
 

   

番 

号 
【４】１ 

項

目 

教職員や子どもたちにおける人権侵害事象の件数や内容、対応方法についてあきら

かにされたい。 

（回答） 

学校においては、令和４（2022）年度４月から11月末時点で６件の差別事象報告があがっ

ています。内訳は、外国につながる児童生徒への差別が１件、同和問題に関する差別が１件、

障がい者に対する差別が４件となっています。内容は差別発言で、校区内の旧同和地区の有

無を問い合わせる不動産業者を名のる人物からの電話や個々のもつ多様な属性や特性に対

しての偏見と外国につながる相手が日々抱いている不安な気持ちを想像できないまま発言

した事象です。 

学校において差別事象が起きた場合には、事実関係の正確な把握等の初期対応、関係機関

への報告・連絡、関係する児童生徒及び保護者の心のケアや指導、事実の詳細な確認と背景

要因の分析、全教職員の共通理解等、平成24（2012）年９月作成の「人権教育をすすめるた

めに」(学校園における人権教育推進のための事例集)に従って、対応を進めることとしてい

ます。  

差別事象の聞き取りに際しては、行為者の心理状態に十分配慮し、最も話しやすい教職員

がいる場合は関係者として参加させ、必ず複数の教職員で行うことに留意するよう示して

います。また、教職員の姿勢として、児童生徒からの聞き取りに際しては、児童生徒の気持

ちに寄り添うことを基本姿勢とし、聞き取り内容を踏まえて、児童生徒の誤った認識をただ

すとともに、その事象に至った背景を分析し、学校の教育課題を見出すことが必要であるこ

とも合わせて示しています。  

学校からの報告を受けた際は、教育委員会より改めてこれらの対応について、管理職に指

示するとともに、全教職員での共通理解、事実の詳細な確認と背景要因の分析を行うととも

に、校内の人権教育の取組みに関して、再度見直しを図り、研修や新たな実践の構築等を促

しています。  

また、必要に応じ、教育委員会として学校訪問を行い、取組みに関することや関係機関と

の連携に関する助言を行うなどの対応を実施しています。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  電話：06－6208－8128 

 

 



  

 

番 

号 
【４】２ 

項

目 

差別事象がおこった際、2012 年作成の「人権教育をすすめるために」に従って対応

されているが、近年、SNS などによる誹謗中傷やいじめなどが取り沙汰にされており、

差別事象なども起きているがそれらに対応したマニュアルとなっているのか大阪市の

見解を示されたい。 

（回答） 

学校において部落差別等の差別事象が起きた場合には、事実関係の正確な把握等の初期

対応、関係機関への報告・連絡、関係する児童生徒及び保護者の心のケアや指導等、平成24

（2012）年９月作成の「人権教育をすすめるために」(学校園における人権教育推進のため

の事例集)に従って、対応を進めることとしています。当該事例集は、差別事象・人権侵害

事象の未然防止及び生起した際の適切な対応を目的として作成されたものです。また、学校

園における人権教育推進にあたっての基本認識を示し、人権教育のさらなる推進に活かし

てもらうためのものでもあります。 

学校からの報告を受けた際は、教育委員会より改めてこれらの対応について、管理職に指

示するとともに、全教職員での共通理解、事実の詳細な確認と背景要因の分析を行うととも

に、校内の人権教育の取組みに関して、再度見直しを図り、研修や新たな実践の構築等を促

しています。 

また、必要に応じ、教育委員会として学校訪問を行い、取組みの助言をしたり、関係機関

との連携を行ったりするなどの対応を実施しています。 

一方、スマートフォンやＳＮＳが子どもたちにも急速に普及する中で、児童生徒が自他の

権利を尊重し情報社会での行動に責任を持つとともに、犯罪被害を含む危機を回避し、情報

を正しく安全に利用できるようにすることが求められています。現実の社会では、いじめや

虐待等によって子どもの命が奪われたり、インターネット上に個人の名誉やプライバシー

を侵害したり、差別を助長するような投稿がされたりする実態があるため、学校園において

は、個別の人権課題として「インターネットによる人権侵害」にも取り組んでおり、令和３

（2021）年度には、71％の小学校、72％の中学校で当該テーマによる授業を実践しています。 

そうした現状人権を取り巻く諸情勢を踏まえ、より積極的な取組みが必要となっていま

す。教育委員会としましては、本市を取り巻く人権課題の克服に向け、今後も引き続き人権

教育・啓発にかかる施策を推進してまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  電話：06－6208－8128 

 

 



  

 

番 

号 
【４】３ 

項

目 

教職員の人権研修内容や子どもたちへの人権啓発についての計画について示された

い。また、ロシアとウクライナの戦争がメディアで流れており、子どもたちに戦争の悲

惨さやあらためて平和の大事さを伝えるためにも平和学習をおこなうことが大事であ

ると思われるが大阪市として見解を示されたい。 

（回答） 

管理職を含めた全教員対象の人権教育研修を必修でオンデマンドにより実施し、さまざ

まな人権課題について理解を深められるようにしています。年次研修において、教職員が

人権に関する知識を身に付け、人権感覚を醸成していくために、キャリアステージに応じ

た人権教育研修を体系的に実施しています。１年目の教員に対しては、基礎知識としての

「人権とは何か」をテーマに、２年目には地域における人権課題をテーマに研修を実施し

ています。３～５年目には、必修で「学級集団づくり研修」を実施しています。 

また、人権教育主担者研修や外国人教育主担者研修、自尊感情を育む仲間づくり（ピア・

サポート）研修、日本語指導が必要な子どもの教育研修、人権尊重の学校づくりの推進を担

える中堅教員には「人権教育集中講座」を実施し、自らの資質向上につなげることができる

ようにしています。人権教育の実践を通して、一人一人の子どもが人権に関する知的理解を

深め、人権感覚を培い、自他の人権をまもり発展させる実践力を身につけることができるよ

うに、人権尊重の視点に立った教職員人権教育研修の推進に努めてまいります。 

また、本市教育委員会といたしましては、児童生徒を取り巻く社会環境が急速に日々変化

し、人々の価値観や、平和に関する見方も多様化している中で、児童生徒の豊かな心を養う

ことを基盤に、平和を愛する態度とともに、平和な社会を築くための意欲や態度を育成し、

自己実現をめざす責任感のある市民を育成する必要があると考えています。 

平和に関する指導にあたっては、すべての教職員が平和に関する深い思索をもち、共通理

解のもとに指導体制を確立することが重要であると考えています。 

児童生徒の発達段階を十分に考慮し、学習指導要領の趣旨と内容に基づいた教育課程を

編成し、計画的、系統的な取組みの推進に努めてまいります。 

 

担当 
教育委員会事務局 教育センター 教育振興担当   電話：06－6572－0603 

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当  電話：06－6208－9186 

 

 



  

 

番 

号 
【４】４ 

項

目 

部落差別事象があった場合や生徒に被害があった場合における教職員の対応は大事

であり、地域事情や部落問題を理解した教職員の育成や学校と地域との連携が不可欠

ではないかと思われるが、大阪市としての見解を示されたい。 

（回答） 

新任教員研修（１年目）で、基礎知識としての「人権とは何か」をテーマに、教職員地

域研修推進委員会の指導教諭が講師となり、演習形式で部落問題の内容も含めて実施して

います。新任教員研修（２年目）では、当事者の想いに触れ、市民意識調査等から同和問

題(部落差別)について考える機会として、部落差別の解消に向けた教育を進めるための

「全地域共通資料」の精読を事前課題として取り組ませています。研修当日には、地域に

おける人権課題に精通した講師の講話から、地域の実情と課題について学んでいます。ま

た、ハンドブック「学力の基礎としての人権教育～同和教育～」も研修参考資料として活

用しています。 

管理職研修、人権教育主担者研修、外国人教育主担者研修では、地域との連携の重要性

についても伝えており、部落差別事象や生徒・児童に被害があった場合における対応につ

いても研修内容に含めています。 

学校園における同和問題（部落差別）に関する差別事象が起こった際には、教職員によ

る共通理解、学級・学年の子どもたちへの指導等を迅速に行い、同和問題（部落差別）に

関する正しい理解と人権尊重の精神の涵養に努めることとしています。 

教職員が差別事象の対応をしていく上で、高い人権意識や人権感覚をもつこと、学校だけ

でなく、地域との様々な連携の中で問題解決を図っていくことは大切なことだと考えてい

ます。そのために、今後とも様々な研修の機会を活用するなどして、教職員の育成を進めて

まいりたいと考えています。 

また、校長会や教頭会をはじめ管理職を対象とした人権教育研修等において、指導部より

教職員の育成について、必要性や重要性を示してまいります。 

今後も部落差別の実態の把握に努めるとともに、部落差別の解消に向けた教育及び教職

員の育成を進めてまいります。 

担当 
教育委員会事務局 教育センター 教育振興担当  電話：06－6572－0603 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  電話：06－6208－8128 

 

 



  

 

番 

号 
【４】５ 

項

目 

学校には部落にルーツがある子どもや外国にルーツのある子どもたちが通っている

が、民族学級などの学ぶ場がルーツのある子どものアイデンティティを守るうえで大

事だと思われるが、学校としての現状や大阪市としての見解を示されたい。 

（回答） 

本市の多文化共生指針（令和２(2020)年 12 月）においては、多文化共生社会の実現に

向け、多様な価値観や文化を認め、国籍や民族、性別や出身などのちがいを理由として社

会的不利益を被ることがなく、個人として尊重されることが目標の中に掲げられていま

す。 

また、在日外国人教育基本方針（平成 13(2001)年６月）では、基本認識において「民族

的・文化的背景の異なるすべての子どもが、ちがいをちがいとして認め合い、それぞれの

民族的アイデンティティを尊重し、はぐくみ合える教育の充実を図ることが肝要」とし、

さらに基本姿勢において「偏見・差別の解消」「共生の態度」「自国・民族・文化に対する

自覚と誇り」「主体的な進路選択」「全学校園における計画的・系統的推進」をめざすとし

ています。 

 さらに、令和４（2022）年３月策定の大阪市教育振興基本計画では、基本的な方向の中

に多文化共生教育の推進を位置づけ、教育課程内外における多文化共生教育の推進を掲げ

ています。 

 今後も増加、多国籍化する外国につながる子どもが学校生活を円滑に送ることができる

よう、日本語指導および母語・母文化の保障と学校の多文化共生教育の取組が大切なこと

と考えています。本市の学校において課外で取り組まれている国際クラブでは、韓国・朝

鮮学級をはじめ、中国、フィリピン、ペルーなど多様な国々に対応した学級が設置され、

設置数は少しずつ増加しています。子どもたちが、学校生活を安心して送り、自らのアイ

デンティティを育みつつ、将来を生き抜く力の醸成のためにも、こうした取組みはたいへ

ん有用なものと認識しており、引き続き、国際クラブやその他の自主活動をしている学校

を支援するとともに、自国の言語・文化などを学べる機会の提供のための取組みを進めて

まいります。 

 あわせて、大阪市教育センターと共に、大阪市外国人教育研究協議会や各校種教育研究会

等の関係機関との連携のもと、在日外国人教育、多文化共生教育の充実・発展に努めてまい

ります。 

担当 教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  電話：06－6208－8128 

 



  

 

番 

号 
【４】６ 

項

目 

2022 以降に予定されている大阪市全体での学校選択制の検証についての計画や検証

後のとりくみについてあきらかにされたい。 

（回答） 

教育委員会では、大阪の教育力の向上、充実を図り、教育の振興を推進し、子どもたちの

最善の利益を図るため、また子どもや保護者の意向に応えていくため、学校選択制の制度化

と指定外就学の基準拡大を方向性とする「就学制度の改善について」を平成 24（2012）年

10 月に策定いたしました。 

学校選択制については、この方針のもと、各区長が子どもや保護者を中心とした区民及び

区内の学校長等の意見を丁寧にお聴きした上で検討を行い、区の実情や区民の意向に即した

方針案を策定し、教育委員会会議の議決を経て、平成 26（2014）年度入学者より順次開始

し、令和４（2022）年度入学者からは全区で学校選択制を実施しています。 

制度導入時から、保護者アンケートを実施し、保護者が学校を選択する際の理由や、選

択の際の情報を得る手段等を把握し、制度の周知方法等の改善に努めてきました。 

平成 26（2014）年度の制度導入時に小学校で選択制を利用した児童・保護者が、令和２

（2020）年度の中学校入学時にも学校選択制を利用するタイミングとなったことから、制

度導入時に期待されていたメリットや、懸念されていた課題について、今後の各区や市全

体において必要な改善を行うための材料の一つとして役立てるために、令和２（2020）年

度と令和３（2021）年度で学校選択制について、調査・分析を行うこととしました。 

制度導入時から経年的に行ってきたアンケートの内容に加え、保護者への新たな質問項

目の追加のほか、地域団体関係向けのアンケートや学校に対する状況調査を実施しまし

た。 

学校選択制については、令和４（2022）年度において検証作業を進めているところであり、

今般、中間まとめを作成するなど、年度末を予定している検証結果とりまとめに向け、各区

における学校選択制の方針案を作成する区担当教育次長である区長とも連携しつつ、課題

解消の検討も含め検証作業を進めているところです。 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 学事課  電話：06－6208－9114 

 

 



  

 

番 

号 
【４】７ 

項

目 

学校選択制によって、児童が減った学校への支援策をあきらかにされたい。また、平

均学力が低い学校を避ける傾向があらわれ、学校間における学力格差が起きているの

ではないか、学力格差を認識しているのであれば大阪市としてどのような対策を講じ

られるのか見解を示されたい。 

（回答） 

学校選択制の検証においては、児童生徒数の増減による教育的課題を検証項目として設

定し、検証作業を進めているところです。 

学校へのアンケート調査の結果では、児童生徒数の減による課題として、学級数の減、教

職員数の要員減が多くありました。 

教育委員会としましては、引き続き、課題のある学校の実情に応じた指導助言や人的な支

援等を行うとともに、区役所等の関係機関とも連携を図り課題の解消を図ってまいります。 

全国学力・学習状況調査における各校の調査結果に差があることは認識しており、教育ブ

ロック担当指導主事やスクールアドバイザーなどから構成される学力向上支援チームが、

全小中学校及び義務教育学校を定期的に訪問し、教員の授業力向上を図るとともに、児童生

徒の個に応じたきめ細かで継続した指導・支援を通じて、大阪市全体の学力向上につなげて

まいります。 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 学事課  電話：06－6208－9114 

 

 



  

 

番 

号 
【４】８ 

項

目 

現状のオンライン活用状況や、また、オンライン授業をはじめて子どもの教育状況

に変化はなかったのかあきらかにされたい。 

（回答） 

感染症や災害等の非常時に、臨時休業・出席停止等によりやむを得ず登校できない児童生

徒に対して、双方向通信を活用した学習指導ができるように、非常時への備えとして、平常

時から家庭と学校を結ぶ双方向オンライン学習を計画的に全学年において実施するよう通

知しており、各学校において取り組んでいるところです。 

平常時においても１人１台端末環境による教育活動を推進することとし、デジタルドリ

ルや協働学習支援ツール等を効果的に活用し、個別最適な学びと協働的な学びを推進して

います。 

 

担当 教育委員会事務局 総務部 教育政策課  電話：06－6208－9037 

 

 



  

 

番 

号 
【４】９ 

項

目 

家庭事情によりオンラインが難しい場合の対応や低学年などのオンライン対応が困

難な場合のフォロー体制などについて大阪市としての見解を示されたい。 

（回答） 

学びの保障という観点から、児童生徒の発達段階や教科の特性に応じて、プリント学習や

ＩＣＴを活用した学習を実施しています。 

また、自宅等においてもＩＣＴを活用して学習を継続できるよう、平常時から非常時を想

定して、学習者用端末の持ち帰りを積極的に行うよう通知しているところです。 

 

担当 
教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当  電話：06－6208－9186 

教育委員会事務局 総務部 教育政策課  電話：06－6208－9037 

 



  

 

番 

号 
【４】１０ 

項

目 

地域では、障がい児の子が修学旅行に行く際、リフト付きのバスを使わないといけ

ないに関わらず、教育委員会からリフト付のバスは借りれないといった結論になった

ケースがあるが、国連から日本の障害児教育が不十分ではないかという指摘を受けて

いるなか、大阪市はケースの件も含めどのような考えか見解を示されたい。 

（回答） 

本市ではこれまでより、障がいの有無に関わらず、地域で「共に学び、共に育ち、共に生

きる」教育を進めており、通常学級、通級による指導、特別支援学級等、多様な学びの場に

おける特別支援教育の充実に努めています。 

教育委員会では、令和４（2022）年度より、肢体不自由等の障がいのある児童生徒が安全

かつ安心して校外活動に参加できるよう、学校がリフト付きバスを借り上げる際に通常バ

スとの差額を支援しています。 

教育委員会といたしましては、令和４（2022）年度策定されました「大阪市教育振興基本

計画」に示したとおり、引き続き、「障がいのある児童生徒の自立と社会参加を見据えて、

一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援が提供できるよう、通常学級、特別支援学級、

通級による指導での学びを充実」させ、本市のインクルーシブ教育システムの一層の充実を

図ってまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 インクルーシブ教育推進担当 電話：06－6327－1009 

 

 



  

 

番 

号 
【４】１１ 

項

目 

子どもたちがスマホなどで手軽にインターネットや SNS に触れる機会が多く、フェ

イクニュースなどが出回るなか情報モラル教育の推進について、具体的な計画を示さ

れたい。 

（回答） 

近年、スマートフォンや携帯電話等が子どもたちの身近な持ち物となっており、迅速な情

報収集や情報共有が可能である反面、様々な問題が発生していることから、スマートフォン

等の使用に際しては、子どもたちに正しい知識を身に付けさせ、子どもたちの人権意識を向

上させることが重要であると認識しています。 

このような状況を踏まえ、子どもたち自身でインターネットの適切な使い方を考える機

会とするため、令和２（2020）年度より「大阪市スマホサミット」を実施しています。本サ

ミットでは、各教育ブロックの中学校代表生徒が自校の取組みを発表し、スマートフォン等

の適切な使い方について議論を深めることにより、生徒が自ら考え行動できるよう、更なる

安全教育の推進に取り組んでおります。あわせて、本サミットの取組みを各校に周知するこ

とにより、各校での節度ある適切な使用に向けたルール策定や家庭と連携しながらルール

を活用する取組が推進するよう努めています。 

情報活用能力（情報モラル教育を含む）の育成については、各校に１名位置付けているＩ

ＣＴ教育担当教員研修や新任教員研修にて研修を行っています。 

加えまして、子どもたちの発達の段階を考慮するとともに、各教科等の特質を生かし、教

科横断的に取り組む必要があることから、各校において取組みが進められるよう令和３

（2021）年度末に「情報モラル教育事例集」ならびに「情報モラル教育年間指導計画案」を

作成し各校に周知しました。令和４（2022）年度は、各校において情報モラル教育年間指導

計画を策定し、計画的に実践しているところです。また、年度末には「情報モラル教育事例

集」ならびに「年間指導計画案」を拡充し周知をする予定です。 

今後も、インターネットを利用する際に守るべきルールやマナーをはじめ、正しく安全に

インターネットを利用できるよう、児童生徒の発達段階に応じた指導の充実に努めてまい

ります。 

 

担当 
教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  電話：06－6208－9174 

教育委員会事務局 教育センター 教育振興担当  電話：06－6572－0272 

 



  

 

番 

号 
【４】１２ 

項

目 

新型コロナウイルスの感染など、なんらかの病気や事故によって長期休暇となる子

どもへの教育支援ならびに子どもが復帰しやすいようなフォローがとられているのか

大阪市としての見解を示されたい。 

（回答） 

新型コロナウイルスによる臨時休業や出席停止の期間は、長期に及ぶことも想定される

ことから、児童生徒の発達段階や教科の特性に応じて、双方向オンライン学習やデジタルド

リル、学習動画の視聴、調べ学習などの ICT を活用した学習とプリント教材等の紙ベースの

学習を適切に組み合わせ、学習の進捗に遅れが生じないよう努めています。 

また、感染不安等により登校できない児童生徒等への対応につきましても、プリント学習

や授業の様子を家庭に送信する形態の双方向オンライン学習の実施、録画した授業の視聴

等、各校の実情にあわせ児童生徒等の学びを保障するよう努めています。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当  電話：06－6208－9186 

 

 



  

 

番 

号 
【４】１３ 

項

目 

不登校やヤングケアラーの子どもたちの支援を地域のこども食堂などが担っている

ことがあり、学校側としても地域活動をキャッチし、地域との連携も踏まえた支援を

検討されたい。 

（回答） 

令和２（2020）年度より、「こどもの貧困対策関連事業」のこどもサポートネットを実施

しています。 

本事業は、各校において、区担当スクールソーシャルワーカーとの緊密な連携のもと、課

題を抱える児童生徒を発見し、適切な支援につなぐことを目的としています。 

各校においては、全教職員による見守りを通して、スクリーニング会議を適切に実施し、

地域資源や専門機関等と連携しながら、課題を抱える児童生徒を適切な支援につなぐ取組

みを進めているところです。 

今後も、こどもサポートネットの取組により、地域との連携による支援を充実させるよう

努めてまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  電話： 06－6208－9174 

 

 



  

 

番 

号 
【４】１４ 

項

目 

識字・日本語教室や夜間学級は、これまでの歴史的な背景に加え、現在では貧困や不

登校などによって教育を受けることが難しかった方が学べる大切な場所であり、統廃

合などによって通うことが困難になる、場所がなくなるということは学ぶ権利を奪う

ことにあたるが、大阪市として統廃合によって学ぶことが困難になった場合の生徒た

ちのフォローについてはどのように保障されるか見解を述べられたい。 

（回答） 

教育委員会事務局生涯学習担当で所管している識字・日本語教室には、中学校夜間学級を

卒業した人や、不登校などにより教育を受けることが難しかった人も参加しています。新た

に参加を希望する人がいれば、可能な限り受け入れ今後も学びを支援してまいります。 

夜間中学校に現在在籍されている方の学びの継続につきましては、浪速区に開校予定の

特例校に併設する夜間学級に移っていただくか、さまざまな事情で特例校に通えない方に

つきましては、どのような対応が可能であるかを在校生への聞き取りを踏まえて検討して

います。 

 

担当 
教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習担当  電話：06－6539－3346 

教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当  電話：06－6208－9186 

 

 



  

 

番 

号 
【４】１５ 

項

目 

「だい 30 かいよみかきこうりゅうかい」分科会においておこった差別事象から、

担当職員の部落問題学習（研修）の必要性、また、識字・日本語教室や中学校夜間学

級における部落問題学習の必要性が明らかになった。 

反省を踏まえ、どのように実施されているのか示されたい。 

（回答） 

教育委員会事務局生涯学習担当で所管している識字・日本語教室には年度当初のコーデ

ィネーター会議で、差別事象が起こった際の対応マニュアルについて周知するとともに、人

権研修を実施し、担当職員も共に学習を行っています。また、各教室での人権研修等を実施

する際に必要となる講師謝礼等の経費の予算を確保しています。 

夜間学級も含めた管理職研修において、校長には令和２（2020）年度、副校長・教頭には

令和３（2021）年度、令和４（2022）年度に同和問題（部落差別）に関する研修をオンデマ

ンドにより実施しています。また、令和３（2021）年度より全教員必修の人権教育研修を実

施しており、同和問題（部落差別）をはじめとするさまざまな人権課題について理解を深め

られるようにしています。また、教職員地域研修においては、同和問題（部落差別）に関す

る研修を継続的に開催しています。 

「部落差別解消推進法」は、同和問題（部落差別）の解消そのものを目的とする法律で

あり、すべての学校園において、発達段階に応じた取組みを進めていくとともに、人権を

取り巻く諸情勢を踏まえ、より積極的に取り組む必要があります。 

これまで｢大阪市教育委員会『人権教育・啓発推進計画』実施計画｣を改訂（平成30（2018）

年４月）し、各学校園においてより一層の人権教育の充実を図るため、運営に関する計画と

人権教育推進との関連や目標、各学年、各教科・領域における人権教育の目標を明確にする

など、子どもの発達段階や各教科の特性に応じて、地域との連携を進めながら学校園での教

育活動全体を通じて計画的に人権教育を行うよう指示してまいりました。 

各学校園に対しては、年度末評価を実施する中で、計画及び実践を真摯に振り返り、次年

度へつなげるよう指導しています。今後も引き続き、全学校園が、それぞれの実態に応じた

「『学校園における人権教育・啓発推進計画』実施計画｣の立案ならびに具体的な取組みを支

援し、人権教育の深化・充実をめざしてまいります。 

 

担当 

教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習担当  電話：06－6539－3346 

教育委員会事務局 教育センター 教育振興担当  電話：06－6572－0603 

教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当  電話：06－6208－8128 

 



  

 

 

番 

号 
【４】１６ 

項

目 

2020 年の国勢調査結果からも明らかなように大阪市において中学校夜間学級は拡

充すべきである。そのような状況において天王寺夜中、文の里夜間中学を廃校するこ

とは、行政が自ら学ぶ権利を奪うことになるが、学習保障について見解を示されたい。 

（回答） 

中学校夜間学級は戦後の混乱期の中で、生活困窮などの理由から昼間に就労または家事

手伝い等を余儀なくされた学齢生徒が多くいたことから、それらの生徒に義務教育の機会

を提供することを目的として、昭和 20 年代初頭に中学校に付設され、昭和 30 年頃には 80

校以上の設置数を数えましたが、就学援助策の充実や社会情勢の変化に伴って減少してい

ます。 

しかしながら、未だに義務教育未修了者が多数いることに加え、不登校児童生徒や在留外

国人の増加といった新しい社会情勢を背景に、文部科学省は、「義務教育の段階における普

通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（教育機会確保法）」（平成 28（2016）

年 12 月）の施行後に様々な取組みを進め、「第３期教育振興基本計画」（平成 30（2018）年

６月）では全都道府県に少なくとも一つの夜間中学設置をめざすとともに、より充実するこ

とを通知しています。 

本市教育委員会といたしましては、中学校夜間学級での学びの重要性を認識し、多様なニ

ーズに合った教育を提供できるよう、今後も検討してまいります。 

 

担当 教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当  電話：06－6208－9186 

 



  

 

 

番 

号 
【４】１７ 

項

目 

定期的なテストにより子どもや教師が大きなストレスとなっていないか、また、テ

ストを踏まえて成績が芳しくない子どものフォローなどはおこなわれているのか。ま

た、テストは大阪府教育庁が管轄ではあるが大阪市教育委員会としてチャレンジテス

トやすくすくウォッチなどのテストに教職員の声や子どもの声は聞かれたのか。 

（回答） 

中学生チャレンジテストは、大阪府教育委員会が、府内における生徒の学力を把握・分析

することにより、大阪の生徒の課題改善に向けた教育施策及び教育の成果と課題を検証し、

その改善を図るため、併せて、調査結果を活用し、大阪府公立高等学校入学者選抜における

評定の公平性の担保に資する資料を作成し、市町村教育委員会及び学校に提供するために

実施しています。 

また、市町村教育委員会や学校が、府内全体の状況との関係において、教育施策等を検証

後、課題改善に向けた取組みを通じて、学力向上のための PDCA サイクルを確立するために

実施しています。 

さらに、学校が、生徒の学力を把握し、生徒への教育指導の改善を図り、そして、生徒一

人一人が、自らの学習到達状況を正しく理解することにより、自らの学力に目標を持ち、そ

の向上への意欲を高めることを目的として実施しています。 

 すくすくウォッチは、大阪府教育委員会が、府内における児童一人一人が、学びの基盤と

なる言語能力や読解力、情報活用能力等を向上させ、これからの予測困難な社会を生き抜く

力を着実に付けることを目的に実施しています。 

また、市町村教育委員会や学校が、府内全体の状況を把握し、教育施策等を検証後、課題

改善に向けた取組みを通じて学力向上のための PDCA サイクルを確立すること、さらに、学

校が児童の学力を把握し教育指導の改善を図る、そして、児童一人一人が自らの学習到達状

況を正しく理解することにより、自らの学力に目標をもち、また、その向上への意欲を高め

るために実施しています。 

本市教育委員会といたしましては、小学校の早い段階から児童生徒一人一人の学習状況

を把握し、客観的エビデンスに基づく継続した指導を行うため、これらの施策等が必要であ

ると考えています。令和４（2022）年度につきましても、調査対象の児童生徒の在籍するす

べての小中学校及び義務教育学校において実施しています。 

担当 教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当  電話：06－6208－9186 

 



 
番 

号 
【４】１８ 

項

目 
ワクチン接種の計画ならびに接種後の副作用による対応や接種に関しては子どもの選択

を尊重されるかたちになるのか大阪市としての見解を示されたい。 

（回答） 
 ５歳から 11 歳の方及び生後６か月から４歳の方への新型コロナワクチン接種については、ワ

クチンの効果や若年層特有の副反応等について丁寧に説明を行う必要があることから、大阪市内

の小児科、もしくは小児の診療を行う医療機関での個別接種を基本としています。 

 接種にあたっては、ワクチンの効果や若年層特有の副反応等について理解した上で、接種を受

けるお子さまと保護者の方でよく相談のうえ、接種を受けていただくか判断していただくもので

あり、接種を強制するものではありません。 

接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、本市ホーム

ページで周知・啓発を行うとともに、新型コロナウイルス感染症に関わる学校等におけるいじ

め・嫌がらせに対応する相談窓口のご案内も行っています。 

また、厚生労働省においては、ワクチン接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医師・

医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告については、厚生労働省の審議会に報告

され、専門家が評価を行い、安全性に関する情報提供を行っています。 
 なお、本市ホームページに厚生労働省の厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会 副反応

検討部会）のホームページへのリンク付けを行っており、審議会の資料を確認できるようにして

おり、また、小児接種及び乳幼児接種に関するページにおいて、ワクチンの効果と副反応等につ

いての情報を掲載し、情報発信を行っています。 

  

  

 

担当 健康局 大阪市保健所 感染症対策課  電話：06－6647－0813 

 
 


