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平成２８年度第１回 淀川区区政会議教育・子育て部会 議事要旨 

 

日 時：平成 28 年 8 月 25 日（木）18:30～ 

場 所：淀川区役所 5 階 504 会議室 

出席者： 

 ・委員 5名（7名中） 

  福島委員（議長）、丸山委員（副議長）、越智委員､嘉悦委員､辻川委員 

（欠席：今田委員、高石委員） 

・区役所 

 榊原教育支援担当課長、川谷保健・子育て支援担当課長 他 

内 容： 

１．開会 

２．事務局あいさつ 

３．議題 

（1）議長・副議長の選出について 

（2）教育・子育てに関する課題について 

資 料： 

次 第 

資料１ 部会名簿 

資料２ 座席表 

資料３ 平成 27 年度淀川区運営方針振り返り（ダイジェスト版） 

資料４ 平成 27 年度淀川区運営方針自己評価【抜粋】 

資料５ 平成 28 年度淀川区運営方針【抜粋】 

資料６ 区政会議委員より事前にいただいたご意見について 

資料７ 子どもの睡眠習慣改善支援事業（ヨドネル）関連資料 

      〔淀川区教育講演会・「夢さん」〕 

資料８ 淀川区英語交流事業関連資料〔淀川区 English Festival〕 

資料９ 訪問型病児保育（共済型）推進事業関連資料 

 

 

１．開会 

２．事務局あいさつ 

 

３．議題 

（1）議長・副議長の選出について 

・ 互選により、福島委員を議長に、丸山委員を副議長に選出。 
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（2）教育・子育てに関する課題について 

（教育支援担当課長、保健・子育て支援担当課長） 

○ 資料３、４に基づき、平成２７年度運営方針振り返りにおける課題を説明。 

○ 子どもの睡眠習慣改善支援事業、淀川区英語交流事業の取組、並びに、子どもの

貧困対策、待機児童対策について、市・区の最近の動きについて報告。 

 

◎ 事前にいただいた意見についての回答（教育支援担当課長） 

 

質疑応答 

【子どもの貧困対策について】 

・ アンケートに際して、民生委員・児童委員は協力しているのか。 

→悉皆調査の際に協力要請し、声かけ等に協力していただいている。 

・ 授業へ行きつくまでの準備が整っていない子どもがおり、学校だけでも地域だけ

でも解決できない問題だと感じる。行政、保護者も含めて、力を出し合わなくては

いけない。 

・ 家庭の役割も大きいと思うが、例えば「社会を明るくする運動」でも、子どもたち

の吹奏楽の演奏時はいるが、講演等肝心なときにはいなくなっている。保護者の

意識改革が必要。体力向上についても同じ。 

・ 本来参加してもらいたい保護者層が参加していない状況がある。 

 

【学力向上に向けた取組について】 

・ 学力テストの結果、大阪市が全国平均より大幅に低い理由をどう分析しているの

か。 

→学力と生活習慣には相関関係があるというデータから、生活習慣が乱れているの

が原因のひとつではないかと推測できる。 

・ 学力を向上させるための取組として、パソコン・タブレットの整備などハード面

を重視しているように感じる。教育環境を整えるのは大切だが、環境を整えれば

必ずしも学力が上がるとは限らない。家庭教育や地域のバックアップなど、ソフ

ト面にも力を入れるべきではないか。 

・ 指導者（教員や保護者）の意欲や技術が、学力を考えるうえで最も重要なことでは

ないかと思う。指導者への支援を充実してほしい。 

→現在、教育の現場では、ベテラン層の技術をどう若手に伝授していくかが課題にな

っていると聞いている。大阪市教育センターでは、ベテランのノウハウの集約・フィ
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ードバック、電子上での事例共有など、指導力向上に向けた取組みを始めたところで

ある。ご意見については教育委員会事務局へ伝達する。 

・学力テストは、相対比較ではなく絶対比較にしなければいけないと思う。 

 

【PTA 活動について】 

・ PTA 活動を活発にし、PTA を通じて家庭に働きかけることが必要ではないかと思

う。 

・ 区の教育に関する事業を PTA 役員が知らないこともある。区が発信力を発揮して

ほしい。 

・ PTA 活動を行ううえで、色々と工夫しているが、保護者も忙しくてなかなか行事

に参加してもらえない。イベントは色々と話を聞ける機会になるが、本当に困っ

ているであろう家庭の子どもには来てもらえないという悩みがある。 

 

【児童いきいき放課後事業について】 

・ 登録率が、１年生で約 80％と非常に高いと聞いている。いきいきに通う子どもた

ちに地域がどう関わっていくのか、もう一度考えなくてはいけない。システムや

指導者の質が問われると思うので、受託者が適正であるかが重要と考える。 

・ 中身を充実させれば、学力向上や躾にも繋がっていくので、事業に対して区役所

も無関心ではいけない。区役所はどう関わっているのか。 

・ 子どもにとっては、一緒に遊ぶ友達がいきいきに行かないと会えない状態。 

→こども青少年局の事業だが、区役所も事業者と意見交換を行うとともに、要望を受

けて、大阪市基準より少ない人数で延長できるように区長も含めて交渉するなど積

極的に関わっている。今後、より一層力を入れていきたい。 

 

【待機児童対策について】 

・ 小学校の空き教室を利用して、子どもたちを預かることを検討してはどうか。何

人か保育士を配置したうえで、地域の人や、小学生たちも参加することができる

ような仕組みにできないか。 

・ 子どもを預かるのであれば、預かる時間は固定する必要があるし、安全も確保さ

れた状態でないといけない。空き教室を利用するのはいいが、ボランティアだけ

で預かるのは違うと思う。地域の人がボランティアとして、少し遊びの相手をす

る程度ならば問題ないが。 

・ ここ数年で小規模保育を増やしているので、3 歳の子どもの行き場がなくなるこ

とがあると聞いているが、その対策は行っているのか。 

→「3 歳児ショック」といわれている問題。小規模保育と提携先との関係がうまくい
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っていないことが多い。人材確保が進んでおらず、受け入れたくても受入れることが

できない。幼稚園の受入れを広げることや、公立幼稚園の整備も検討されている。こ

ども青少年局には対策を要望しているところ。 

・ 幼稚園、保育所の制度の不統一が根本の原因だと思う。幼保一体化が課題。 

・ 0～3 歳の教育は非常に大事なので、力を入れてほしいと思う。小中学校の学力テ

ストだけを問題にしていてはいけない。 

 

【その他】 

・ 今の子どもたちは、自ら上をめざそうという意欲に欠けていると感じる。 

・ 指示待ちの子が多い。できる子は自ら動く。指示待ちが多いのは親にいつも言わ

れ続けた結果ではないか。だから、先生から何か言われたらそれを「指導」と捉え

る子もいれば「怒られた」と受けとめる子もいるなど全く違ってくる。 

・ 今の小学校の通知表の 2 段階評価の形式では、自分の成績すらいいのか悪いのか

把握できず、親が見てもよくわからない。 

・ 通知表の形式を見直すべき。自分の位置がわからないと自尊心や競争心も生まれ

ない。 

・ 教育に関する方針が一貫していないように思う。一方で学力テストを重視し、一

方で平等性を重視する。子どもたちにはそれぞれ得手不得手があるのだから、得

意な分野で、個性を伸ばすようにするべきだと思う。 

・ 順位を公表して、上位を褒める場面を作ってあげれば、他の子どもにもいい影響

があると思う。 

→今、来年度以降の「教育振興基本計画」が策定されているところ。ご意見は、区長

を通じて教育委員会事務局へ伝達する。 

→自尊心を高めることが大切というご意見があったが、今、区では、「英語スピーチ

コンテスト」や「イングリッシュフェスティバル」など、発表の場を設けることに力

を入れている。子どもたちも積極的に自己表現している場面が多く見受けられ、今後

も継続していきたい。 

・ 自分のいる場（家庭・学校・地域など）に、誇りを持たせることが大切だと思う。 

・ そのために、区長が先頭になって、「住んでみたい
・ ・ ・

まち」ではなく「住んでいい
・ ・

ま

ち」というアピールをしてもらいたい。 

・ 図書室が、試験前になると子どもたちがお互い学びあえるようないい勉強の場に

なっていると感じる。 
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事前にいただいたご意見について（資料６より） 

 

  質問内容 回答 

1   淀川区内に、公園はたくさん

あるが、ボール遊びや走り回れる

ところが少ない。幼少期より、思

いっきり動けない上に、小学校中

学校になると遊べるところが減

り、運動が苦手だ！という子が増

えてきている様に思います。公園

で、運動をせずに小型ゲーム機を

しているのも気になります。 

 委員ご指摘のように、年々、子どもたちの体力低下が言われるなか、

公園利用者の安全確保の目的で公園利用条件が厳しく、子どもたちがの

びのびとボール遊びなどの運動ができる場所少ない状況を区役所とし

ても認識しております。そのような状況を受け、現在、建設局では所管

の公園において、子ども達のボール遊びをできる場所を確保するため、

区役所並びに地域と協議・調整を行い、ボール遊びができる場所を選定

し、近々に試行的に実施する予定です。 

 この他、公園以外の場所において子どもたちが継続的に運動できる場

所の提供と運動を始めるきっかけづくりとなるように、平成 25 年度よ

り、スポーツ出前講座、大なわとび大会、淀川屋内プールの無料開放と

いった複数の事業を行っております。また、平成 27 年度からは、学校

の運動場・体育館を利用した学校体育施設開放事業において、地域の子

どもたちの体力増進に資するメニューもお願いしているところです。 

 

2  小学生補習充実事業の指導員

については、学校で確保するのは

難しいと思う。図書館補助員と同

じようなかたちで募集・配置する

ことはできないか。 

 

 小学生補習充実事業では、実施希望の小学校で指導員の担い手を探し

ていただいています。指導員の担い手を見つけるのに難航している小学

校への支援策として、学校園支援ボランティア募集の中で有償ボランテ

ィアとして担い手を募集しています。また、関西大学などの大学に当該

ボランティア募集の周知にご協力いただいています。 

3  英語講座を各校下、もしくは中

学ブロック単位で出前講座とし

て行えないか。 

 今年度は昨年のご意見を受けて、区内の 3 カ所で開催させていただ

いております。また 9/4 には区役所において小中学生を対象とした英語

のイベントを開催させていただきます。 

 来年度については現在検討中ですが、学校長の意向も踏まえ、今年度

よりもたくさんの児童生徒が参加できるように出前講座なども検討し

てまいります。 
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4  屋内プールの無料開放は、地域

によってはプールからの距離が

遠いことや、同伴の保護者が有料

であることから、利用しにくい方

がいると思う。 

 小学校 4 年生以下の児童には 16 歳以上の同伴者（700 円）が必要で

あり、そのため利用を控える保護者が多い事が判明したことから、今年

度から同伴者の利用料を区役所が半額負担させていただくことといた

しました。 

 来年度については、屋内プールから遠い地域の児童生徒が参加しやす

いように、今年度の結果を分析し検討してまいります。 

5  淀川区では、LGBT の理解、また

子ども達の運動能力向上といった視

点での政策をされている事と存じま

す。 

 一方で、区内の小学校の約半数で

制服を導入していますので、女の子

はスカート、男の子は半ズボンを半

ば強制的に着用する事になっていま

す。 

 そこで、女の子もキュロットなど

の動きやすい服装を認めて欲しいと

思っています。制服がある事で助か

る保護者も多い事と思いますので、

制服反対という事ではありません

が、一様に女の子はスカート、男の

子は半ズボン、というのは時代にそ

ぐわない様に感じます。女の子はス

カートをはいて、おとなしくしてお

けば良いという大人の都合を押し付

けているようにも思います。 

 できましたら、区役所としてもユ

ニセックスな制服を選択肢として導

入する事を促す等して頂ければ、子

ども達にとっても良いのではないか

と思います。もう少し子ども達の動

きに沿ったユニホームと言う考え方

ができないのかなと思う次第です。 

 

 現在、淀川区の１７の小学校のうち８校に標準服（制服）が採用され

ています。 

 委員ご指摘のように、多様性を尊重しあう時代において、男女別の標

準服（制服）が子どもが自分らしくいきいきと学校生活を過ごすために

影響があることも想定しなければなりません。子どもたちが生きていき

やすいように、日々子ども達の声に真摯に向き合い検討を重ねていく必

要があると考えます。 

 貴重なご意見を受け、今後、私どもで担当している、地域の方や保護

者を委員とする「淀川区子ども教育会議」と小中学校長とともに開催す

る「区教育行政連絡会」において、いただいたご意見の情報共有を図っ

てまいります。 



8 

 

6  体力・運動能力を上げるとよく

言われていますが、区で実施され

ている主力は読書、読み聞かせだ

と強く感じます。放課後・休日な

どの運動場を使用しての体力向

上などとの両輪にはできないも

のでしょうか？ 

  淀川区ではご指摘のとおり、読書推進のために、生涯学習推進事業

の一つとして絵本展「ものがたりのちから」や読書ボランティア講座、

またボランティア募集などを行っておりますが、その他にも英語事業と

して小学生対象英語講座や中学生対象英語スピーチコンテストなど、ま

た学習支援として小学生対象補習充実事業や中学生対象ヨドジュクな

どを行っております。 

一方で体力向上については、学校の運動場等を利用した学校体育施設

開放事業等で子どもたちが参加できるような企画を地域でしていただ

いており、また、区役所として、走り方やなわとび、ダンス、バスケ、

サッカー、体力ゲームなどの出前講座や区長杯大なわとび大会を毎年実

施しております。 

 「学力」と「体力」の関連性は研究分野でも示唆されており、淀川区

では双方の重要性を認識し、様々な支援策を実施していきます。 

 地域の皆様におかれましても、学校体育施設開放事業運営委員会やは

ぐくみネット事業運営委員会等を通じ、地域の子どもたちの体力向上に

資するような企画を推し進めていただけると幸いです。 

 

 


