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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 

 

    日 時：平成２８年８月２５日（木） 

        午後６時３０分～８時３０分 

    場 所：淀川区役所５階会議室５０４ 

 

○西政策企画課長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより淀川区区政会議教育・子育て部会

を始めさせていただきます。私は本日の進行役を務めさせていただきます淀川区役所

政策企画課長、西でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず最初にお手元の資料のほう、御確認をお願いいたします。 

 まず次第、１枚めくっていただきまして、配付資料一覧、資料１、部会名簿、あと

資料２、座席表、資料３、Ａ３になってございますけども、平成２７年度淀川区運営

方針の振り返りのダイジェスト版、資料４、平成２７年度淀川区運営方針自己評価の

抜粋、資料５、平成２８年度淀川区運営方針、これも抜粋でございます。資料６、区

政会議委員より事前にいただいた意見について、Ａ３の縦長のものでございます。そ

の後チラシが幾つかついておるかと思いますけども、教育講演会の開催。ヨドネルの

ラインの新聞記事。イングリッシュフェスティバル。それと訪問型病児保育。以上が

チラシの関係でございます。あと、「まちセン通信」。区の広報誌の「よどマガ！」

の８月号、「ＹＯＤＯ―ＲＥＰＯ」の３２号。以上でございますが、不足等ございま

せんでしょうか。ありましたら挙手いただきましたら事務局のほうからお持ちさせて

いただきますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。着座にて失礼させていただきます。 

 それでは、本日の出席委員のほう紹介させていただきます。あいうえお順で紹介さ
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せていただきます。 

 越知委員でございます。 

○越智委員 

 よろしくお願いします。 

○西政策企画課長 

 嘉悦委員でございます。 

○嘉悦委員 

 こんにちは。 

○西政策企画課長 

 辻川委員でございます。 

 丸山委員でございます。 

 福島委員はちょっと到着がおくれておられるようでございます。あと今田委員と高

石委員は本日欠席と伺っております。 

 よろしくお願いします。 

 ただいま、この区政会議教育・子育て部会委員７名中４名の方々御出席でございま

す。定員の２分の１以上の委員出席しておられますので、会議は有効に開催されてい

ることを御報告申し上げます。 

 続きまして、区役所の職員についての紹介は省略させていただきますが、お手元に

座席表及び席札置いておりますので、そちらのほうで御確認いただきますようお願い

いたします。 

 それでは、次第に沿いまして議題に移らせていただきます。 

 本日の会議では、主に平成２７年度の淀川区の運営方針の振り返りを行う中で見出

された課題に関しまして、改善策や今後の方向性について皆様から御意見を頂戴いた

したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。また、会議の時間は２時

間を見込んでおります。午後８時３０分には終わってまいりたいと考えておりますの
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で、何とぞ御協力いただけますよう合わせてお願い申し上げます。  

 それでは議題のほうに入ってまいりますが、議題の２番目、議長・副議長の選任と

いうことでございます。今回は昨年１０月、委員改選後初めての部会となりますので、

本日、議長と副議長の選任をしていただくことになっております。区政会議の運営の

基本となる事項に関する条例第７条並びに淀川区区政会議運営要綱第６条におきまし

て、区政会議の部会には議長と副議長を置くこととなっておりまして、その選出方法

は委員の互選によるものとなっております。まずは、議長につきましてどなたか自

薦・他薦を含めてで結構でございますけれども、なっていただく方おられませんでし

ょうか。 

○越知委員 

 いいですか。前回辻川さんがやっていただいた流れの中で辻川さんにお願いしたい

と思うんですけど、皆さんいかがですか。 

○辻川委員 

 やっぱりね、子どものことですのでね。当事者の方もいらっしゃいますし、私たち、

越知さんも同じような年代なので、新しい、次に繋げるという意味では、若い方でお

願いできたらなというふうに思っています。 

○越知委員 

 それでもいいですけどね。丸山さんお願いします。そら、辻川さんが言われるよう

にね、若い方がいろいろとやってくれたおかげと思いますよ。もう還暦過ぎた者がや

るようなこと違うから。 

○辻川委員 

 任期２年ということになりますので、そういう意味でも次につなげるということは

とても大事やなと思ってます。 

○越知委員 

 これそやけど、丸山さんは２期目やったな。福島さんは。 
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○西政策企画課長 

 済みません。今、福島委員が到着されました。これで５名の方が出席いただくこと

になります。 

○越知委員 

 辻川さんの意見を採用したら、僕らもう任期で来年の９月までやから２年間お休み

せんとあかん。やりたい言うても。それやったら福島さんにお願いしたい。  

○辻川委員 

 議長・副議長を決めてるんですけど、今、越知委員のほうから、私のほうで言われ

たんですけど、でも私自身任期２年になりますし、それと合わせてやっぱり若い方の

中心になりながら、次のことを決めていくというのはとても大事やし、それで私たち

がいてる間に新しい人にバトンタッチして、また次にバトンタッチしていくというの

がいいかなということで、そうなったところで福島さんよねということになりました。 

○越知委員 

 もう皆、あれやろ。もう今、嘉悦さんも２期目やろ。 

○嘉悦委員 

 ２期目です。 

○越知委員 

 ね。やっぱり1期目の福島さんにお願いしたらどうですか。お願いします。 

（賛成の声あり） 

○西政策企画課長 

 ただいま、議長に福島委員を推す声がありました。福島委員には、お越しいただい

て早々恐縮なんですが、皆様方、福島委員。よろしゅうございますか。 

○福島委員 

 はい。 

○西政策企画課長 
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 そうしたら、福島委員、この教育・子育て部会、議長就任をお願いいたします。よ

ろしく。着かれて早々で恐縮でございますが、議長席のほうにお願いいたします。  

 続きまして、副議長についても互選でお選びいただきたいのですが。 

○越知委員 

 それやったらもう丸山さんやられたらどうですか。補佐という形で。若い人で。１

期やられてね。前、丸山さん、副議長ではなかった。誰が副議長しとったんや。 

○辻川委員 

 横山さん。 

○丸山委員 

 わかりました。 

○越知委員 

 ほな丸山さん、今日おらん人を指名してもしょうがないから、あと今田さんにして

も高石さんにしてももう結構年やわな。わしも人のことは言えんけど。ほな丸山さん

がいい。子どものことがあるから、どうぞ。 

○西政策企画課長 

 丸山委員を副議長に推すお声がありましたが、皆さんよろしゅうございますでしょ

うか。 

 丸山委員済みません。副議長への就任よろしくお願いいたします。ちょっと席、済

みません。お手数ですが席の移動のほうお願いいたします。 

 就任に当たりまして、議長・副議長、簡単に一言ずつ御挨拶いただければありがた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○福島議長 

 おくれてきて済みません。今、議長に任命されました福島です。よろしくお願いい

たします。わからないこともあり、区政会議自体も今年初めてのことなので、ちょっ

と戸惑いもあるというのかわからないことだらけで、皆さんちょっとお力をお借りし
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ながら議長を務めていけたらなと思いますのでよろしくお願いします。 

○丸山副議長 

 ただいま、副議長に御指名いただきました丸山と申します。何も経験がなくて全く

何ができるかわからないですけども、できる限りで努力していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 ありがとうございます。福島・丸山委員もこの部会の議長・副議長に御就任いただ

きありがとうございます。それでは、これからの進行につきましては議長のほうへお

願いいたしたいと思いますので、福島議長よろしくお願いいたします。 

○福島議長 

 では次の議題、「教育・子育てに関する課題について」でございます。先ほど事務

局から説明がありましたように、この会議では平成２７年度淀川区運営方針の振り返

りを行う中で、見いだされた課題に対し改善策や今後の方向性について委員の皆様か

ら御意見をいただくことが大きなテーマとなっております。まず、事務局より、教

育・子育てに関する課題について説明をお願いいたします。 

○西政策企画課長 

 それでは改めまして政策企画課長の西でございます。私のほうより資料３、平成２

７年度淀川区運営方針振り返り（ダイジェスト版）、これに基づきましてこの部会の

内容について簡単に説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 この資料につきましては、前回の区政会議の全体会でも一度御説明申し上げとるも

のでございますけども、本日、この教育・子育て部会に関連する部分につきまして、

改めて説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 本日、御議論いただきたいと考えておりますのは、その資料の表面、向かって右側、

経営課題２、子育て世帯が住み続けたいと思うまちという部分についてでございます。
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よろしくお願いします。それでは説明させていただきます。 

 そこに掲げておるもののうち、学校教育支援につきましては全国学力・学習状況調

査の結果を公開する区内の学校のうち、平均正答率が全国平均以上となったのが７校。

また同じく全国体力運動能力・運動習慣等調査の結果を公開する区内の学校のうち、

全国平均の合計点以上となったのが６校。またこの調査で運動が好きと答えた児童・

生徒の割合が全国平均以上となったのが２校。朝食を毎朝食べる中学生の割合が７７．

７％というふうになっております。これらの数字、いずれも運営方針の目標を下回っ

たものになっております。ただ、そこに課題等というふうに書いておるとおりでござ

いますけども、これは学力テスト・体力調査などの結果につきましては、今申し上げ

ましたように目標には届いてはおりませんけども、複数の取り組みを学校や地域・家

庭で実施してしていただいておりまして、その結果につきましては長期的にあらわれ

てくるのではないかというふうに我々考えておるところでございます。 

 次の子育て支援につきましては、訪問型病児保育事業で子育てしやすくなったと答

えた割合が６３．５％。発達障がい児の支援事業を利用して育児負担が軽くなったと

回答した割合が８９％と、いずれも平成２６年度より伸びておりまして順調に推移し

ているおるものというふうに考えておるところでございます。訪問型病児保育事業は

年間登録者数が目標には届きませんでしたが、保護者のニーズはあるものと考えられ

ますことから、教育量を拡大させる必要があるというふうに考えておるところです。

また、発達障がいなどで相談必要とされてる保護者や子育てに負担感を抱いてる方が

困ったときに相談を受けてもらえるように確実に周知することも必要であるかという

ふうに考えております。 

 今、申し上げたこのダイジェスト版の詳細はお手元にありますこの運営方針、資料

４以下に細かいことは書いておりますけど、それぞれごらんのとおり非常に細かい資

料になっておりますので、運営方針の振り返りの説明につきましてはこのダイジェス

ト版の今の説明を持ちまして説明というふうにさせていただきたいと考えております。
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一つ、よろしくお願いいたします。 

○福島議長 

 ありがとうございます。続いて、議題に関して事前に寄せられた御意見・御質問に

ついて担当課より説明をお願いいたします。 

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援担当課長の榊原です。いつもお世話になってます。ありがとうございます。

この区政会議の教育・子育て部会開催に当たりまして、事前に御意見をお願いしたと

ころ、６項目ほど質問をいただいております。１項目ずつ御説明をさせていただきた

いと思います。 

 まず１項目目ですけども、子どもたちが思いっきり遊べるところについてというこ

とで御質問いただいております。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学生がふえてきてるように思います。

公園で運動せずに小型ゲーム機をしているのも気になります。回答としましては、御

意見・御指摘のように年々子どもたちの体力低下が言われる中、公園利用者の安全確

保の目的で公園利用条件が厳しく、子どもたちが伸び伸びとボール遊びなどの運動が

できる場所が少ない状況を、区役所として認識しているところでございます。このよ

うな状況におきまして現在、建設局では所管の公園において、子どもたちのボール遊

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・調整を行いまして、ボー

ル遊びができる場所を選定しまして近々に試行で実施する予定でございます。このほ

か、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・大縄跳び大会・

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きまして、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ございます。  
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 ２つ目のところで、小学生補修充実事業について書いております。小学生補修充実

事業の指導員につきまして学校で確保するのはなかなか難しいと思うということで、

補助員と同じような形で募集・配置することはできないかということで御質問いただ

いてます。小学生補修充実事業では、実施希望の小学校で指導員の担い手を探してい

ただいております。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

ているところでございます。また最近なんですけども、関西大学などの大学に当該ボ

ランティアの募集の周知に職員が出向きまして御協力いただいてるとこです。今、大

学では何かボランティアをすることによって単位がつくということもありますので、

お互いにメリットがあるということでお願いしているところでございます。 

 あと英語交流事業についてです。英語講座を各校かもしくは中学校区ブロック単位

で出前講座として行えないかという御質問をいただいております。今年度は昨年の意

見を受けて、区内３カ所で開催させていただいております。また、９月４日には区役

所において小中学生を対象とした英語イベントを開催させていただきます。来年度に

ついては検討中ですが、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も検討してまいりたいと思います。ちょっとずつ拡充し

ていってるんですけども、ニーズが、幸いなことに、いただいてますので、いろいろ

広げてまいりたいというふうに思っております。 

 ４項目目ですけども、区内プールの無料開放についてということで、区内プールの

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、ということで御質問いただいております。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ことが判明しましたことから、今年度からは同伴者の利用料を

区役所が半額負担させていただくこととしました。来年度につきましては、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て検討して
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まいりますということで、やはり小さいお子様につきましては、お子さん同士で来る

というのがいろいろ危険性がありますので、その点は配慮して同伴者の半額負担とい

うことを始めております。結果がどんなふうに出るか、今ちょっと分析中ですので、

またその分析に基づいて来年度以降も考えてまいりたいと思います。 

 続きまして、小学校の標準服・制服についてでございます。淀川区ではＬＧＢＴの

理解、また子どもたちの運動能力向上といった視点の政策をされていることと存じま

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ことになっています。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ほしいと思っています。制服があることで助か

る保護者も多いことと思いますので、制服反対ということではありませんが、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ように感じます。

女の子はスカートをはいておとなしくしておけばよいという大人の都合を押しつけて

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

として導入することを促すとしていただければ子どもたちにとってもよいのではない

かと思います。もう少し子どもたちの動きに沿ったユニフォームという考え方ができ

ないかなと思う次第ですということで御質問をいただきました。現在、淀川区の１７

の小学校のうち８校に標準服・制服が採用されてるところです。委員御指摘のように

多様性を尊重し合う時代において、男女別の標準服・制服が子どもが自分らしく生き

生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らないところです。

子どもたちが生きていきやすいように日々子どもたち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。貴重な御意見を受け、今後私どもで担当してます地

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の校長先生とともに開

催しております区教育行政連絡会におきましていただいた意見の情報共有を図ってま

いりまして、どういう形にしていけば一番いいのかというのを考えてまいりたいと思

います。 
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 続きまして最後ですけども、学力・学習能力及び体力向上についてでございます。

体力・運動能力を上げるとよく言われていますが、国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いうことです。淀川区では御指摘のとおり読書

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、そのほかにも英

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学習支援

として小学生対象の補修充実事業、中学生対象ヨドジュクなどいろいろやっていると

ころでございます。一方で、体力向上につきましては学校の運動場を利用した学校体

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ると

ころでございます。また、区役所として走り方や縄跳び・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縄跳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さ

まざまな支援策を実施していきたいと思っております。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など等を通じ、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と感じ

ております。いただいた御意見についての回答としましては、以上を用意させていた

だいているところでございます。よろしくお願いします。 

○福島議長 

 ありがとうございます。続いて、各課において現在進めている取り組みについて御

紹介いただきたいと思います。 

○榊原教育支援担当課長 

 引き続きまして、教育支援担当課長榊原です。お手元のほうに「そのスマホ、依存

じゃない？！」ということで、淀川区の教育講演会開催のチラシをお配りしておりま

す。９月１２日月曜日、１９時から２１時の予定で区民センターで開催する予定とし
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ております。今、昨今お子様方でスマホ・ゲーム等をいろいろさわることで知らない

人とつながったりとか、その結果悲しい事件に巻き込まれたりとかいうこともありま

すし、それを夜中使用することによって睡眠不足になったり、その結果次の日学校に

行けないようになったりとか、いろいろトラブルのもととなっています。そういう形

の部分について情報セキュリティサポーターということでされてます篠原先生のほう

に御講演をいただきたいというふうに企画しております。今、特にスマホ・ネットに

潜む危険というのが取りざたされておりますし、新聞でもにぎわしているところです

ので、ぜひとも御参加のほうをお声かけしていただきたいなというふうに思っており

ます。 

 それとこの分については、いわゆる昨年度から取り組んでおりますヨドネルという

ものの一環としてやっているところでございまして、このチラシのちょうど上のほう

にもイラストが入ってまして、ヨドネルオリジナルキャラクター「がんこおやじ夢さ

ん」、これが実は淀川区の教育支援担当の係長が自分で考えてつくったものですけど

も、このがんこおやじ夢さんがスマホの中でラインの中で画像配信するということを

取り組みをしています。それにつきましては次のペーパーで新聞の切り抜きがあると

思うんですけども、夏休み夜更かししたらあかんという分ですけども、夏休み中です

けども、平日９時に皆さんを寝てもらおうということで画像配信をしております。私

のところにも入れてるんですけども。こういう形で９時になったら、そろそろ寝てく

れんかとか、夜更かしの子はいねえか、とかいうような形でおもしろい画像とともに

睡眠を促すというような取り組みをスマホの中のラインを通じて取り組んでいます。

いろいろマスコミにもたくさん取り上げられてちょっと知る人ぞ知るという形になっ

ております。今現在で言いますと登録者数は３，２４８人の方に登録していただいて

るところです。とりあえず夏休み中の平日にこういう発信をしていってできるだけ早

く寝てもらおうという取り組みを進めているところです。 

 それともう一つ、これも色刷りのパンフレットですけども、淀川区イングリッシュ
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フェスティバルということで、先ほどの質問の中の回答でも３項目目の中で回答で出

させてもらったんですけども、９月４日、これは淀川区役所の会議室のほうでイング

リッシュフェスティバルということで９月４日の日曜日、１２時から１６時まで開催

したいと思います。これにつきましては、その日全て英語で過ごそうということで英

語でいろんな楽しいプログラムを考えております。問えばイングリッシュカフェとい

うことでドリンクを飲みながら楽しくおしゃべりをしたり、エングリッシュゲームと

いうことで英語のいろんなゲームをしてもらったりとか、ステージで小学生の暗証大

会をしてもらったりとかいうこと、いろいろ楽しい取り組みを英語でやっていこうと

いうことで、これにつきましては初めての、今年度初めての取り組みになってますの

で、頑張っていきたいと思いますので皆様の、委員の皆様につきましても周りの方に

御周知いただくと大変幸いに感じております。 

 教育支援で今のところ重点的に取り組んでいる内容につきましては以上でございま

す。 

○福島議長 

 ありがとうございます。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 改めまして私、保健・子育て支援担当課長をしております川谷と申します。よろし

くお願いします。私のほうから子育て支援に関する取り組みの御紹介をさせていただ

きます。まずお手元にお配りしております病児保育のチラシをごらんください。これ

はもう協力して今年度もやっている取り組みでして、うたい文句がですね、上のほう

にも書いてますように１００％保証というところがこれアピールポイントでして、当

日の朝まで登録会員の方は連絡をいただきましたらスタッフが病児保育、御自宅のほ

うに駆けつけて保育をしますよという事業の取り組みです。これは委託事業なんです

けども、実はプロポーザル、公募で２８年度の業者を募集したときに、去年まではノ

ーベルさんという先駆的な業者のほうでしていただいてて良好に運営していただいた
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んですけども、今回業者が変わりまして、チラシのほう表面の下のほうに書いてます

けど、社会福祉法人の江育会さんというところが受託をしていただいてます。ここの

業者がアピールをされた内容というのがですね、スタッフが看護師さん。看護師さん

と保育士さんでこういう対応に慣れた、プロのスタッフで対応しますというところが

ありました。あと、内容につきましても接戦やったようですけども、こちらの業者の

提案がよかったとかいうところで受託されたという経過があります。私もこの４月に

着任しましたので、着任したときにはもうこの業者さんに決まったという状態でして、

実は前年度までのノーベルさんが良好にされてたので、この選定結果をもって榊区長

であるとか、前任の嶌岡課長とか、業者変わっちゃうなと。次もところもちゃんとや

ってくれるかなというかなり心配はあったようです。その上で、まずは安全に運営を

してもらいたいと。やみくもに利用者の件数をふやすとか、そういうところではなく

てですね、榊区長もまずはすごく安心感を持って任せられる事業であるという安全な

運営をめざすようにちゃんと業者のほうにいろいろチェックを入れてもらえという指

示がありまして。この間担当者といろいろこの業者のほうとも、情報の守秘とかどう

いうふうにされてますかというところを確認をしながら進めているところです。今、

当初の見込みよりはかなり件数がふえてきておりまして、今の勢いでいきますと前年

度の実績を上回りそうな登録であるとか利用が見込めるというところに今、推移して

ます。 

 ただつい先日も事業所を訪問しまして、向こうの担当の方と意見交換をしたんです

けど、実はすごく良好にいってる上での悩みで、スタッフを充実してそろえてるんで

すけども、かなり申し込みが多いので、もし先ですけどインフルエンザとか、すごく

感染というか流行するような病気がふえて、子どもが病気だから対応してほしいとい

う要望がすごくふえたときにちゃんと対応できるかなというちょっと新たな悩みと言

いますか、いうところも出てきてますので、そこはこちらも１００％というところが

やっぱり売りですので、ここにこだわってサービスの質が落ちてしまうと台なしなん
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ですけども、しっかりスタッフをそろえて対応していってくださいというところは要

望しているところです。まずは１点目の御報告がこの病児保育の現状です。  

 あとはもう資料は御用意してないんですけども、ちょっと口頭でちょっとうちに関

係する取り組みの報告を２件ほどですけど。まず１点が子どもの貧困対策。この間大

阪市として取り組んでおりまして、大阪市長、吉村市長を本部長としまして市でそう

いう組織を立ち上げまして、各区で取り組んでいるところでございます。これは夏休

み前にまず当事者、小学校５年生と中学校２年生と、あと５歳児の子どもたちと、そ

れから５歳児については、子どもはアンケートを書きませんので保護者の方に対して

アンケートを行いました。これについては今、回収を終えて専門機関で分析調査を行

っているところという状態です。また来月９月には速報値、アンケートの結果が、ど

ういうふうな傾向が出てますという、速報値が出るように聞いております。１０月以

降いろんな事例を見ながら、今後どういうふうな取り組み施策を大阪市として取り組

んでいければいいかというところをまた見立てていくという動きになっております。  

 合わせてですね、ちょっと回収率が心配かないうところで、これも榊区長も号令を

かけまして、いろんな各所でアンケートの回収御協力を声かけしてもらいたいという

ところも、実はこの間お願いしておりますので、地活協であるとか、連合町会長会議

であるとか、いろいろ皆様方にも御協力をお願いしてきたところです。本当に改めま

して御協力ありがとうございます。それで回収率がかなり上がってるかと思うんです

けども、なかなかちょっと全部というわけにいきませんので、そのアンケート調査を

補完する意味合いで関係機関調査もしようというとこの各区の今、取り組みを行って

います。淀川区におきましては、つい先日区としての取り組みのプロジェクトチーム

と言いますか会議立ち上げまして、まず職員、子どもたちにかかわるような職員にア

ンケートを行い、いろんな子どもたちのことをキャッチする機会がありますので、ど

ういうふうなキャッチの機会あって、どういうふうな問題が見えてきてるのかないう

アンケートを行いたいと思ってますのと、あとは前段の全体調査は当事者ですけれど
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も、今度は担任の先生と、あと５歳児でしたら保育士の方・幼児教育の方にもちょっ

と同じようなアンケートを今、お願いをして回収を終えてるような状況です。これに

ついてもまだちょっと回収結果までの分析に至ってませんので、今後検証を行いなが

ら今後取り組むべき施策を考えていくという状態になっていますので、ちょっと今は

現状の報告いうことで御承知おきください。 

 あともう１点が保育で言いますと待機児童問題。これもう今、ここのところいろい

ろ国のほうも動き出してニュースをにぎわしてるとことですけども、大阪市におきま

しても、これまた大阪市長がプロジェクトチームというのを先日立ち上げまして、１

回目の会議を行っています。待機保留児童の多い区、６区の区長も入ってというとこ

ろで淀川区もここに入っておりまして、榊区長もそのメンバーに入っております。前

回の区政会議でこの問題、現状の報告のときに御意見をいただいた中で、越知委員か

らもいろんな御意見・アイデアいただいてます。例えば学校の空き教室の活用である

とかいろんな人材の活用、こんなんもいろいろやっぱり考えないかんなという御意見

いただいてました。 

 実はですね、そういうふうな考え方が国のほうでも、各市町村・自治体に通達と言

いますか、いろんな手だて・方策を考えていくべきだという通達出して、３月にして

いました。大阪市のほうでもいろんなアイデアを出し合って取り組んでいこうじゃな

いかという動きやっとなってきまして、やっとというところですけど、今申しました

先日のプロジェクト会議でも、まずは各区から現状の問題点とどんなアイデアがあり

ますかというアイデア出しを実はしています。そのアイデアが出た項目についてこれ

からの対策を検討していくという状態になっていますので、先日いただきました越知

委員からの御意見がどこまでちょっと各市町村レベルで実現できているかというとこ

ろはありますけども、いろんな方策考えてちょっとでも待機児童の解消に向けて進ん

でいくと、進めていくという状態になっております。私どもも、こども青少年局であ

るとか、あともちろん区長からもですけども、担当としていろんなアイデア出しとか
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いろんな資料づくりというところに指示も受けておりますので、またこれから取り組

んでいきたいと思います。またいろんな具体策が出てきましたら、今後の会議とかで

も御報告させていただくようになるかと思いますので、よろしくお願いします。私か

らは以上です。 

○福島議長 

 ありがとうございます。では、質疑・応答及び意見交換に移らせていただきます。

まずは、教育支援について御意見・御質問いただきたいと思います。ただいま説明が

ありました課題に対する意見や質問への回答に対する御意見、それ以外でも構いませ

ん。お願いします。 

○越知委員 

 ちょっと一つ構いません。さっき貧困どうのこうのと言ってましたわな。あれいろ

いろ区役所の職員もスタッフもいろいろアンケート。これ、思うんやけど、民生委員

とか児童委員は動いてない。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 この前の前段の悉皆調査という全体のときは会議でもその辺の協力要請をお願いさ

せていただいて、声かけとかいうところはもうお願いしているところです。  

○越知委員 

 そのために児童委員とか民生委員いるんと違うの。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 地域における声かけであるとかいうところはお願いさせていただいてます。  

○越知委員 

 せやけど、うちの地域なんかで動いとんのかなと思うとこあるけど。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 その会議にも出席させていただいて、議題も多かったんですけれども、ちょっとこ

れにつきましても説明資料も配付させていただいたり、協力依頼もさせていただきま
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した。これもちょっと市のほうの動きも悪かったもので、市団体から各区の民児協へ

おりてくるのがもうぎりぎりでして、７月の会議に間に合わないなというとこで、う

ちもう先んじてもう先に市のほうを待ってられないということで会議に出席させてい

ただいてお願いしたという経過もあります。そこは民生委員・児童委員の方にも協力

のほうは、御尽力いただいたという経過です。 

○越知委員 

 もうそれこそこんなこと言うたら民生委員さん、失礼やけど、真剣に動いとるのか

なと思っとった。 

○辻川委員 

 済みません。私自身も民生委員です。今、貧困世帯というの、すごくテーマにもな

っておりますので。全体にやはりそういう環境にある子どもが多くて、だから授業に

行き着くまでの準備が、十分に整ってないという子どもさんが多く見られるというと

ころにあります。今当事者のという話をしてましたけども、ＰＴＡさんを通して保護

者の方に、それは基本的なことですよという意識向上を、もう少し施策の中に入れな

いとなかなか裾野を上げるというのは難しいん違うかなというふうに思います。これ

は、学校だけではできませんし、また地域だけでもできませんし、民生委員だけでも

できませんので、そういう意味ではやはり行政であったり、保護者であったり、学校、

民生委員ていう力を、お互い出し合わなあかんのかなというふうに思ってます。  

○越知委員 

 今ね、辻川委員が言われたように、例えばね、家庭も大事なんですわな。三位一体

のあれをせんとあかんのに、だからね、これはちょっと教育の問題とは違うんやけど、

例えば社会を明るく社明運動いうてあるでしょ。あれこの間加島でもやりましたけど、

毎年ね、非行の問題とかなんとかあるけど、本来やったらやっぱりその中学生とか、

小学生・高校生の親が来て聞いてもらいたいんやけど、ほとんどもうね、おじいちゃ

ん・おばあちゃんクラスですわ。だからそれ自身がやっぱり別に平日やっとるわけで
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もない。加島やったら日曜日やってますわ。こうやってやりますよいうとるけど、も

う毎年ですわ。わしらだけが聞いとってええんかというような感じなんですね。それ

が今、辻川委員が言われたようにいわゆる保護者の方ね、がやっぱり参加してもらわ

んかったらなかなか改革言うたら大げさですけど、それができにくいんと違うかなと

思うんです。 

○辻川委員 

 その意味では事業を終えましたよという、経過の過程だけじゃなくて、やはりそれ

までのプロセスを、大事にしながら発信しないと。事業できました、しましたの結果

報告は別に必要ないと思ってますんです。家庭の教育力を上げようと思ったら、それ

をきちっと、メンテしていかないとあかんのかなというふうに思う。今は事業の報告、

しましたよという報告が先になるからおばあちゃん・おじいちゃん、私たちもそうな

んですけども、行って守りましょうよで終わってしまう。それじゃいかんのでね、そ

こを改革にしないといかんのかなという。 

○越知委員 

 それはね、これは例なんや、うちの加島地域の社明運動を例に挙げたら、確かに美

津島中学校の生徒が吹奏楽か何かが来て小学校、加島小学校のあれでやったんです。

その吹奏楽の演奏しよるときはその吹奏楽の部員の親が来てね、一生懸命ビデオとか

なんとか撮ってますわ。それが終わって次の本題の問題で、警察や、いろいろ保護司

の方なんかも来て話しているときになったらもう皆帰ってます。だからそこら辺もね、

要はもう極端なこと言うたら保護者の自己改革。もう今の親自身が結局どう言うたら

ええのかな。自分らもそういうのの中で団塊の世代以下やから甘やかされた中で育っ

とる。何をしたらアウトなんかとかなんとか言うのがわかってないんです。そういっ

たことを変えていかんかったら。だから話が前後しますけど、要は体力向上なんかで

もね、僕らの時代やったらやっぱり運動場をはだしで走ったり移動したり、今、そん

なことさせませんけどね。だからそこら辺も変えていかんかったら、その本当に教育
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言うたらおかしいですけどね、全体の教育。でもやっぱり親が言わんかったらあきま

せんわな現実。何かもう学校任せみたいな形になっとるでしょ。 

○嘉悦委員 

 学力の件ですけどね、大阪がすごく、すごくと言うか大幅に全国レベルよりも低い

ということですけれども、何でそんなに大阪のレベルは全国平均よりも低いかという

ことの理由というか原因とか、そういうのは分析とかそういうのはされとるのですか。

何が一番大阪はほかの県に比べてね、違ってるのかというところの。 

○榊原教育支援担当課長 

 直接的なことではないんですけども、例えば学力と生活習慣というのは相関関係が

ありまして、成績がいい東北の秋田とかそういうところはちゃんと睡眠がとれて決ま

った時間に起きれているお子さんたちが多くて、それで比較的学力もいいという。大

阪とかそういう都市部にいきますとどうしても朝起きる時間がばらばらだとか、ちゃ

んと睡眠が取れてないとかいうところがどうしても傾向的に学力も低くなってきて、

一つはその比較で言うとやはりそういう生活習慣がきっちりできてないということが

大阪の学力の低さにつながっているのではないかというような、ちょっとそこがピタ

っと何で大阪が低いということに対しての答えというのはなかなか難しいんですけど、

そういうデータを比較するとやっぱりそういうところに一つの原因があるのではない

か。だから、秋田なんか、行ったことないんですけども、恐らく夜出歩いても行くと

ころがないし、大阪で言うとあちこち、まだ明るいですので行くとこもあったりとか

して、やっぱりそういう環境もあるのかな。 

○嘉悦議長 

 必ずしも理由というか原因というのは一つだけには限らないから。 

○榊原教育支援担当課長 

 そう。おっしゃるとおりですね。はい。 

○嘉悦委員 
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 基本的に関連しているのはよくわかるんですけどね。最近ちょっと感じるのは、え

らい総論的な話ばっかりで各論的な話と違うんですけど、大阪一生懸命これで努力さ

れてるような気がするんですけどね。だからハード的な面を幾らやってもね、秋田と

か今の話、長野とか言うのはハード的な面は大阪に比べたら相当何て言うのか、低く

ても、学力は高いということだから、余りハード面でね、一生懸命金つぎ込んで学校

の中にパソコン導入したり、いろんな電子黒板とかタブレットとかいっぱいいっぱい

次から次と予算立ててやってる。幾ら金つぎ込んでも僕は果たしていわゆる長野とか

新潟みたいな形になるのかなという。もっと僕はソフト面でもっと、何て言うのかな、

力を入れる。そのソフト面というのはさっきも話が出てましたけど、家庭教育とかあ

るいはその地域のいろんなバックアップというのが関連するのかなと思いますよね。

だから、それが一つですね。 

 それともう一つは、僕はこの前のオリンピックでも、飛躍しますけどね、指導者の

力によってあのメダルは取れた。あの力というのは大きいような気がするんですけど

ね。やっぱりあの指導者、ということは先生とか、親になるんですけども、そこら辺

によって変わっていく。すごく左右されるような気がするんで。お金、せっかく予算

つぎ込むんやったら、そういった面でのお金の使い方を。 

 教育環境を整えるというのですかね。あれは大事なことではあるけども、必ずしも

教育環境整えたら学力が上がるとは限らんと僕は思うんです。今のあれ見てたら、各

部屋の冷房・暖房きれいにして、今もうちの小学校も冷房工事を全館やってますけど、

エレベーターをつけるとかいろいろな整備をされていってるんやけどもね。果たして、

それだけで満足しとったら、絶対に学力が上がらんと思うのでもっと大事なこともあ

るような気がするんですけどね。 

○榊原教育支援担当課長 

 御指摘いただいたようなソフト部分ですね。家庭教育とか指導者の資質向上。大阪

市でも弁天町にあります教育センターという、学校の先生たちが勉強する研修所があ
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るんですけども、そこでもいろいろ取り組みをされてたり、後で電子上で皆さんが事

例を共有して、こういう教え方をしたら生徒たちの理解力が深まるよ、というのを共

有されて一生懸命指導力を上げるような取り組みを、始められてるというところがあ

りますので、やはりその先生方の教育というのも、これからジワジワと効果が出てく

るのかな。逆に言うと、今まではそういう取り組みが余りされてなかったので、委員

御指摘のように指導力的にはちょっとアンバランスが出てた。それと今、採用形態で

言うと、学校のほうで聞きますと、このベテランの教員の方と、今入ってきてる方と

二極化してて、中堅層というのが採用的にちょっと抜けてまして、いかにこのベテラ

ン層の指導力というのが、この今入ってきていただいてる先生方に伝授していくかと

いうのが、それがすごい課題になってるみたいなので、今までならばオンザジョブト

レーニング、職場で教えていくようなことができてんたんですけども、やっぱりベテ

ランさんと若い人というとやっぱりなかなかコミュニケーション難しいので、そのベ

テランさんのこのノウハウをそういう教育センターのほうで集約して、それをフィー

ドバックするというような取り組みも今、始まってるように聞いてますので、ちょっ

と今、せっかくの御意見もいただいてますので、委員からもこういう意見があるとい

うようなことも教育委員会のほうにも、機会があると思いますので、伝えていきたい

と思います。 

○嘉悦委員 

 個人的な感想ですけど、今の大阪の学力のあれは問題はその指導者の、いろいろあ

るけど一番大きいのはそれかなと思います。つまり指導者の、意欲というのか情熱。

教育に対する情熱とか意欲とか熱意とか、プラス技術ですよね。これがね、果たして

どこまで、ほかの府県に比べてどうなのかということ、ちょっと関心・興味がありま

すね。そこら辺でちょっと他の県に。何か生徒のせいにするのもいいけど、先生も違

うかな。そういうような知識はあってもね、その熱意とか情熱で負けてないかなとい

う。 
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○越知委員 

 今ね、言われるようにね、最近のどうかわからんけど、もう教師がね、サラリーマ

ン化してるんです。昔の熱血教師なんか今おらんのですよ。例えば僕らの小さいころ

やったら、中学校なら、独身の先生が田舎の中学校へ赴任してきた。ほなら、ちょっ

と学力が悪い者は、ちょっと俺の下宿へ来いや言うて教えてました。僕もわかっとる

んやけど、それで言うたら、今、そんなことし出したらえこひいきやとかどうのこう

の話が出てくるでしょ。それをやっぱり教師も、熱血持っとるやつもしにくいと思う

んですよね。 

○福島議長 

 私もいろんな子育てしてきて思うのが、私たちのときに比べて今の子どもたちはす

ごく指示待ち人間なんですね。真面目で、できるんですけど、指示されないと勉強も

スポーツも意欲を持ってできなくて、本当にできる子という、上位の子というのはね、

自らやっぱりしてる子なんですね。中学校で成績いい子。小学校でも上位にのる子と

いうのは自分で進んでやる子が多くて、真ん中から下という子は親が言うたり先生が

言うたらできるんですけど、なかなか自分から進んではできなくて、それはでも何で

かと言うたらやっぱりずっと言われ続けてるから、親に。こうしなさいああしなさい

ということを言われ続けてるから、それを言われなきゃできないのかなという部分も

あるんですね。例えば今、中学校でも先生が熱血でがーっと怒ったときにね、怒られ

たと思うのか指導されたと思うのかの違いで、ばーって言われたときにね、もうね、

受けれない、自分で、全てのことをね。怒られたイコールもう逃げるということしか

できなくて、それを自分のために言うてくれたんやとかいう受け方をしないので、先

生に怒られたから学校行かないとか、それが原因でもう登校拒否になるとかという子

もふえてて、親に聞くともうそんなんやったら行かなくてもいいみたいなことを親も

言ってしまうというところもあって、そこがやっぱり間違ってるのかなと思うし、そ

の学校でいろんなトラブルに関しても自分の我が子が言うてきたことをそのまま受け
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とめる親もいて、やっぱり子どもたちはその中でやっぱりそうしながらも今度社会に

出たら、その厳しい社会に出ていかなあかんので、結局今、仕事続かない若い人たち

もそうだと思うんですけど、そこで鍛えられてないから来たときに受けれないという

かね、自分がそれをどう返していいかもわからへんというような子がふえてるのかな

と思うんですね。だから、学力に関しても、あの子より上いこうとか、自分が何点絶

対取るねんという意欲も余り感じないし、テストを見て結果が悪くても、あ、悪かっ

たな、という程度で終わってるというのが現状かなと思う。大阪の子、特にね。  

 私見てて思うのは、小学校・中学校そうなのに、今度そこから上に行く高校に上が

るとか大学に進学というのは多分大阪、すごく高いと思うんですね。だから勉強した

くないとか嫌いとかじゃないんですけど、多分仕方がわからないのかなというのをす

ごく感じてて、小学校のときに、多分そう、何て言うのかな。雰囲気で勉強するとか

ね、自分からみずからするとかというのがなかなか身についてないのかなというのを

すごく感じます。 

○越知委員 

 今ね、言われたようにね、社会出たら、今は、うちらでも新入社員入ってきますが、

やっぱり指示待ちというほうが多いんですよね。現実。それで、例えばもうそのどう

言うたらええんかな。大事に大事に育てられとるから。学校でもそうです。そんなに

今、言われたように自分のことを思って怒ってくれとるかどうかいうのが理解できな

いわけです。会社入ってきてね、わしらもううちの工場のやつらの報告聞いとったら、

やっぱりね、特に安全面。例えば上のクレーンの下に入ったらあかんのに入ったりす

るでしょ。ほなら、もう即、ベテランの社員やったら怒るわけ。そんな下おったらあ

かんやろうが言うてね。ほな、それは怒られた思ってね、萎縮してしまうわけです。

だから、そんな言うたら、もうちょっと穏やかに言うたらええけど、本当に物が落ち

てきそうになるときにね、そんなもん下に入ったらだめよとか何とか、言えないとい

う話をしてましたわ。やっぱりぽんとね、おまえそんなとこ立っとたらあかんやろう
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がとか言う話をきつうに言います。そら安全面やから。それがもう怒られたと。会社

へ来たくないというので、やっぱりその厳しさ知らんから、学校みたいにどうやこう

やいうて教えてくれるでしょ。実際の現場やから、怖さいうのは知らんわけやな。今

までそういった大事に育てられてしもとるから。 

○丸山委員 

 一ついいですか。うち小学校１年生に入ったばかりで夏休み前に成績表もらったん

ですけれども。議長からも話がちょっとあった、誰々の上にいこうとかいう気持ちな

いって話があったんですけど、誰々より上にいこうとか言えないんです。何か友達が

どんな点数か知らないし、成績表をもらってもいいのか悪いのかちょっとよく、親か

ら見ても。多分２段階ぐらいしか１年生って評価はないので、友達がどのぐらいかも

わかってないし、自分がいいのか悪いのかとかも多分聞いても余り自覚がないような

気がしますね。うちの子が。夏休み前に見てる感じだと。 

○辻川委員 

 本当に通知簿の見直しから始めないと成績はわからない。 

○越知委員 

 いえいえ、おっしゃるとおりだと思いますよ。僕らのときやったら１年生のとき、

小学校１年生のとき、５・４・３・２・１あったから。 

○辻川委員 

 そうですよね。 

○越知委員 

 今はね、よくできる、どうのこうの、３つぐらいしかないですよ。 

○辻川委員 

 そこしかないと思う。そうしないと、自尊心も生まれないし、人との競争心という

かな、生まれないし、１年生やからいではなくて、入ったときから、競争ではなくて、

自分がどんな位置にあるのかということも含めて考える。それが通知簿やから。親自
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体も。それを持ちながら。ただ親御さんに言いたいことは、塾行ってそれでもういい

のよ、人に預けていいのよではなくて、親と子どもが一緒に学ぶぐらいの気持ちでね、

塾行ったからオーケーというのはね、ちょっと違うと思うから。何かそういうところ

から解決しないと改善させないと成績は上がらないと思う。 

○嘉悦委員 

 やっぱり競争意識とか、競争心というのは大事だと思います。 

○辻川委員 

 大事ですよね。 

○嘉悦委員 

 それによってお互いに競って、より切磋琢磨みたいにしていくんだなと思うけど、

それがなくしてしまったでしょう。今。でもあれは僕、偽りというか行政の欺瞞だと

いう気がしますわ。みんな平等化してね、できるできないとかそんなんばっかりして

るけど、だけど本音はね、競争、この学力テストもそうですしね、本来はそうなの。

だけど、表向きにはできるだけ余り差別化とか優劣を出さないとか言ってるけど、本

心は競争してるんでスポーツも一緒ですけどもね。 

○辻川委員 

 私、そういう意味ではね、大阪市もね、教育の根本的なところ、もう一回見直すと

いうのがとても。ですので、一時期学校教育の見直しということでそういうことをな

くして点数を可・優ぐらいにしながらみたいになって、運動会には順位をつけません

よみたいに、あれは何年ごろでしたかね。平成になってからですね。 

〇嘉悦委員 

 いやいや、昭和、平成かな。 

○辻川委員 

 １２年から土曜授業始まってますのでね、そのころからそれが言い出しますので、

そのころから、そのひずみが今にきてるというところですのでね。もう一回見直して
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ほしいなと思う。 

○嘉悦委員 

 御存じですかね。運動会でね、小学校の運動会で競争ばんとして、徒競走で。それ

でバーッと行きます。けど、ここにゴール来たらね、ゴールの前で順番こうなってる

けど、一番やった子がゴール踏まんのやね。ここで立ちどまるんです。みんなこう来

たらね、みんな同時に。そういうことを先生がやらせてたときがあるんですよ。結局

順位つけたらいかんから言うて、皆さんこことまりなさいって。１列に並んで一緒に。 

○越知委員 

 運動会でね、今言われるようにね、僕らの小学校とか中学校はなかったと思うんや

けど、小学校のときやったらやっぱり走りでね、でもやっぱり１等・２等・３等、６

人ぐらいで走りますね。１等・２等・３等は賞品くれてましたもんな。俺ら、次はね、

例えばノートとか鉛筆とかくれとったけど、それ目標にしてやっとるけど、今それな

いでしょ。現実。 

○辻川委員 

 障がいを持ってる子どもをどうするかという問題もあります。それと勉強面ではあ

かんけど、ここの部分は僕はいいねん、私はいいねんという、そういう個性を伸ばし

てあげる教育ってとても大事なので、反比例するかもわからないけども、障がいを持

つ子どもさんと、そしてここの部分ですばらしいという子たちとどう教育していくか

ということももう一回議論し合ってもらったらいいんですよね。 

○越知委員 

 それはね、辻川委員が言われるように、例えば障がいを持っとってもね、やっぱり

伸ばせるとこは、障がい者や言うて、別にあれするやなしに、そういったこともね、

伸ばしたらんとあかんわけです。 

○辻川委員 

 教育の教育法という大阪市が持っているそのそういうものをもう抜本的に改善・改



28 

革して、誰もがいいと思うというのはなかなか難しいかもわからないけども、これだ

け学テを、重視しようよ、こうせなあかんねんっていうことになったら、もうそこに

行き着くと思うので、もう一回見直さないかんね。 

 今おっしゃったように、学テだけじゃなくて心のメンテも、合わせて教育の中に入

れるというのはとても大事やし、両立しないと、人間って、いびつになっちゃうので、

やっぱりそこも含めてどうするのか考えていくべきかなと思います。 

○越知委員 

 一時期言われたでしょ。ＩＱ言うて、ＥＱ言うて。ね。 

○嘉悦委員 

 だから、教育に対するその方針とか方向性とかいうのは、何かこうすっきりしてな

いような感じがするんですよ。こちらでは学テみたいなのを重視して、何かこっちで

はもう一つ平等に平等にとか言うて。フラットにっていうような感じがする。どっち

にとっていいのかわからんような感じがあるから。本当に教育をするんやったら。別

にね、勉強のできる子はできる子で、よくやったよ、点数いいぞってほめて、別に点

数低かっても、ほかに絵が上手とか走るのが上手とか、それぞれみんな得手不得手が

あるわけやから、そこで評価してやったら別に不平等とか不公平な扱いではないと思

うんですけどね。それが本当の公平な扱い方やという気がしますけどね。何か点数、

差をつけると不公平というか不平等な扱いするみたいに、錯覚というか、それは錯覚

やね。 

○辻川委員 

 錯覚ですよね。というのは、はぐくみで英語の教室してるんです。そうしたら、本

当に障がいを持ってる子でもね、体でまねて、それで楽しそうに。また、誰よりも先

に手を挙げてみたいなことしはるので、それが大事かなと思うし、その結果５年生で

授業に入ったときに、今までの前の年の子はその経験がないから、なかなかぎくしゃ

くしてて、最初はもう何も目を白黒してただけなんですよ。でも３年生・４年からし
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てる子どもさんはすすっとは入れたという、先生の評価もありますので、そういうこ

とも含めて見れるようにね。障がいを持っててもそういうことができるということも

実践できてますので、ぜひぜひ抜本的な改革というのはとても大事かなと。 

○越知委員 

 今もうあれかな、僕ら、試験した、学校で試験しても僕らは中学校ぐらいやったら

やっぱり廊下に張り出されるわけやね。負けたとかね、いうのがありましたけどね。  

○辻川委員 

 我々だけかもわかりません。 

○福島議長 

 私、専門学校ですけどありました。専門学校は席順がもう成績順にばっと並べられ

るんです。成績が、テストごとに席が変わるので。 

○嘉悦委員 

 それ、むしろ励みになりますね。また次、頑張る。 

○福島議長 

 明らかに見てわかる状態なので、絶対次はという思いにもなるし、自分が最後にな

りたくないという。 

○越知委員 

 中学校３年ぐらいになったらね。行く進路、行く学校によってあいつはできへんな

とかわかるけどね。それやらんかっても。貼り出さんかっても、３年のときにわかる

けどね。僕らの時代は貼っとったよ。 

○辻川委員 

 貼ってましたね。いや、クラスが違うわ、今回はクラスが違うわとかね、ありまし

たね。 

○嘉悦委員 

 勉強にしても体育にしてもね、もうとにかく優劣つけた。１等・２等・３等とか言
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うて、商品くれて、御褒美くれてたもんね。 

○丸山副議長 

 わからなくって。親もわからないし本人も自分の位置がわからなくて、中学校に入

って初めて、あ、うちの子って成績悪いんだって感じらしくって。だから、小学校の

成績表も親にも子どもにも多分わからないような感じでしかやってないのかなと。 

○越知委員 

 僕らの時代いうたら例えば１・２・３・４・５でしょ。悪いんだけど、おまえは運

動会だとかあったけどな。田舎やから大体こいつができる、あいつができるいうのは

僕らわかっとったけど。 

○榊原教育支援担当課長 

 今、ちょうど大阪市の教育の基本計画というのが策定されてるんです。昨年度まで

は１クールで今ちょうどその基本計画というのを教育委員さんとか市長とかが入って

今、議論しているところなんです。来年度からそれを基本計画に基づいて大阪の教育

をいろいろやっていこうというふうなことです。ちょっと意見募集、一般の方の意見

も聞きたいということで教育委員さんのほうが言われて、ホームページかどこかで意

見募集をしてたと思うんです。ちょっとその期間がひょっとしたら切れてるかもしれ

ないんですけど、もしそういうので今おっしゃったような競争って大事ですよという

ようなところがね。今こうやって我々意見聞いてますので、そういう意見も区長を通

じて、反映して。 

○辻川委員 

 ぜひ反映させてほしいと思います。それがきょうこれがあるから、そのときは絶対

言わなあかんわと。 

○榊原教育支援担当課長 

 ありがとうございます。 

○嘉悦委員 
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 恐らく大いにテスト、レベルアップにつながると思います。 

○辻川委員 

 そうですよね。 

○嘉悦委員 

 それと今、どちらかと言うと先生の立場に関する意見みたいな気がするんですけど、

やっぱり先生は先生で僕はね、大変ものすごくやりにくくなってるし、昔と比べて社

会が変化して。モンスターペアレントみたいなのもいてるし、やりにくいのはある程

度は理解してるつもりなんですけどね。だけどやっぱりそれはいいわけにはならんと

思う。やっぱり我々がと言うのかな。親の立場というのかな、親のほうも大きな責任

があると思うので。だから親ということは直接ＰＴＡです。ＰＴＡ活動をもう少しね、

活発というのかな。ＰＴＡの場を通じて、家庭を指導するというのはおかしいけど、

できるだけ考え方を、子どもの教育に対する考え方をＰＴＡ活動を通じてね、いろい

ろお互いに勉強するというか、そういうのも僕は必要なんじゃないかなと思う。最近

のＰＴＡ活動、ちょっと私、中へ入ってないけど、何となく外から見てて、低調とい

うか。行事があるときはやるんですよ。だけどふだんのやり方ちょっと見てたら。皆

さん仕事をやってる人ばっかりだから、なかなか出にくいんでしょうけども。できる

だけ会合とか行事を通じてね、何かこう子どもの教育に対して。もう学校任せにせず

に、家庭でしつけとかいろんなものね大事だということを何かお父さん・お母さんの

あれがね、最近ちょっとしっかりできてないん違うかなと。 

○辻川委員 

 楽しいことに走り過ぎなのかもわからない。楽しいことにね。だから、これもね、

うちの盆踊りのときに拡大してね、ブースでヨドネルのあれを大きくしてね、貼った

り啓発したんですけど、ＰＴＡさん、役員さん自体も余り御存じなかったり。ですの

で、そういうところも含めて区が何を発信してるのかいうことも含めて、ぜひそれは

区の発信力に願いをかけなあかんのかなと思いますけど。 
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○越知委員 

 それと今、教師がやりにくいのはね、親がね、僕らの時代いうのは、やっぱり先生

の言うこと聞かんとあかんのとかなんとか言うので育ってきましたけどな。それもあ

るんですわな。それに、僕らの小さい時代やったら、女性は結婚して家入って子育て

するんやという感覚がありますやん。今もうそれないでしょ。男女平等で一緒に働く

とかね。社会が変革、ごっつい変容してしもとるわけです。 

○福島議長 

 ＰＴＡ活動とかでもいろんな平日にしたり日曜日にしたり、夏休みいろいろ企画す

るんですけど、お母さんたちが忙しくて来れない。結果的には子ども会に子ども預け

るみたいに、子どもだけ参加していいですか、みたいな親が多くて、いろんなものを

企画して、本当は親に来てほしく、親にお手伝いしてほしくていろいろするんですけ

ど、なかなかその人出が集まらないというのが現状で、そういうときにね、いろんな

話もできるのでそういうときに来てもらうと、例えば困ってることを話、聞けたり、

こっちもお互い同じような悩みも持ったりするので話ができるんですけど、本当に困

ってる人が来なくてどうでもいい、別に来ても来んでもええような人が来るというか、

全然困ってない話とかね。さっき言った子どもの貧困もそうですけど、この子一人で

うろうろしてて、今来たらいいのになという子はなかなか本当に来れないですよね。

親がもう行くなって言ってたり、逆にもう参加できない子になってしまってて、一応

参加申し込みもしてもらわないとだめなので手紙も渡すんですけど、本当に来てほし

いであろう子はなかなか参加してもらえないというのが現状で、母子家庭だったり父

子家庭だったりいろんな家庭の状況もあるんですけど、でも本当はそうおいう子こそ

寂しかったりするので、そういうとこに来て知らんおっちゃん・おばちゃんと一緒に

戯れてほしなというのはあるんですけど、なかなかうまくいかないというのが現状で。

個々に誘えるか言うたらなかなかね、そんなに仲よくもなかったり、いちいち声はか

けれないので、向こうから来てもらわないと難しんですけど、そこの底上げというか
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そういうところができれば、また変わってくるのかなとか、そういう子の本当の困っ

てることとかを聞いてあげれたら、また変わるのかなというのもあるんですけど、な

かなかその辺がうまくいかないとかね、何かいろんなこと企画しても計画倒れに終わ

るというか。 

○辻川委員 

 今ね、ＰＴＡさんのことおっしゃってましたけど、いきいき放課後支援事業ありま

すよね。それってね、今、淀川区だけかうちの学校だけかわからないですけど、１年

生の参加率というのはもう８０％ほどなんですよね。１年生でね。 

○榊原教育支援担当課長 

 小学校の１年生。 

○辻川委員 

 １年生がいきいきに申し込んでるのがね。 

○榊原教育支援担当課長 

 ８０％、多いですね。 

○辻川委員 

 ８０％ほどなのかな。すごい高いんです。一応申し込んどこうみたいなのかあるの

かもわからないですけど。そんなことを考えたときに、１年生の中で８０％というこ

とはおおむねエントリーしているわけやし。その中には多分しんどい家庭の子もいて

あるやろうし、いろんな複雑なものを持ってる子もいる。そんなことを考えたときに

やっぱりＰＴＡさんだけの活動だけじゃなくて、いきいきに通う子どもたちも含めて、

いきいきがどうかかわっていくのかとか、いろんなことを発信するのかということも、

もう一回考え直さなあかんのかなというふうに思いますよね。それで、それは幼稚園

からの延長線で１年生になって、幼稚園で長く預かってもらってるから１年生にもと

いう子どもさん、また親が家にいてても預かってもらおうかなという親御さんもいら

っしゃるので。そういう子どもたちをいかに元気に育てていくかということも、そう
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いう意味ではとてもいきいきの受託者が適正であるということはとても大事かなとい

うふうに思いますね。 

○嘉悦委員 

 今、世の中が物すごい社会が変わってきてる中でどうしたらいいかという家庭教育

をする。どうしたらいいかというときに、そのいきいきというのがね、僕は考え出さ

れたのかなと思った。いきいきはええと僕は思います。だからね、今のこの社会がち

ょっと女性がみんな働き出してね、鍵っ子ばっかりになったから、これはいかんいう

ことでいきいきが。うちも結構活発に。 

○越知委員 

 僕もね、思ったけど、保育所の延長か、と俺は思ったけど。 

○辻川委員 

 まあまあそういうことなんですけど、だから、だから余計にそのいきいきの、シス

テムであったり指導者というのは、レベルアップというかね、それも含めてせなあか

んのかなという。というのは、大きい声を出さないと出せないと子どもが聞けないと

いうね、場面を多々見ますしね。聞きますしね。そうしたら教室へ行ったときに先生

が小さな声でもみんなにわかるように話そうというね、そういう教育概念を持って動

てるのに、こっちのほうでは大きい声を出さないと聞かないとなってきたら、教育に

かかわってきますよね。バランスが悪いなりますよね。だから、そんなところでいき

いきの教室というのはとても大事やなと思ってる。 

○嘉悦委員 

 いきいきのことについては、もう余りノータッチなのですか。余り関心を持ってな

かった。 

○榊原教育支援担当課長 

 いや、関心ということはなくて、この間も、今淀川区のほうでいきいき受けてもら

ってるのはセリオという会社なんですけども、この間も区長のところに来られて意見
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交換をされてましたので、区として全然そこはノータッチです、ということはないん

です。確かにいきいき事業というのは、こども青少年局、市役所のこども青少年局が

受託している事業ではあるんですけども、もちろん区役所としてそこ無関心というこ

とではなくて、やっぱりそこのところはどういうように変えていったらいいのかとい

うのは。 

○嘉悦委員 

 僕は無関心じゃもう絶対だめだと。無関心ではだめです。関心持つ持たんじゃなく

て、もっと深くこうしっかり把握してどういうふうにいきいきが運営されてるか。内

容がどうなってるかということ、しっかりあれする必要があると思いますわ。やって

るなという関心を持つだけではだめですよね。 

○辻川委員 

 だめだよね。だから地域指導員の質であったり、管理指導員さんの質であったりと

いうのはとても大事と思う。 

○嘉悦委員 

 というのは、いきいきがね、今出たけどもすごく今ウエートが高まっているような

感じがします。今８０％とおっしゃってたけども、本当にたくさんの子どもがそっち

に行ってるわけやから、そこの中身をうまく充実させたら、この学力にも、またしつ

けにもつながってくると思うので、活用したらいいんじゃないですかね。  

○辻川委員 

 だんだん、今ごろになってきたら下がってくるとおっしゃってます。春当初より、

夏になったら参加率がという。でも一応無料ということやので、エントリーだけとい

うことになるみたいですけど。 

○越知委員 

 うち、近所の子なんか終わっとる思っていつも夕方ぐらいに帰ってくる。おまえ、

何しよるねやって言うたら、いきいき行ってますて言うてる。 
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○嘉悦委員 

 多いんですよね、いきいき行ってる子が。 

○福島議長 

 いきいきに絶対行かなきゃだめな、親が働いてて絶対行かなきゃいけない子いるじ

ゃないですか。その子と遊ぼうと思ったらいきいきに行かな遊べないですよね。だか

ら、みんなエントリーしてるのは、行っとけばそこで宿題をしてその後ずっと遊べる

というのがあるから、みんな、だから８０％になってる。だから６年生でもエントリ

ーしてる子らは家に帰って宿題もできるんですけど、そこに行けば宿題もできて友達

もいててというのがあるので、多分、いきいきに登録してある子が多くて、全体的に

見ると絶対行かなあかんという方はそんなたくさんではないと思うんですけど。  

○越知委員 

 終わって塾行っとる子もいる。 

○榊原教育支援担当課長 

 いきいきで言いますと、学校でプールがある日なんかはものすごく多く参加されて

るんです。それでちょっと一時期もう教室がすごいことになってるから見に来てくれ

ということで言われまして、うちの係長も走って見に行って、ちょっとこれはどこか

教室別にあけてもらわなあかんなというようなことで区も関与してますし。  

 それといきいきの中でもうちょっと延長してほしいという要望もありまして、事業

者として例えば１人だけ延長で見るというのはやっぱりこれコスト的に無理だという

ことなので、数名集まったら見ましょうということで言うてまして、うちの区長が入

ってその数名というのを大阪市基準よりもうちょっと少なくてもいけるように。延長

のお金ももうちょっと安くならへんかという交渉もしまして、そういう交渉とかも区

は入っていってさせてもらってますので。今、非常に貴重な意見もいただきましたの

で、より一層そのいきいき事業とか、その辺のところについて力を入れていきたいと

思いますので。 
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○辻川委員 

 学テというのは、そこもあり、ここもあり、それを総合してどう上げていくかとい

うふうに考えてもらったら一番いいですね。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね。はい。 

○越知委員 

 それとね、僕言わさしたら、前、最初の区政会議で言うたように順位は関係ないで。

こんなもんね、相対比較してたらまた必ず、今、そしたら、４７都道府県で４７番や

とか言うて、仮に１つ上がったとする。またほかのとこも頑張ってくるから、僕が前

に区政会議でも言うとるように、要は何点以上やる。絶対比較しないとあかん。相対

比較しとったら、必ず全体が上がってきたら４０位という話になってくるんやから。

目標としてね、１００点満点のうち７０点以上を取れるようにしましょうと。順位と

は違うわけ。これ順位書いてるけどね。 

 それともう一つ、待機児童のほうは俺も、さっき名前言ってくれとったんやけど、

そういった観点から、あのとき俺が言うたけど、誰もよう答えなかったな。そういう

ことに対して。そやから、そういったことを考えていって、小学校でも空き教室多い、

やっぱり親でもそこに保育士とかなんとかおらんかっても、僕が言うたように、近所

のね、元気なおじいちゃん・おばあちゃんでも連れてきてちょっと見といてよと。小

学校を開放したら小学生の子どももいる。一緒に小学校に連れてきてお願いします言

うたら、それでいい。資格、資格言い出したら、逆にまた今度する人間が少なくなっ

てくるわけです。そこら辺も観点から言うて、待機児童減らすね。要はこんなこと、

極端なこと言うたら、小学校の空き教室に何人か入れといて、目光らせて見といたら

ええわけですよ。 

○辻川委員 

 それはちゃうと思います。やっぱり待機児童を解消させようと思ったら、基本的に
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はお勤めをしたいというのが基本にあるから、きちっと固定されて何時から何時まで、

何もかもか、何もかもまでいかなくても安全も確保できてということになるから、だ

からそれは行政としてせなあかんことやと思うのね。だから、それが空き教室である

というのはオーケーやと思うんですけど、ただボランティアで賄うというのはちょっ

と違うかなと。でも、その間の中の１時間でも３０分でもね、地域の人が来てちょっ

と一緒に遊びましょう。おじいちゃんが来て遊びましょうというのはありかなと思う

ので、そこをちょっと考えていきたいなっていう。学校の中でもオーケーやと思う。 

○越知委員 

 だから、そういうことをね、考えていかんかったら、俺ばくっと言うとるけど、そ

ういったね、ハード、場所の問題やったらそれで済む。今度人材の問題になってきた

ら、それだけ保育士がいるのかいう問題になってくるわけです。だから、全然ゼロで

おじいちゃん・おばあちゃんが見とけ言うとるんと違いますよ。例えばおじいちゃん

とかおばあちゃんが１０人ぐらいおったら、その人を監督するために１人ぐらいの、

１人か２人の保育士を配置しといたらええんと違う、俺の考え方やから。それは何か

病気にあったとしても、困りますわな、現実。年よりやそんなもんね、抱いて走って

いけるわけでも何でもないんやから。そこら辺も考えていかんかったらあれですわな。  

○辻川委員 

 今、空き教室ってどのぐらいあいてるんですかね。 

○越知委員 

 結構ある。加島小学校で言うたら、僕が町会長やり出したころ、何年か前やったら

入学児童が１５０人ぐらいおったんですかな。去年１００人ぐらいだったのか。こと

しは９０人きっとったはずやから。ということはそれだけね、児童が減ってくる。そ

ら、地域の特性もありますよ。例えば今、神崎川の駅のとこに大きいマンションがね、

ああいったところへ若い人が来たら、また子どもがふえてくる。だから、今、うちは

美津島中学やけど、ここのとこずっとね、加島小学校からのほうが多いんですわな。
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入学とかなんとかが。だから、逆にまた新しいマンションに若い人らが入ってきだし

たら、逆転するかもわかりませんわ。加島なんか言うたら、加島の駅前の開発でマン

ショようけ建ったでしょ。平成１０何年、１２・３年ごろに。だからごっつい。うち

の息子なんかが行きよったころやったら、もう逆に下がってきよったからね。児童数

は。急にまた開発、再開発で児童数が多なってきましたからね。 

○丸山副議長 

 待機児童の、ここ数年で小規模保育をふやしているので、２歳・３歳でもう１回、

そこから出たときに行く先がない問題が出てるという話を伺ったんですけれど。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 ３歳児ショックって言うてるんですけども。 

○丸山副議長 

 その辺は何かされてるのですか。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そこの受け皿とかいうのを今、検討していこうという。 

○丸山副議長 

 もう既に１回仕事に復帰したのに数年して行き先がないとかという話になったら、

かなりきついと思うし。 

○越知委員 

 行く先がないとういのは、就職先？ 

○福島議長 

 いや、保育園が小規模保育の場合、２歳までしか預かってくれないので。もともと

は幼稚園が子ども園になってそこで受け皿がある予定だったと思うんですけど、ほと

んど子ども園になる幼稚園じゃなくて、だからそこで多分行き先がない。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 小規模の保育園さんの提携先というか連携先の保育園との関係も、なかなか今うま
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くいってないみたいで、３歳から次どうしますというところが、ちょっとまだ整理が

進んでないということで。 

○丸山副議長 

 幼稚園の受け入れを広げるとかというのは。 

○川谷保健・子育て支援担当課長 

 そこももちろん検討材料には入っていますね。あと、幼稚園の、公立幼稚園の整備

というのも今、何件か上がってますし、さっきも辻川委員おっしゃてましたけど、や

はり安全確保とか質・レベルのこともありますし、行政の責任もあります。何よりも

やっぱり今、こども青少年局も頭痛いのが人材の確保で、保育士の方の確保、やっぱ

りなかなか進んでないと。障がい者の子どもさんを預かる上でもやっぱり加配という

のもいりますので、そこで受け入れたいんだけども保育士の確保がなかなかできてな

いという悩ましい現状もあるようでして、今、部会とか区長会議でも検討しているの

が、こども青少年局さんにはこういうように取り組んでほしいというところは今、言

ってる中で、その人材確保というのはすごく課題になっているところです。 

○越知委員 

 それはあれですね。前も俺言うた思うけど、幼稚園やったらね、文科省です。保育

園やったら厚労省です。それで教師、言うたらね、保育園やったら保育士です。幼稚

園やったら教諭です。そこら辺がね、もう国のそういったこと、観点からしてね、お

かしいんです。幼児教育に対してね、やっとること一緒です。逆に保育園でもちょっ

と年長組になったら幼稚園がやっとるように学習みたいなことをしとるのやから。そ

こら辺もね、幼保一体化いうね、ことを国自身が管理。 

○福島議長 

 やっぱり実際自分たちしないとわからない苦労とか。 

○越知委員 

 そう、わかるでしょ。 
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○福島議長 

 その現場。私らもうちょっと今離れてるからね、今の子たちが何困ってるか言うた

らまたわからない部分もあるし、今の幼稚園の子どもを抱えている親御さんが何困っ

てるかいうのを、今私聞かれてもわからないこともあるんですけど、実際本当に困っ

てる人はね、日々困ってる中一生懸命生きていかなあかんし、どうにかして頑張って

おられうのかなと思うんです。だから、その保育園なかったら遠くにまで預けて、き

ょうだいいたら別々のとこ預けてと予定されてる方も中にはいらっしゃるので、その

苦労というのは、もう、それしかないからそれで頑張ってはるんやと思うんですけど、

もし改善するべきところがあるんやったら、改善してもらったらスムーズにいくのか

なというところもあるし、本当言っても小学校上がるまでの短期間なので、何かそこ

だけ乗り切らなきゃみたいな感じで頑張ってはるけど、もしそこがうまく整備されて

たら、そないに頑張らなくてよかったのかなとか。何か今思うところもあるし、それ

こそ淀川区に住まなきゃよかったのかなというところまでいくのかなと思うし。 

 それが変な話、吹田やったり豊中やったらそんなんで悩まんですんだんかなと思う

し、今、私今淀川区ですけど、妹が豊中市に住んでるんですね。さっき言ったいきい

きはね、大阪市だけなので、妹のところはないんですね。豊中市は。それですごいや

っぱりいいって言ってて、お金かけては預けてもらえるけど、いきいきみたいに無償

でしてもらえるところがないから、なかなか子ども、低学年の子どもをね、心置きな

く預けれるところがないというんですね。子どもの例えば宿題見るとかというのも、

親ももちろん見ますけど、ちょっと帰ってくるのおくれたとかね、仕事、早く帰ろう

思ってるけど、なかなか帰れなくて、でもいきいきに行ってたら安心やというのがあ

るのが、なかなかちょっと５分・１０分、子どもが家の前に立っとかなあかんとかと

いうのの不安とか、そういうのって大きいのかなと思うんです。そんなちっさい低学

年の子どもをね。特に幼稚園の子なんかでも親が安心して預けれたら、仕事も思いっ

きり行けるのかなと思うんですけど、早く帰ってこなあかんと思いながら行くのとま
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た違うのかなと思うので、そういうのでもきちっと預け入れ先があるのであればそう

いう場所と人材確保をしてもらえたらなというのは。 

○辻川委員 

 小学校以上に、幼稚園、ゼロ歳から３歳の教育ってすっごい大事やから、何か余計

に力入れてほしいと私たちは思うね。やっぱりそのゼロ歳から３歳までで、どんな人

と出会ったかということでやっぱり小学生、また人間形成に絶対つながっていくのに

なと。 

○越知委員 

 昔から言いますやん。三つ子の魂百まで言います。 

○辻川委員 

 本当にそうなのね。だから、そこのところをね、きちっとせずに小学校の学テ、中

学校の学テだけをやいや言うてもこれはあかんでって思ったりするんでね。本当に根

本的なところももう一回見直してほしいな。 

○越知委員 

 これ僕の自分自身のあれから言うたら、やっぱり学力テストなんか貼りますやん。

僕ら小学校のときはそうでもなかったけど、やっぱり中学校でそんな貼り出したら、

たまたまね、上のほうになったら、俺こんなとこかと言うたらやっぱりね、皆からや

っぱりあいつ遊んどる割りにできるんやなとかなんとか言う、尊敬言うたらちょっと

偉そうやけど、そんな目で見てきます。やっぱりその自分の位置を出すことによって、

勉強なんか言うたらね、また変わってくるわけです。 

○福島議長 

 中学校の先生はそれを言ってはって、勉強できる子が勉強できない子教えたらええ

ねんって言うんですけど、誰が勉強できるかがわからへんから誰に聞いてええかわか

らないのですよね。何となく雰囲気でこの子賢そうやなと思ったら、意外と何か自分

と同じぐらいの成績だったりもあるので、何か難しいんですけど、何かでも先生たち
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はお互いに勉強も教え合いっこ、教科もわかれますから、国語が得意な子、数学が得

意な子、理科が得意な子ってわかれるのでお互いそれこそ得意なとこ教え合いっこし

たらいいのになと思うんですけど、なかなかそのことも今の子はしないので。私らも

よう聞いてましたけどね。何かちょっとこの子賢そうやなと思ったらよう聞いてね、

教えてもらって、テスト前とかにそれはずるいかもしれへんけどね。点取るためには

それぐらいのことは自分らで工夫してやってたのが、今の子、それも何か、何かそれ

するのも恥ずかしいというのもどこかにあるのかなというのもあったり。何かこう、

聞かない。聞けない。 

○辻川委員 

 その意味では、図書室を開館しましょうとなってますよね。中学校のちょうどテス

ト前なんかに開館、図書室をあけはるんです。そこがね、いい勉強部屋になっててね、

お互いに今いいはった子ども同士が学び合うみたいなね、空間になってて、この間も

話したんですけど。たまたまやったんかどうかわかりませんけどね。図書室の開館と

いうのがね。 

○福島議長 

 そうです。テスト前は、図書室があふれて、もう違う部屋もあけているぐらいやっ

たと言ってはったので。 

○辻川委員 

 うん。だからあれはとても成功というか、正解ですよね。 

○榊原教育支援担当課長 

 先ほども、今の今どきの子って何か自尊心が少ないんちゃうかとか、そんなお話も

出てるんですけども、ちょっと今、区のほうで力入れてやっていきたいのは発表の場

をできるだけつくっていこうということで。だから既に取り組んでますけども、英語

スピーチコンテストとか、今度９月４日にやります。これは今まで中学生だけの発表

の場だったんです。小学校の子も規定の自分の自己紹介を英語で言おうということで。
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やっぱりそういう発表の場でいくと、どんどん前に意外とみんな出てくるんですね。

それで、発表の場でも事前に、ここが発表の場になるんですけど、廊下とかで友達同

士でチェックし合ってるんです。自分のスピーチについてね。だから、そういうのを

見てると全然自尊心が少ないということは、その場面では。まあ、その子らは意識が

高いかもしれないですけど。その場面では感じられなくて、小学生でもそういう発表

の場があったらみんな引っ込むんかな思ったら、結構はいはいって、自分がやります

って。やっぱりそういう発表の場を設けてあげて、発表の場があったらやっぱりそれ

で順位も決まってたり、中学生やったら１位誰々、２位誰々で発表するので、自分の

位置づけもそこで出てくるので、そういうのをより一層ちょっと区役所としてもう発

表の場をつくってあげて、そこで自尊心をより一層高めてもらうようなことをやって

いきたいなと思ってますので。ちょっとそういう観点もいい意見をいただいて。  

○越知委員 

 何か一つのきっかけです。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね。 

○越知委員 

 こんなこと言うたら僕、よう女房に怒られるんやけどね、ニンジンぶらさげるって

のもひとつなんや。 

○榊原教育支援担当課長 

 なかなかそれが学校現場では難しそうな感じがするので。やっぱり区役所としてそ

っちのほうになってあげたほうがいいのかなという。 

○辻川委員 

 でも皆さん言ってはったように順位を決めたりその中で上手やったね、いいね、一

番みたいになってきたら、自分自身をほめるという、ことになれてきたら、あの子は

ほめられてあるから僕も頑張らないうふうになるから、やっぱり現場の中で順位はあ
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かんねんではなくて、またそういう部分を改善させていって、そういうほめるという

場面をどんどんつくっていったら変わってくると思ったりする。 

○福島議長 

 絵のコンクールとかで入賞してる子って多分本人はわかってるんですけど、みんな

知らないんですよね。だから、児童集会のときとかに表彰してあげるとか、何かね、

学校に貼りだししてあげるとか、そんなんでもいいのかなと思うんですけど、やっぱ

りそういうところで頑張ってる子って多分、こっそり頑張ってるからわからなくて、

多分そういう子の晴れの場があればまた変わるし、ああやってしてほしかったら自分

も今度、絵頑張って描いてみようかなとかというね、ことにもつながるのかなと思う

ので、多分それは学校でしてもらわないとだめかなと。家ではほめてもらうでしょう

けどね。なかなかみんなの前では。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね。割とみんなの場で、公の場でほめられるとちょっと違うかもしれませ

んね。 

○越知委員 

 昔からほめ育てって言いますよね。 

○福島議長 

 だから小学校のキックとかソフトも、うち小学校は校長先生が表彰してくださるん

ですけど、幾ら順位が低かろうと健闘したことに対して何位でしたということをみん

なに言ってくださる。うち盆踊りのときとかにも、ちょっとパネルみたいに回るんで

すね。優勝してないとかかかわらず。優勝したらもちろん先頭で行くんですけど。何

かそういうのもね、子どもたちにしたらすごい誇らしいことかなと思うので、１年間

頑張ってきて、みんなの場で見せるというかね、表彰してもらうというのはすごく励

みになるのかなと思うので、勉強だけではなくてね、そういうのでも、しょうもない

とかちっちゃいこととかでも何かしてあげたらうれしいのかな。 
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○榊原教育支援担当課長 

 そうですね。 

○嘉悦委員 

 そういうふうに言うたら、いろんな見方があるような気がするんやけど、今いろん

な意見が出てるのは自分自身が人よりもすぐれているというか勝ってるとか、そんな

感じのとらえ方やけど、それはもうものすごい自尊心につながるのは間違いないと思

うんやけど、何かもう一つね、自分のいてるその場。例えば家庭、あるいは学校、あ

るいは地域、あるいはこのまち。これがね、ものすごく自分がもう恵まれてるという

かいところに住んでるという、そういう誇りみたいな、そういう気持ちを持たせると

いうことも大事じゃないかなと思うんです。自分が住んでるところが全然だめやとか

ね、自分のまちはもう全然ほかに比べたらだめやとかね。悪い方、悪い方に。そうし

たら自分自身も何かこう、誇りというかそういうふうなプライドが持たれへんのちゃ

う。だから自分の家庭はすばらしい家庭で、自分の行ってる学校は物すごくいい学校

やとかね。自分の住んでるまちはすばらしいまちやと子どもたちが思えば、それが自

然にまた自尊心にもつながってくるのかなって感じます。 

○辻川委員 

 その意味では、区長さんが、住んでみたいまちではなくて、住んでいいんですよ！

みたいなね、あんなアピールをしてくれはったらええのにね。 

○榊原教育支援担当課長 

 そうですね。今現状が。 

○辻川委員 

 住んでみたいまちではなくて、住んでみたい。いいんですよ、というね。そういう

ところをアピールしてくれはったら。 

 いやでも本当にね、トップであったり、皆さんリーダーさんじゃないですか。そん

な方々がそこのまちがいいんやでって思ったら、絶対いいまちになるし、しいてはね、
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区長さんがいいまちやねんって言ってくれはったらもっといいまちになるかなという。  

○福島議長 

 済みません。もう両方ともお話いただいたので、子育て支援のことも、両方ともお

話いただいたので、終了予定時刻がもう少しで近づきましたので、質疑・応答はここ

までにさせていただきます。 

 本日、事務局からお答えしてなかった部分ご検討の上、対応していただけるように

お願いいたします。 

 それでは事務局に進行をお返しいたします。 

○西政策企画課長 

 熱心な御討議のほう、どうもありがとうございます。 

 本日、いただきましたさまざまなこの会議の内容につきましては、全体会議のほう

で報告していただきたいと思います。また、議長のほうに多分またお願いすることに

なろうかと思いますが、その節は何とぞよろしくお願いいたします。 

 次回の区政会議の日程決まりましたら、また速やかに。 

○越知委員 

 決まっとるんと違うん。 

○西政策企画課長 

 いや、まだこれから案内させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、８時半という刻限も迫っておりますので、このあたりで淀川区区政会議

を終わらせていただきます。 

○越知委員 

 西さん、アバウトいつごろやろう思ってるの。 

○西政策企画課長 

 次１０月ぐらいですね。 

○越知委員 
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 去年もあれやろうな。本部会、この部会８月にやっとるわな。 

○西政策企画課長 

 そうですね。ちょうど予算運営方針に向けてちょうどこの時期に皆さん方から御意

見いただきたいと考えております。 

 ということでこれをもちまして本日の教育・子育て部会、終了してまいりたいと思

います。 

 本日は長い時間ありがとうございました。 

 

―了― 


