました。 

区内に在校する市立中学生７名、各中学校生徒１名ずつをカナダへ派遣いたしまし

た。これも、２回目を今年度実施したところです。各校においても報告会を実施して、

行ったその子だけではなくて、戻ってきて、その子から報告を聞いて、自分もまた頑

張ろうという、自分たちも、僕も、私も、と思ってくれるような報告会を実施したと

ころです。 

最後が「ＩＣＴの活用」としまして、咲洲みなみ小中一貫校におけるパソコン等を

活用したｅ‐ラーニング授業やロボットを活用したプログラミング授業を、小中一貫

校開校の前年から進めておりまして、引き続き今年度も実施しているところです。 

事業を見ていただいたことがある方たちからは、このプロの音楽団と連携した吹奏

楽体験というのは子どもたちにとって非常に貴重な体験になっている。財源確保の課

題もあるが、今後も継続して実施してほしいというようにご意見をいただいておりま

す。 

これを踏まえまして、令和２年度事業なのですが、「地域と一体となった学校運営、

学校支援」としまして、これは特に予算はないのですが、引き続き学校協議会への参

加や区教育行政連絡会の開催など、さまざまな機会を活用して意見聴取も必要なので

すけども、やはり学校の情報共有、こういうことが困っているから、だからこういう

事業にしましょうかという情報共有が大事だと思っていますので、引き続き、そうし

た視点で進めていきたいと思っております。 

２点目の「スクールカウンセラー事業」につきましては、小中学校へスクールカウ
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ンセラーを配置する。こちらについては従来どおりやっていくことになっております。 

次の「こどもサポートネット事業」ですが、住之江区はモデル区としまして先行実

施、よその区に先駆けて７区だけ、この２年間で先行して実施しております。そして

来年度から全市展開になっていくところで、今全市で準備を進めているところなので

すが、その全市で展開するに当たって、この２年間の色々な課題、その事業を進める

中で課題が見えてきまして、そうしたところを解決するために、学校で発見した支援

の必要な子どもや世帯を、区役所の適切な支援につなぐ中で、「こどもサポートネット

事業」のスクールソーシャルワーカーと、住之江区の独自の別のスクールソーシャル

ワーカーを置いていたのですけども、それも「こどもサポートネット事業」に統合し

ますということで、今までも連携はしていたのですけれども、よりスムーズに１つの

制度で動けるように変更することになっております。 

次に「放課後学習チャレンジ教室事業」。これが新規の事業でございまして、先ほ

ど申しましたように、受け皿、「こどもサポートネット事業」と連携しまして、支援が

必要な児童に対して放課後を中心に学習指導員による学習を実施することで、基礎学

力を向上させ登校意欲の向上につなげる。なので、実はたくさんの子が対象ではなく

て、この支援にすごくなじむ、いわゆる学校の勉強が遅れがちで、学校に余計行きに

くくなってという悪循環を断ち切れるような仕組みに制度設計しまして、新年度の実

施に向けて、今各学校のほうに事業の説明をするとともに、対象の子どもさんたちに

向けて、準備を進めさせていただいているという状況でございます。 

続きまして「特別支援教育事業」、これは今年度と同様なのですが、これは少し制

度が変わりまして、特別支援サポーターという教育委員会がやっている事業と一本化

されますということですが、学校に派遣する人数であったりとかというのは、従来ど

おり変わらないという前提で、制度が統合されておりますので引き続き進めていきま

す。 

「家庭児童相談員の配置」につきましては、従来どおりこれも進めさせていただき
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ます。 

次の「住之江区国語力向上支援事業」。これが先ほど言っていました漢検の受験で

す。子どもたちのやる気が勉強につながるように、漢検の受験を進めているのと、「英

語コミュニケーション推進事業」ということで、昨年度まで違う名前だったのですけ

ども、全中学校において英検受験の支援ということで、中学生で英検準１級に通る子

が出てきている。それが１人ではなくて、すごい、私もとかモチベーションにつなが

っている。下の学年の級を受ける、そんなのはいやだから頑張ろうみたいなので、英

語への意欲向上につながっているというふうに学校からは聞いております。 

続きまして、「こども学習サポート事業」、これが長期休業中や放課後の小・中学生

に学習指導員を派遣、これについても昨年度どおり実施してまいります。 

「住之江区基礎学力アップ事業」、これも昨年度と引き続きやっていくのですが、

より充実させ同じ子が継続した指導をしていけるように契約の方策も改めまして、３

年間同じ事業者が引き続いて実施できる仕組みに制度をより改善しているところです。 

続きまして、「キャリア教育推進事業」については、さｋほど言いましたようにプ

ロの音楽団と連携した事業についても、こちらの「キャリア教育推進事業」のやりく

りの中で、引き続き継続して実行していけるように予算措置のほうを、事業の組み方、

組みかえも含めましてやっております。 

次に、「住之江区中学生の海外派遣事業」、これにつきましても、先日、また来年度

に向けて準備を具体的に始めているのですけれども、引き続き来年度も同様に、ほぼ

同じような日程感で、同様な内容で進めていくというところでございます。 

次の小中一貫校にある、さっきのｅ‐ラーニング等につきましても、昨年度並みで

進めていくというところでございます。 

私からのこの部会の資料の説明については以上でございます。 

○峯上総務課担当係長 

先ほども海外派遣事業の説明をしまして、前回の部会でも一昨年前のものを見てい
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ただいたのですけど、今年度実施したものの写真ができ上がっていますので、参考に

見ていただければなと思います。 

実際７名が参加したのですけれども、応募者が４０名ほどありまして、論文と面接

を実施した結果７名が決定して、派遣する前に２回ほど、このように区役所で説明会

をしたというところです。 

事業者さんが、今年度は近畿日本ツーリストさんということで、現地での行程や諸

注意、さらに派遣生同士の交流とか、そういったことも図ってきたとところです。こ

の出発に向けた説明会のほかに、英会話研修というのも２回実施しまして、ネイティ

ブの外国人講師に来ていただいて、現地で実際に活用できる英会話というものを学ん

できたというところです。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

これは１年生の子は当然習い出してすぐの、まだローマ字でちょっと文章ができる

かどうかぐらいのレベルなので、最初は全然しゃべられないのですけど、何か一生懸

命しゃべられるようにこの研修の間頑張ります。最初はおどおどするのですけど。何

を言ったらいいのみたいな。全部日本語だったりするのですけど、その辺はどんどん

できるようになっていきます。 

○峯上総務課担当係長 

実際にネイティブの方と触れ合うことで、そういったこともしてきたというところ

です。出発は関西空港からで、我々も見送りに行きたかったのですけど、今年度は参

議院選挙が重なってしまって見送りに行けなくて残念でした。 

来年度はぜひとも、と思っておるところなのですけれど。 

こちらが、実際に彼らが過ごしたカナダのバンクーバーにあるブリティッシュコロ

ンビア大学のキャンパスマップです。このバンクーバーのキャンパスが、４００ヘク

タールぐらいあって、広過ぎてちょっと僕も想像がつかないですけど。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 
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住之江から加賀屋くらいの広さ。 

○安藤副区長 

ポートタウンが４つですね。ポートタウンが１００ヘクタールなので４つ分ある大

学。 

○峯上総務課担当係長 

いわゆる南港大橋を渡った咲洲エリアが６００ヘクタールぐらいあるので、それよ

りちょっと小さい。敷地の中に病院とかクリニックとかもあって、バスも走っていた

りとか、もうそれこそ２４時間警備員がいたりそういう安全管理面でも充実している

というようなところです。 

これは向こうの１日目、着いたところなので、まずは市内観光をしましょうという

ようなところです。 

これは、学校のキャンパスの中です。まず校内の見学をしていると。 

色々な国から集まっているので、同じ日に集まった子はこういうふうに。 

○楠委員 

日本人だけではないということですか。 

○峯上総務課担当係長 

そうです。アジア系の方が多いです。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

どうしても夏休み時期ってアジアの休みは重なるので。欧米はもうちょっと時期が

ずれるらしいので。 

○峯上総務課担当係長 

色々な国の子とも交流しながら、もちろん現地の子たちとも交流しながらというよ

うなところです。 

これが、実際に泊まっている寮。大学寮の１部屋を借りているということなので、

こういうところなのですけど、１人１部屋というような感じで、もうそれこそ洗濯と
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かも自分でやらなければいけないようになるので、そういう経験も積むということに

なります。 

毎日なのですけど、午前中は英会話の研修を受けます。レベル感があるので、まず

初日にレベルを見るためにクラス分けのテストをするというところです。この右側の

ほうに自分のクラスが張り出されるというようなところです。 

○岡本部会長 

もちろん英語のテストですよね。 

○峯上総務課担当係長 

英語のテストです。もちろん日本人以外の子たちもたくさんいるのですけれども。 

これは２日目で、その研修が終わって、スタンレーパークというところに遠足に行

って、自転車に乗って、課外授業もしています。もちろんこういったところには全部

添乗員がついていますのでご安心ください。 

このイングリッシュレッスンです。土日以外は毎日ずっと英語漬けの研修を受けて

います。 

こういった、ビーチバーベキューです。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

この辺になってしまうと、ほかの国の子とどんどん仲よくなっています。 

○峯上総務課担当係長 

大学の中にある食堂で、いつもここで御飯を食べます。残念ながら食事はあまりお

いしくないようです。見てもらったらこんな感じです。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

サンドイッチ、ピザとか、そんなのです。 

○峯上総務課担当係長 

メープルシロップたっぷりの。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 
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ペイストリーとか、パンケーキとか。 

○安藤副区長 

僕も昔カナダに行ったことがありますけど、当時はやはりカナダは特においしくな

かったです。アメリカのほうがましでした。 

○峯上総務課担当係長 

土日は、課外、外に出るので、こういうお弁当をつくってもらって外で食べます。 

こういうスポーツもしながら。これ、スカベンジャーハント、これもゲームです。

いろんな国の子たちと英語で会話しながら交流します。 

これはカラーランといって、すごく向こうではやってます。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

色をかけ合うのです、絵の具を。 

○峯上総務課担当係長 

この大人数で、色のついたボールを投げ合って。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

これが楽しいらしいです。 

○峯上総務課担当係長 

これはビーチで。 

これはウィスラーです。 

これはフライ・オーバー・カナダといって、遊園地にある、自分の体をつるされて。

人気のアトラクション。ちょっとこういうゲームもしながら。 

これがまたイングリッシュレッスンの様子です。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

もう結構午前中びっしりレッスンして、昼からアクティビティという感じです。 

○近藤委員 

先生も机に座っている、日本では考えられない。 
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○峯上総務課担当係長 

ちょっとこういうのも取り入れたらおもしろいかもしれないですね。 

○近藤委員 

怒られる。先生が座っているから大丈夫。 

○峯上総務課担当係長 

こういうワークショップも。 

これは最終日です。これは修了証です。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

ちゃんと修了証を１人ずつ並んでもらえるのです。大学の卒業式みたいな感じで。 

○峯上総務課担当係長 

これは英語の映画鑑賞です。 

これは遊園地です。 

という１４日間を過ごして、こうやって帰ってきたというところです。 

それで、帰ってきたらもう早速なのですけど、区役所に集まっていただいて報告会

をしていただいたというところです。 

この水都の副校長先生にも来ていただいて。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

カナダ出身でブリティッシュコロンビア大学ご出身なのです。 

日本語と英語を交えながら。 

○安藤副区長 

このブリティッシュコロンビア大学ってめちゃくちゃすごいのです。ノーベル賞受

賞者もいっぱい出ているし、カナダの首相も。東大とか京大よりランクが上からもわ

からない。 

○峯上総務課担当係長 

各学校でも報告会をしてもらった。やり方は各学校でまちまちなのですけど、それ
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ぞれ自分で撮った写真を、まさにこうやってパワーポイントみたいに自分でつくった

りとか、原稿も自分で書いて、英語で発表する子たちもいたりとか、そういったこと

もしていました。 

これは青少年育成推進大会ってやっているのですけど、そこでも報告をしてもらい

ました。 

水都国際でも文化祭がありまして。ぜひ来てくださいということで、ご招待いただ

いて、水都の子どもたちがついて出し物であったり、教室とかを案内してくれたとい

うようなところです。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

本当にみっちりついてくれて。それも私たちがやると志願してくれた子たちがやっ

てくれて。そういう学校なので。 

○峯上総務課担当係長 

せっかくなので昨年度に行った子たちも来てもらって、そういう歴代の子たちで交

流を進めていってもいいかなと思って、また来年度そういうふうに広げていきたいな

と思っているところです。 

以上が海外派遣事業の簡単な説明です。ありがとうございました。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

ありがとうございます。 

○安藤副区長 

昨年度、最初に行った子も、何かこれに触発されて、そういう道に進んでいる子も。 

○峯上総務課担当係長 

そうです。います。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

高校の選択をそっち方面に。語学に行った子がいます。 

○安藤副区長 
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この資料のほうに戻りますけども。ですから、いただいたご意見でいうと、取り組

みがちゃんと保護者に届くようにしたらいいのではないかというのは、まずは広報紙

を各学校で掲示していただいたのかなというようなこと。それ以外にも、いろんな地

道に取り組みを進めていきます、ということと。 

それから２つ目の、支援が必要な子どもたちへのサポートが要るのではないかとい

うことの一つとして、新規事業として、「放課後学習チャレンジ教室」というものを、

来年度新規事業で立ち上げていきますと。 

それから、「加賀屋塾」「南港塾」というのは効果的だというふうなご意見もありま

すので、より効果的にできるように、ということで、３年契約で、より継続的な取り

組みをやっていくということ。 

それから、プロの楽団というのは、これは具体的に言うと大阪市音楽団ですけれど

も、本来は大阪市の予算がもう切れるところだったのですけれども、続けていきます

というのが、下から３つ目のところですね。 

ちょっとおさらいですけど。以上です。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

ありがとうございます。以上です。区役所からの説明については以上でございます。 

○岡本部会長 

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意見やご質問

ありますか。 

○楠委員 

事前に資料１をいただいていたので、全部目を通してきて思ったことがあるのです

けど。 

まず１‐２‐１は、保護者に直接情報が届くように工夫ということだったので、こ

れは学校にも掲示していただいたようなので、わかりました。 

あと、自分がちょっと読んで思っていたのと、色々自分の息子２人を見ながら思っ
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ていたのがあって。 

まず「学習意欲の向上に向けて」というところなのですけど、勉強が苦手な子とか、

学校の授業についていけない子というのは、多分それが基本的に嫌で、学校に行きた

くないとか、そういうふうになると思うのです。勉強をできるようにするというのは

根本的に嫌いな子はちょっと難しいと思うので、例えば勉強からちょっと外れた、よ

くテレビでやっていると思いますけど、クイズみたいな番組で、知能トレーニングと

いうのですけど、私もそういう本を１冊買って。どういうものかといったら、簡単に

言ったら、１、３、５、とあって、これはどういう順番に数字が並んでいっています

か。これは２個ずつふえていっていますよ。算数の基礎のときにもやりますけど、ち

ょっとクイズ形式みたいなのでやるトレーニングがあって。 

ちょっと調べていた結果、東京の学校だったと思うのですけど、本を出しているの

でまた見ていただいたらいいかと思うのですけど。そこが１週間に２回かな、国語の

時間とか算数の時間と一緒で、その時間を設けているらしくて。本当かどうかわから

ないですけど、ＩＱ１５０の子が続々出て、行く行くは上位の大学に進学された子が

多いという。それも統計的な結果が出ているのです。 

学校で、おそらくそういう時間というのが今ないので、びっちり１週間勉強して。

たまに総合とか、何をしているのか私はちょっとわからないのですけど、子どもに聞

いたら、連絡帳を書いているしか言わないのです。本当ですか。校長の先生がいるか

ら聞かないといけないなと思っていて。１時間、４５分とか５０分ぐらいあるのに連

絡帳を書いているしか多分記憶がないのです、子どもは。私はその時間がもったいな

いなと思って。何かそういった時間とかに、もちろん書道とかそういう勉強以外の、

右脳を使うことというのは、もちろんたくさん学校でも体育とかあるとは思うのです

けど、そういう時間を何か１つ。勉強なのですけど勉強っぽくないことなので。 

何かそういう知能トレーニングみたいなのが、今ちょっとはやりみたいで、よくテ

レビでもやっていますよね。ああいう時間を、例えば連絡帳を書く時間に、ちょっと
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つくってくれたらいいなみたいな。ちょっと思ったのが学習意欲の向上に関してです。 

あと、「キャリア形成」が１‐３‐２にあるのですけど、実はこの前、区ＰＴＡ協

議会のほうで社会見学に行って、そのときにお話をしていて、やはり保護者がキャリ

ア形成というか、結局将来どういう仕事に。とにかく自分で御飯が食べられたらいい

のです。頭が悪かろうが何だろうが、社会で生きていってくれればいいのですけど、

その行くまでの経過というか、その間、親からしたら、いかにお金がかからずに、最

短に、近道でいけるかというのがすごく大事だと思っています。 

学校で、例えばプロ野球選手になりたいとか、サッカー選手になりたいという子に、

どういう進路を進んだらいいのかというような指導みたいなものというのは、今はさ

れているのですか。私はそれがちょっとわからなくて。例えば、夢もありますよと。

多分何かの授業で自分の夢みたいなのを発表すると思うのです。もう小学校５年生、

６年生とかになってきたら、ほぼ確立されていて、例えば弁護士になりたいのですと

いう子がいたら、では今後こういう勉強をしたり、こういう進路を進んだらいいよ、

みたいな、先生からのアドバイスというようなことがあるのかどうかというのがちょ

っと。 

保護者は、高学年とかになってきたら塾に通わせているので、恐らく塾の先生にど

うしたらいいですかと相談をするのが現状なのです。それを、学校の先生にも相談が

できたらいいなというふうに思ったのが１つと、あと、キーワードの中に、まずプロ

スポーツ選手、あとプロの音楽団、カナダの派遣。基本英語ですけど、これは３つと

も全部右脳系なのです。できたら左脳系の士業とか、学校の先生とか、保育園の先生

はちょっと右脳系だけど、ちょっと左脳系のキャリア形成系もしてもいいのではない

かなと。医者とか。なかなかただで来てくれないかもしれないですけど。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

キャリア教育、学校でやっています。例えば看護師さんに来ていただいたりとか、

いろんな理系に進んでおられる方の、例えば橋をつくっておられる、そういうのを設
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計しているところも来て話をしてもらうだとか。 

いろいろ広い視野で物が見られるように、どこの学校もいろいろと工夫をされてい

て、区役所は、学校がこういう授業をしたいなどあれば、区役所が報酬のお支払いす

ることがあります。 

○安藤副区長 

ちょっとここは、一般的なと言ったら怒られますが、一般的な職業というものは、

そこそこ網羅しているのかなと思います。さらに特徴的なものをここに列記していく

と、こういう。右脳系と左脳系って余り考えたことがなかったのですけど、確かにス

ポーツと音楽は右脳かもわからないですね。英語は左脳なのか右脳なのか、右脳です

かね。 

○楠委員 

右脳です。音楽と一緒です。なので、何かここのキーワードだけ見ていたので、私

もこれを、もらった資料を見ていて、前回もお話があったので、何か考えていたのが

それで。でもしているのだったら。 

ただ、看護師さんが来て命の大切さとか、医者が来て命の大切さとか、というのは

よく聞きますけど、医者になるために、看護師になるために、どういう進路を進んだ

らいいかとか、そういうお話もその中に含まれているのであれば、親としての希望は

入っているのかなというふうに思いました。 

○峯上総務課担当係長 

その方には、何でそれを目指して、どんな努力をしたのかとかいうことも一緒にお

話をしていただいています。 

○楠委員 

わかりました。 

○安藤副区長 

子どものときですから、幅広に、いろいろ見ていただいたら。 



20 

 

ちょっと変わったやつも、これも右脳系になりますがダブルダッチとか。普通に暮

らしていると思いつかないような、将来の職業何かも含めて。 

○楠委員 

今いっぱいありますから。 

○安藤副区長 

やはり見ていただいて、ちょっと幅広にはいろいろやっていただいたらいいかなと

思いますね。 

○楠委員 

わかりました。それはちょっとキーワードで見たときにそう思ったのがあったので。 

○峯上総務課担当係長 

総合の時間は、どんなことをされているものですか。 

○松下校長 

総合の時間ですか。いろんなことをやっているのですけども、連絡帳の。 

○楠委員 

うちは連絡帳を書いているのだとかしか。３時間目ぐらいに連絡帳を書くのですっ

て。 

○安藤副区長 

男の子。 

○楠委員 

男２人です。 

○安藤副区長 

男の子はそう言うのかもわからないですね。 

○松下校長 

登校したらすぐ書くことになっているので、全学年、朝一の仕事なのですけど。総

合というのは横断的というか、いろんな教科に絡めて、教科で学習したことをより深
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めたりとか、いろんな自分で興味のあるところを調べていったりとか、次の行事につ

ながっていくような取り組みをしたりとか、いろんなことをやっています。 

○楠委員 

連絡帳を書いて終わっているみたいです。 

○松下校長 

もしかしたら、いろんな行事があるときに使っている時間が、何となく練習してい

るだけみたいになっているのかもしれないです。実際は、そこのところにちゃんとつ

ながっている部分が必ずあるのですけども。 

○楠委員 

わかりました。そう言っていて、何をしているのかなと思っていて。 

○松下校長 

先ほど言っておられたキャリア教育のあたりも、小学生の場合は、やはり夢につな

がるとか、かっこいいなとか、やってみたいなという憧れの気持ち。そういったもの

をまず持ってもらえたらいいのかなというので、区役所がやってくださっているこの

キャリア教育、本当にいろんな方を紹介してくださっているのですね。もういつも無

理を言って、相手の方と調整とかしてくださっているのですけど、やはり子どもたち、

そういう、言ってみれば成功してきた人、勝ってきた人とか、その体験談をまず聞か

せていただいて、どんな子ども時代を過ごしてきたのだ、こんな練習をしてきたのだ

とか、こんな大変なこともあったのだとか、いろんな周りの支えがあったとかいう話

を、いっぱい子どもたちが聞いて、実際に、スポーツだったらそのスポーツを体験さ

せてもらって、やってみたいな、今回の真住中の、うちの卒業生でもあるのですけど、

山中亮平選手と一緒です。もう垂れ幕を学校につるした瞬間に、高学年の子どもたち

がじっと見ていて、僕もああなるのだというような。だから、そういうのをいつも区

役所がやってくださっているなと感謝しています。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 
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ありがとうございます。 

○楠委員 

わかりました。ありがとうございます。 

○峯上総務課担当係長 

ほか、もしよろしければ。 

○松下校長 

北粉浜だったら、毎年橋を作る授業を、あれが総合です。 

○楠委員 

やっているのですか。 

○峯上総務課担当係長 

区のホームページに載せていたと思います。 

○楠委員 

本当ですか。見てみます。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

今言っていた、橋の橋梁のそれをつくる実験をしながら。 

○松下校長 

毎年やっておられます。 

○楠委員 

本当ですか。全然知らなかったです。 

○安藤副区長 

特に橋梁はすばらしい。 

○岡本部会長 

きっと学年が決まっている。それを何年生でやる、みたいなのがあるのではないか

な。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 
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本当に、私も元々教育委員会にいたのですけど、こうやって区役所に来て、個別の

学校のやっておられることを教えていただく機会がより多くなったのですけど本当に

いろいろ工夫してやっておられます。 

区役所も調整しますし、どこから探してきたのかと思うくらいな個人のつてで、校

長先生が頑張って探してこられて。 

○楠委員 

親も一緒にできたらいいですよね。多分参観はつくられた子どもの姿しか私は見て

いないのです。本当にそうです。だから、前で発表するのですけど、多分練習したの

だろうなみたいな。もっと自発的に発表していたり、体育とかはそうですけど、自由

に動いている姿、楽しんでいる姿を親は見たいので、こういう一緒に見られたらいい

ですけど。後から知った。そうだったのだと思うことが結構多いので。 

○安藤副区長 

僕たちは逆にふだんの授業って余り見ていないのですけども、ふだんやっていない

ことをやると、後で先生から聞いたら、子どもたちはすごく楽しそうだったとか、そ

ういうことは聞きます。 

南港が多いのですけど、朝原さんに来ていただいて、授業なんかをやっているので

すけど、やはりそれは多分ふだんの授業とは教え方とかやり方が違うのでしょうね。

やはりいつも先生方は、子どもたちは今日も楽しそうでしたということをおっしゃっ

ていただくので。 

こういう総合で、やはりいろんなことを経験していただくのはいいことだし。子ど

もですから、将来どうなるかわかりませんから、いろんなことを、やはり夢を抱いて。 

○松下校長 

本物に触れると感動が違う。 

○安藤副区長 

やはりそうでしょうね。それはもうそうです。また朝原さんの人たちではないけど、
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あの人たちがちょっとジャンプするだけで、子どもたち、もう、おおと言いますから。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

身のこなしのものがやはり全然違うのです。オリンピアンなので。できるだけそう

いういろんな機会を。 

○楠委員 

わかりました。ありがとうございます。 

○峯上総務課担当係長 

ほかにご意見はいかがですか。 

○楠委員 

「英語コミュニケーション推進事業」の前は何という名前だったのですか。 

○峯上総務課担当係長 

「英語力向上支援事業」です。 

○楠委員 

そちらのほうがよかったかも。「コミュニケーション」がつくことによって、ちょ

っとレベルが上がりません。 

英検は４技能になったのです。バランスよくというのが英検なので。なったのはい

いのですけど、コミュニケーションを推進するのに、私も英検というのはめちゃくち

ゃちょっと引っかかっていて。だから、わかるのです。２級以上を取れば大学免除さ

れるところもありますし、将来大学と考えたら、すごくいいことだと思うのですけど、

社会全部のことを考えて、コミュニケーションと考えたとき、英検１級を持っていて

も、実際は全然コミュニケーションはとれないのです。だからその辺が、何でこれの

名前に変わったのだろうと。逆に何かハードルが高くなって。 

○峯上総務課担当係長 

これは予算の（案）と書いているところがあるのですけど、これの説明をしますと、

括弧がついていないやつというのが、いわゆる区役所の予算なのです。括弧がついて
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いるものはほかの関係局の予算で、そういう仕訳をしている中で、その中でも使える

予算というのは限度がありますので、ちょっと上手に効果的に使えるように入れくり

をしながら、できるだけ影響が少ないように工夫しながら事業名称を変えています。 

それだけではなくて、実際に中学校を対象に英検の受験支援をやっているので、英

語力も鍛えながら海外派遣事業にもつながるように考えています。こうしたことも踏

まえ、いろんな方と英語でコミュニケーションができるようにという思いも込めて事

業名称を変更しました。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

それで、実際、確かに英検を取ったからといってしゃべられるわけではないのです

けども、やはり英語が楽しくなるのです。合格するのだと思って、合格して、例えば

３級が取れた。次に２級を取るのだ、と思うと、やはり意欲はつくのです。 

確かにコミュニケーションは本人の話したいという気持ちがないと。何を言ったら

いいかわからないという。おっしゃるとおり国語もセットではあるのですけども。 

○楠委員 

完全に国語力です。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

だから、国語とつなげておられる学校もあります。 

○楠委員 

したほうがいいと思います。 

英語の人間からすると、私は講師を１３年やっていたので。だからコミュニケーシ

ョンと聞くと、自分の中ではずっと英検とは余り結びつかないのです。もったいない

と思って。 

○岡本部会長 

この学習支援員というのはどうやって募集をされているのですか。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 
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業者に委託しますが、学校でも探していただいています。経験があれば資格は要ら

なくて、その時間に来ていただいています。 

○岡本部会長 

放課後の事業もそうですか。今度の新しいところの。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

これは人材派遣会社に委託をしますので、塾等で教えたことがある、「等」ですけ

ど、同等の中で教えたことがある方というもので、今のこの「こども学習サポート事

業」も同じなのです。 

この「こども学習サポート事業」は誰でも来られるのです。その子に合わせた勉強

をするのですけど、何人かで先生が１人なので。新しい事業はそうではなくて、そこ

に追いつくまでに、もうちょっと手厚く勉強を教えてあげられたら。 

○安藤副区長 

大変な子に寄り添うみたいな感じですね。寄り添って教えてあげるというような感

じです。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

実際にこれを進めようと思うと、非常に難しくはあります。ただ、やはりすごく課

題の多い子たちをサポートしようと思うと簡単にはいかないのですけども、それでも

何か支援の一つになるものをということで。 

○岡本部会長 

では支援員は、区役所で手配されるということですね。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

はい。業務委託ではありますが。 

○峯上総務課担当係長 

地域で、こんな方がいるよという方がいらっしゃったら、ぜひご紹介いただけたら

ありがたく思っています。 
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○平田事業推進担当兼教育担当課長 

例えば、この人がいいのではないかとかがあれば、逆に派遣会社に登録していただ

く形をとれば入っていただけるので。 

○岡本部会長 

小学校も中学校もやる。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

これは小学校から。 

○峯上総務課担当係長 

「新規」と書いてあるのは小学校です。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

新規は小学校です。これは全くの新規事業なので。子どもの貧困対策等の重点予算

の中でやりますので。 

○岡本部会長 

もうふだんの授業で、どうしても遅れている子が、ふだんの授業が苦痛というか、

そこにも本当は入っていってあげたらいいのだろうけど、なかなか。 

○安藤副区長 

これも役所の論理なのですけども、僕らは、本当は授業中についてあげられるよう

にというのが思いなのですけども。 

○楠委員 

４年以上はありますよね。支援というか、レベルが分かれるのです。うちもそうで

すけど、算数、理系の習熟度別。ただ、うちは先生がやめてしまったり、少なくなっ

たりしているので、それはもう一緒になっている状態で、それで、本当だったらレベ

ルごとにできるところが一緒になってしまっています。 

○近藤委員 

先生も本当に大変。 
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○楠委員 

先生も大変だなと思います。 

○平田事業推進担当兼教育担当課長 

もちろん国のほうでも学校が今大変ということは課題で認識していまして、そこを

いわゆる学校をどうサポートして、子どもたちをどうサポートしていくのかというの

で、色々な施策はやっていこうとしておられるのですけども、なかなか、例えば先生

がすぐ倍になるかといったら、それも難しいので。 

○楠委員 

先生の地位がもっと上がればいいですよね。ヨーロッパとかがそうですけど、先生

って医者ぐらいのレベルの、もっとそれ以上の地位だって。それが、やはり日本はち

ょっと違いますから。 

○岡本部会長 

昔ならまだ親も、先生といったらあれだったけど、今は何か保護者が友達みたい。 

○楠委員 

関係性が。 

○安藤副区長 

今も地位は高いと思います。 

○安藤副区長 

今日、いただいたご意見というのは。 

○安藤副区長 

一つは、やはり子どもたちの意欲を引き出すような新しい、知能トレーニングとい

うのは、例えばということなのでしょうけれども。そういうようなことを一つ検討し

たらどうかということ。 

あと、キャリア教育は、やはり幅広にやるべきだというふうなことなのですね。 

いただいたご意見で言えば、キャリア教育をやはりできるだけ幅広にやるようにと
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いうことと、それと一番最初、一番上の、知能トレーニングのような、やはり意欲を

引くような、学校と区役所の連携がないかなというところかな。ちょっとその辺もま

た引き続き研究していきたいと思います。 

ありがとうございます。 

○岡本部会長 

それでは、予定しておりました時間となりましたので終了したいと思います。 

本日の会議内容につきましては、３月１２日木曜日開催予定の区政会議全体会にお

いて情報共有を図ることとしています。事務局におかれましては、本日の議論内容を

整理いただき、全体会で報告できるよう資料の取りまとめのほうをお願いします。 

本日予定しておりました議題は以上でございますので、部会を終了いたします。議

事進行にご協力いただきましてありがとうございました。 

最後に事務局から何かありましたらお願いいたします。 

○峯上総務課担当係長 

岡本部会長、ありがとうございました。本日は長時間にわたりご議論いただきまし

てありがとうございました。 

本日の議論を踏まえまして、全体会に向けて資料を修正する場合がございましたら、 

事務局と部会長に一任いただくということで、よろしくお願いいたします。 

それでは、住之江区区政会議子ども・教育部会、閉会いたします。 

以 上 


