
市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（地域創造部　北急まちづくり推進室
　子ども未来創造局　学校生活支援室）

（子ども未来創造局　学校教育室）

箕面萱野駅の開業後、周辺の交通量が増え
ることが予測されます。
通学路等における児童の安全のためにどの
ような対策をお考えでしょうか？ 　箕面萱野駅開業にあたり、現在の通学路

において影響がある主な箇所は市道萱野東
西線（新御堂西側）の北側歩道及び新御堂
筋（171号線以北）の西側歩道ですが、歩行
者及び自転車が安全に利用できるよう道路
管理者及び交通管理者と対策を検討してま
いります。
　また、交通量が一定落ち着くまでは、教
職員の立ち番や、関係機関へも協力をお願
いして登下校時間帯のパトロールを強化す
る必要があると考えています。加えて、地
区児童会などで児童への注意喚起を行い、
状況によっては通学路を変更することも視
野に入れながら、児童が安全に登下校でき
るよう見守っていきます。

小学校、全生徒にタブレットを配っていた
だいてます。そこで、現状のタブレット授
業をさらに進めて、宿題などの配信や、教
科書をインストールするなどの発展的な計
画はありますか？  タブレットに見守りGPS
を組み込むなど、色々な施策が見込めると
思うのですが。

　タブレットを活用した宿題の配信につきま
しては、教師が指定した範囲をタブレットド
リルで配信し、児童が取り組むことができる
ようになっています。また、学習支援システ
ムtomoLinksを活用することで、教員が作成し
た宿題資料等を配信することも可能となって
おります。
　教科書については、現在、文部科学省の実
証として、全小中学校に英語のデジタル教科
書が導入されています。また、算数・国語・
理科・社会以外の教科のうち、学校別に1教科
が導入されております。文部科学省からの情
報では、2024年度から段階的なデジタル教科
書の本格導入を実施するという情報もあるこ
とから、国の動向を見つつ、本市でも検討を
行っていきます。
　タブレット端末を活用した取組につきまし
ては、ご指摘のとおり様々な可能性があると
考えておりますので、引き続き検討を進めて
いきたいと思います。
　なお、市では市立小中学校の全児童生徒を
対象に「見守りサービスotta」という
Bluetoothを活用した見守りの仕組みを取り入
れています。「otta」という小さな端末を子
どもたちが持ち歩き、市内に約700箇所設置し
ている検知ポイントによって、その付近を通
過したことの履歴が確認できる無料の仕組み
です。また保護者のかたのスマートフォンで
も位置情報を確認できる有料サービスもあり
ますので、是非活用いただきたいと考えま
す。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校教育室）

（総務部　行政改革・DX推進室
　子ども未来創造局　保育幼稚園総務室）

（子ども未来創造局 学校施設管理室）

　高性能カメラは学級数以上のものを各校
配布済みです。音声についても、各校にマ
イク付ヘッドホンを学級数配備済みです。
　「箕面の授業の基本　ICT活用編」を使
い、若手教員や各校の情報教員部員向け
て、ICT機器の効果的な使い方について、研
修・発信しています。今後の教員への研修
については検討します。

　令和３年８月に策定しました新MOS計画で
は、公立幼稚園・公立保育所の再編の効果
額は、令和１２年度末までで累積10億1200
万円となっています。(行政改革・DX推進
室)
　再編により行政効率を高めることばかり
ではなく、令和４年４月１日に「保育・幼
児教育センター準備室」を開設し、１０月
１日からは「保育・幼児教育センター」を
本格稼働させ、幼児教育サポーターや臨床
心理士が一緒に公・民、施設種別を問わず
市内全ての就学前施設を訪問し、保育・幼
児教育全体の質の向上をめざした取り組み
を進めるなど、新しい取り組みも開始して
います。
　公立認定こども園の設置については、も
みじだよりの特集ページや市ホームページ
で周知しているところですが、ご意見も踏
まえて、市民の皆様により分かりやすい情
報発信に努めます。
　各幼稚園のホームページについて、ご提
案の内容も含めて、保護者の皆様に情報を
得ていただきやすいよう構成を検討しま
す。（保育幼稚園総務室）

豊川北小学校はもうすぐ創立50年をむかえ
る。建物が老朽化し締まりにくい扉や鍵
が増え、教室・廊下の床の状態が悪くなっ
てきている。
決して良い環境の学校とは言えなくなって
きている。改修や補修の予定は？

　校舎改築・改修については、文部科学省
の基準に則って計画を策定しており、国の
補助金を確保した上で、築年数の古い校舎
から順に改築・改修を実施する予定です。
また、児童に危険が及ぶ可能性がある箇所
については、適宜修繕を実施します。

○教育現場DX化の強化
・リモート環境の改善と定期的な見直し。
　画質が悪く黒板が見えない。
　音声が聞こえ難いなど。
　教師へのリモート活用勉強会の実施。
　リモート環境の改善は今後あらゆる場面
で
　有効に活用できる基盤になると思う。
　登校困難な生徒の授業参加が容易になる
・教師の業務負荷軽減→生徒と向き合う時
　間増

・経費削減を目的に公立幼稚園廃止のプラ
ンを掲げ、紆余曲折を経て公立認定こども
園の設置に向けて進んでいるが、当初の目
的であった経費削減に対する効果はどの程
度みこまれるのか。
・令和6年から公立幼稚園は認定こども園に
変わっていくが、まだ廃止されると思って
いる方が沢山いる。まず知ってもらわない
とこども園を選ぶ選択肢にも入らないの
で、もっとわかりやすくアピールをして欲
しい。
・こども園のことは市のホームページにも
のる予定だが、各幼稚園のホームページに
も連絡会のページにとんで情報を集められ
るようにすべきなのでは。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校施設管理室
　子ども未来創造局　児童生徒指導室）

（子ども未来創造局 人権施策室
　子ども未来創造局 保育・幼児教育ｾﾝﾀｰ）

　教育環境の改善について、職員室空調
機・渡り廊下鍵の修繕は完了しています。
それ以外の破損・故障箇所についても、学
校と相談しつつ、危険性や優先度合いを鑑
み、修繕を検討・実施してまいります。ま
た、学校による学校敷地内における児童生
徒の安全に関わる修繕については、市職員
（有資格者）による年１回、学校による年
３回、その他委託業者による定期的な機器
点検を実施しており、その中で危険箇所を
点検・把握した上で、必要に応じて修繕を
実施しています。今後も適切に対応してい
きます。（学校施設管理室）
　アロマの導入について、一般的に好まれ
る天然精油であっても、人によって有害
（体調が悪くなる）となる場合もあります
ので、導入については慎重に検討する必要
があると考えています。（児童生徒指導
室）

　大阪府内の市町村では、障害のある子ど
もの教育において、生活を通して仲間とつ
ながり、支え合い、高め合うことをめざす
「ともに学び、ともに育つ」教育を基本と
しています。また支援学級については、箕
面市内の全小中学校に既に設置していま
す。
　今後の箕面市の支援教育の方針について
は、「箕面市支援教育充実検討委員会」に
おいて、検討を行っております。（子ども
未来創造局 人権施策室）
　就学前児童については、令和4年10月1日
に「保育・幼児教育センター」を開設し、
支援教育・支援保育をはじめとする保育・
幼児教育全体の質の向上をめざした取り組
みを進めています。（保育士･幼稚園教諭等
を対象とした研修会等の充実、豊富な実務
経験をもつ｢幼児教育サポーター｣による各
施設への巡回訪問、小学校への円滑な接続
に向けた検討等）(子ども未来創造局　保
育・幼児教育ｾﾝﾀｰ）

教育環境の改善
・学校の老朽化した設備の保守，点検。
　四中では職員室のクーラーが壊れたまま
　渡り廊下の鍵が壊れている
　給水機の老朽化と故障。
　スクリーンの破損　　などなど
　生徒の教育環境の悪化のみならず、危険
にも繋がると感じる。
・アロマの導入
　未病を防ぐ、ストレス軽減、不登校の面
でも、カウンセラーと合わせて、アロマを
導入も。会社や介護施設では導入してると
ころ多い。手軽に導入できて、効果があ
る。

①箕面市ではインクルーシブ教育（障害の
有無によらず、誰もができるだけ同じ場で
共に学ぶ仕組み ）に取り組まれています
が、文科省から 他の市と同じように 支援
級をつくり在籍させるように勧められてい
ると聞きました。国の方針を受け、市の今
後の方針をお聞かせいただきたいです。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（地域創造部　箕面営業室）

（子ども未来創造局　学校教育室）

箕面まつりのなどのお祭りや飲食出店のイ
ベントなどで、それぞれの出店者さんに商
品の食物アレルギー表記を義務付けること
は出来ないでしょうか。
いつもお店の人に原材料に卵が含まれてい
るか直接聞いていますが、中には把握して
ない方や、お酒を飲みながら営業されてい
て要領を得なかったりで、決まった安心で
きるものしか買えなかったり心配が尽きな
いそうです。可能であれば大きめに表示だ
けしておいて頂けたら自分で判断出来ます
し、同じような悩みを抱えているご家族も
たぶんたくさんおられると思います。
命に関わることですし、子育てにも関わる
かなと思いましたので、提案させていただ
きました。

　現在、箕面まつりでは、箕面まつり推進
協議会事務局から出店者に対して、出店者
説明会で「食材ピクトグラム」を記載した
用紙を配布し、それを用いて提供する料理
等の食物アレルギー表記をブースで掲示す
るよう依頼しているところですが、掲示が
十分でない店舗もあることから、いただい
たご意見を踏まえて、出店者に対して来場
者に分かりやすい表示を徹底するよう、市
から箕面まつりの実施主体である箕面まつ
り推進協議会事務局へ要望いたします。

　WBGT31度以上となった場合は、対応方針
に基づきプール活動を始め、すべての屋外
活動を中止していますが、今年度について
は、予定していた授業時間数をほぼ満たす
形（約90％）でプール活動を実施すること
ができました。
　WBGTの測定につきましては、平成２６年
に簡易の測定器を全小中学校に２台ずつ配
布しましたが、測定する環境によって測定
値が大きく変動することから、児童生徒の
活動の安全を万全に期するため、令和元年
に測定箇所を変更し、とどろみの森学園、
中小学校の運動場にJIS規格に対応した精度
の高い測定器を設置し、とどろみ校区は、
とどろみの森学園に、それ以外の校区は中
小学校に設置された測定器の情報を使用し
ています。
　WBGT31度未満であっても、とりわけWBGT
が28度以上となれば熱中症の罹患の可能性
が大きく上がることから、子どもたちの健
やかな育ちと学びを保障するために本市に
おいても引き続き、子どもたちの安全を最
優先に２箇所の精度の高い測定器を活用す
るとともに、対応指針に基づき、プール活
動の可否を判断した上で、熱中症対策とし
て、プールサイドに水をまいたり部活動で
プールを利用する中学校において、遮光
シートを設置するなどの工夫をしてプール
活動をより安全に実施していきます。

熱中症指数の件です。
基準に基づいて無理をさせないことは私も
賛成ですが、今年も一時的に指数が上がっ
たらプールの授業も全て止まったように聞
いてます。数回しかない水泳の授業などは
熱中症に気をつけながらも数値に関係なく
行えるようにしていただきたいです。
大きな基準のみで、運用されるのは無理が
あり、また、地域によっても感じ方に違い
があると思います。
今は中小及び彩都の二ヶ所の指数系を用い
ているようですが、各学校にも配置して、
都度判断ができるように裁量を学校の方に
も渡して頂ければと考えます。
リスクを避けることばかりではなく、リス
クとの対峙の仕方も身につけさせることが
子供の頃には必要と思いますので、まず、
プールなど入るだけで熱中症対策になるよ
うな授業は、行えるように取り計らってい
ただきたい。
それと、指数計ですが、なぜか、箕面市は
大阪市内ノ指数計よりもだいたい高くな
り、大阪市内より早く活動制限がかかりま
す。二ヶ所だけで測るアバウトな方法では
なく各学校にもそれぞれ指数計を配置して
いただきたいです。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　子育て支援室
　子ども未来創造局　教育政策室）

（総務部　市民安全政策室）

子育て・教育日本一の町にする為に、一番
注力している点は何ですか？

　子育て支援として、妊娠期から子育て期
にわたる切れ目のないサポート体制の整
備、子育て世代の親子が気軽に集える場の
拡充、必要な時に利用可能な保育環境の整
備などを中心に取り組んでいます。特に、
令和４年度は、産婦健診・新生児聴覚検査
の助成や３歳６か月児健診への視覚の屈折
検査の導入による、疾病の早期発見・早期
支援、保育・幼児教育センターの開設によ
る公民すべての就学前施設の保育・幼児教
育の質のさらなる向上に注力して取り組ん
でいます。（子育て支援室）
 教育については、児童生徒の教育環境の充
実です。学力だけでなく、体力、生活習慣
といったバランスのとれた教育を推進し、
総合的な人格の形成、豊かな人間力を育む
教育に取り組んでいます。（教育政策室）

　避難所については、お住まいの校区の小
学校（小学校がハザードエリア内に立地す
る萱野北小校区は第二中学校、北小校区は
メイプルホール）を指定避難所として設置
しており、その運営は各小学校区を活動エ
リアとする地域コミュニティーの集合体で
ある地区防災委員会に委ねています。これ
は発災時の人的・物的資源を集中させ、災
害に強い防災体制の構築を目指すもので
す。
　よって、萱野北小校区の避難所である第
二中学校を除き、原則中学校は避難所とし
て開設しません。しかし阪神淡路大震災級
の大規模災害が発生した場合には、中学校
も拡張避難所として開設します。
　日中の開校時間内に災害が発生すれば、
学校内で教職員が安全を確保し、保護者へ
の引き渡しをするなど、児童・生徒の安全
を第一に考えて行動します。

現在緊急避難所として指定されておりませ
んが、箕面市内全小中学校を緊急避難所に
して頂きたい。日中子供達の居場所なの
で、災害時一時待機しそこから指定避難所
へ移動となると危険だと思います。であれ
ば、災害時先生方に見て頂いてる方が子供
達も安心だし親も居所が分かるので迎えに
行きやすい。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校教育室）教育の底上げについて
作文能力・運動能力について、専門の補助
員を導入してでも底上げして欲しい。 　専門の補助員を入れることは難しいです

が、作文指導は、国語教育の一環として１年
生から体系的に指導することになっており、
すべての学校で広く取り組みが展開されてお
ります。また、箕面子どもステップアップの
学力調査や全国学力調査を分析したところ、
文章に表れている物の見方や考え方を捉え、
自分の考えを持つという国語の記述問題にお
いて、全国より高い結果ではあるものの、正
答率がほかの問題に比べて最も低い結果でし
た。この結果からも、読解力を向上させるこ
とが重要であると認識しています。
　そのため、本市では、読む力、書く力を小
学校低学年から着実に身につけさせる授業づ
くりを「箕面の授業の基本」に基づき行うと
ともに、学校の図書活動を活発に行っていま
す。また、各学校においても、校内研究の
テーマを国語に設定し、年間を通じて研究を
行っている学校があります。さらに、箕面市
教育研究会の中に設置されている小学校国語
部会、中学校国語部会において、国語力や読
解力を効果的に高める研究を行っています。
　運動能力に関しては、令和元年度に児童用
の副読本と教員用の指導書の両方を活用した
学校の伸び率が一番高く、子どもたちの体力
向上に高い効果が期待できるということが分
かったことから、令和２年度から市内全ての
小学校の体育の授業で、児童用の副読本、教
員用の指導書を導入し、運動能力を上げる取
り組みを実施しています。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　子育て支援室
　子ども未来創造局　教育政策室）

  高校卒業年齢までのすべての子どもへの
所得制限なしの医療費助成に加え、産婦健
診・新生児聴覚検査の費用助成の開始、３
才６か月児健診における視覚の屈折検査の
受診者全員への検査の開始、保育・幼児教
育センターの設置による公民すべての就学
前施設における保育・幼児教育全体のさら
なる質の向上に向けた取り組みの開始な
ど、さまざまな取り組みを行い、子育て世
帯を支援しています。（子育て支援室）
　教育については、府内公立学校として始
めての施設一体型小中一貫校の開校、ICTを
活用した教育、小学校１年生からの毎日の
英語教育の実施など、さまざまな面で国の
動きに先駆けた取り組みを行い、教育環境
の充実を図っています。（教育政策室）

箕面市の魅力UPについて
最近ですと子育てしやすい街として明石市
の取り組みが凄い！と同世代でも話題に
なっており、実際に引越しした方も身近に
います。具体的には子供の医療費無料や、
所得制限なく第二子以降の保育料の完全無
料化等は非常に魅力的です。箕面市での子
育てもとても魅力に感じていますが、「子
育て、教育日本一」を掲げる箕面市で更に
子育てしやすい環境を整える為に考えてい
る制度、サービスはありますか？
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　保育幼稚園総務室
　子ども未来創造局　保育幼稚園利用室）

　公立幼稚園の定員に対する充足率は約２
割と低い状況があり、定員の空きとしては
十分余裕がある状況で、そのような状況も
踏まえて箕面市新アウトソーシング計画に
おいて、施設再編が方針決定されました。
　(仮称)ちゅうぶ認定こども園の定員につ
いては、再編対象の園における近年の園児
数の状況や、現在在籍している園児を確実
に受け入れることを前提に、施設面積を勘
案して適切な定員を設定しています。
　（参考：令和5年度の公立幼稚園定員）
　4歳児…計105名　
　5歳児…計140名
（参考：令和6年度の公立幼稚園・認定こど
も園（1号認定）定員予定）
　4歳児…計105名　
　5歳児…計105名
　一方、今後中部･西部･東部地域に整備す
る公立認定こども園では、現在の公立幼稚
園では実施していない給食や預かり保育の
提供を開始する予定であり、かつ、(仮称)
ちゅうぶ認定こども園は、他地域に先駆け
て開園することから、一時的に例年より入
園希望が高まる可能性もあり、願書配布の
際にはその旨ご説明させていただきまし
た。
　なお、従前からご説明しているとおり、
公立認定こども園は就学前人口減少時の調
整弁としての機能を引き続き果たしていく
ため、現行公立幼稚園同様、１号認定こど
もの入園は４･５歳児を対象としています。
　認定こども園の運営等については、現在
検討を進めており、適宜分かりやすい情報
発信に努めていきます｡(保育幼稚園総務室)

　幼児教育・保育の無償化については、3歳
以上の全てのお子様の保育料が無償となっ
ていることから、公民の区別なく広く対象
施設を選んでいただけます。
　また、民間の幼児教育保育施設に対し
て、安定して質の高い幼児教育・保育を提
供していただけるよう、本市及び大阪府よ
り運営に係る補助を実施しています。支援
教育についても、公立と同じ体制が取れる
よう市独自で施設に対して補助しており、
今後さらに民間での支援教育に充実に向
け、補助金の更なる拡充を検討しています｡
(保育幼稚園利用室)

子育て・教育日本一のまちづくりというこ
とで若い世代の人口増加・移住を目指して
いるわりに、市としての根幹である公立幼
稚園の特に4、5歳児が入れる枠が少なすぎ
ると思います。
ちゅうぶ認定子ども園についても、令和6年
度はどれぐらいのニーズがあるか分からな
いため確実に入園できるか分からないので
他の公立幼稚園も視野に入れておくよう言
われました。ちゅうぶ認定子ども園の方針
や教育理念など、大切な事をもっと早くに
知らせるべきです。
他の自治体では1号認定でも2歳児から入園
できる子ども園が結構あると聞きました
が、箕面市では4、5歳児の枠についてどの
ようにお考えでしょうか？
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校教育室）

（子ども未来創造局　児童生徒指導室）

　WBGT31度以上の運動は原則中止を環境省
が定めています。
　WBGT31度以上となれば、熱中症の罹患の
可能性が大きく上がることから、子どもた
ちの健康と学びを保障するため、WBGT31度
以上では、屋外活動を引き続き禁止と致し
ます。遮光シートは長時間となる水泳部の
活動時に、少しでも安全な環境で練習でき
るように、引き続き活用してまいります。

　今年度は、第一中学校、第三中学校、彩
都の丘学園で部活動地域移行モデル事業を
実施しています。スポーツ庁の「運動部活
動の地域移行に関する検討会議提言」を受
け、今後、休日の部活動から段階的に地域
へ移行することを検討していきます。
　外部委託するかどうかについては、まだ
何も決まっていません。遠征・大会にかか
わる費用は現状と同様に発生しますが、そ
れら以外の追加費用については、まだ決
まっていません。
　今後、地域へ移行した場合も、生徒に
とってふさわしいスポーツ環境を整備する
ために、指導方法のあり方について、協議
していく予定です。また、指導者研修を実
施することも必要だと考えています。
　「学校の成績表の提出」は不要と考えま
す。

暑さ指数31の状況下での水泳の授業につい
ての質問です。
暑さ指数が31であっても、水泳の授業に
限っては、遮光シートの下で行うことは出
来ないでしょうか。
遮光シートの下はひんやりとして涼しいの
ですが、31を越えると屋外の活動が出来な
いので、使う機会がほとんどない状況で
す。
隣の吹田市や豊中市の方とお話をしていま
すと、『箕面市は他市よりも、基準が厳し
いのね』という声も聞かれます。
暑さ指数が28から31に緩和され、夏場の体
育の授業を受けられる日が増え、大変感謝
しております。
今後も、箕面の子どもたちが、熱中症対策
をしながら暑さに慣れ、更に体力をつけて
いく為に、暑さ指数31度でも、遮光シート
の下でなら、水泳の授業に限って認めてい
ただくことはできないでしょうか。
限られた回数の水泳の授業、暑い時こそ、
気持ちの良いものだと思いますので、子ど
もたちにその機会をぜひ与えてあげたいと
思います。

部活動の外部委託について
・今後学校の働き方改革のため、中学校の
部活動の外部委託が進められていきます
が、箕面市としての方針を伺わさせていた
だければと考えております。
現行の部活動との違い、外部委託に伴う保
護者への追加費用の発生（遠征・大会を含
む）等について教えていただければと考え
ております。
・具体的には、外部委託の先生に主導権が
移るのか？補助的なのか？
外部委託の先生の指導方法に全て任すの
か？それとも今までの部活のやり方で指導
して頂くのか？
外部委託の先生に学校の成績表を提出する
必要はあるのか？保護者の許可は必要ない
のか？
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局 学校教育室）

（子ども未来創造局　子どもすこやか室）

毎日、教科書とタブレットの持ち帰りは大
変。自宅端末で対応できるアプリに更新
できないか？

 本市ではタブレット端末を活用した家庭で
の学習も実施しているため、児童生徒の負
担を考え、教科書については学校に置いて
おき、必要な教材のみ持ち帰る運用を行っ
ております。ただし、利用しているアプリ
やシステムについては、ご家庭の端末でも
利用が可能なものとなっています。（デジ
タル教科書、tomoLinks、デジタルドリル）
 タブレットを持ち帰る理由につきまして
は、配備端末にはフィルタリングをしてい
ることから、家庭でのタブレットを用いた
学習において、有害サイト等へのアクセス
を制限して安全に学習できることや、子ど
もたちにとっても使い慣れた端末であるた
め、円滑に学習に取り組めること、ご家庭
での活用時に機器トラブルが生じた際、対
応しやすいことなどから、学校から配布さ
れたタブレットの持ち帰りを行っていただ
いています。

子どものことを気軽に相談できるように、
カウンセリングの先生や専門の先生に幼稚
園にも来てもらいたい、もしくはそのよう
な場所を設けて欲しい。乳児の頃は健診時
に気になることを相談できた(手厚かった)
が、幼児期、就学前は相談できる場所がな
い。

　おおむね３歳６か月児健診以降の子ども
の発達に関する相談は、子どもすこやか室
総合保健福祉センター分室の発達相談「ゆ
う」で行っています。専門の資格を持った
心理士が、子育ての悩みや幼稚園等での困
りごとの相談、社会資源の情報提供などを
随時行っています。
　電話や個別面談での相談のほかにも、希
望に応じてお子さんが通われている幼稚
園、保育園、認定こども園等への巡回や連
携、必要に応じて個別での発達検査等も行
います。
　就学前の子どもの発達に関する専門の相
談窓口として、市のホームページや「子育
て応援ガイドブック」「箕面子育て応援
ブック“SMILE”」などでご紹介していま
す。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校教育室）

（子ども未来創造局　青少年育成室）

（地域創造部　箕面営業室）

　各校に高性能カメラ・マイク付きヘッド
ホンは学級数以上のものをすでに配布し、
どの学校でもオンライン授業の際にはカメ
ラ等を使用しています。
　また今年度、避難所用として普段の学校
教育でも使用できるＷｉ－Ｆｉ装置を配置
し、特別教室等におけるネットワーク環境
の整備を行いました。さらに、国の補助金
を活用してオンライン授業用機器が未整備
であった特別教室に配信用タブレット端末
及び外づけカメラを設置し、特別教室での
オンライン授業の際に、機器を持ち込んで
セッティングする必要がなくなり、容易に
特別教室でオンライン授業が実施できるよ
うになりました。この取り組みは、他市と
比べても充実したものとなっています。

　PTAは、子どものために何かできる事はな
いかな、と思う保護者と教職員の集まりで
す。PTAの活動に参加することで、学校へ行
く機会が増え、学校や教職員、学校の環境
を知ることができ、子どもの話の中だけで
なく、子どもの学校での様子がよくわかる
ようになるとのお声をたくさん頂いていま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　
　「自分の子どものため」から「近所の子
どもたちのため」協力してみようか、と気
軽に参加できるような仕組みづくりも必要
だと思います。

箕面まつりのなどのお祭りや飲食出店のイ
ベントなどで、それぞれの出店者さんに商
品の食物アレルギー表記を義務付けること
は出来ないでしょうか。
いつもお店の人に原材料に卵が含まれてい
るか直接聞いていますが、中には把握して
ない方や、お酒を飲みながら営業されてい
て要領を得なかったりで、決まった安心で
きるものしか買えなかったり心配が尽きな
いそうです。
可能であれば大きめに表示だけしておいて
頂けたら自分で判断出来ますし、同じよう
な悩みを抱えているご家族もたぶんたくさ
んおられると思います。
命に関わることですし、子育てにも関わる
かなと思いましたので、提案させていただ
きました。

　現在、箕面まつりでは、箕面まつり推進
協議会事務局から出店者に対して、出店者
説明会で「食材ピクトグラム」を記載した
用紙を配布し、それを用いて提供する料理
等の食物アレルギー表記をブースで掲示す
るよう依頼しているところですが、掲示が
十分でない店舗もあることから、いただい
たご意見を踏まえて、出店者に対して来場
者に分かりやすい表示を徹底するよう、市
から箕面まつりの実施主体である箕面まつ
り推進協議会事務局へ要望いたします。

・学校のICT機材の拡充について
箕面市はICT教育にとても力を入れている街
だと感じています。
コロナ禍において早期から全生徒にタブ
レットを配布し、オンラインでの授業体制
を整えていただいたことにより、子どもた
ちの学びをとめなかったことに大変感謝し
ています。
コロナの状況も現在は少し落ち着き、オン
ライン授業の活用機会も少なくなってはい
ますが、学校行事など生徒、保護者が一度
に集まるような場合では依然として感染対
策が必要でありこれからはそれが通常の形
態となっていくと思われます。
そのような中でマイクやカメラは支給PC備
え付けの装置を使っているため音質、画質
は受信側の忍耐力を必要としますし、間違
いや誤解の元ともなってしまいます。
これまでに築き上げたICT政策をもう一段進
めるためにも、是非ICT教材の付帯設備の拡
充を検討いただくことは可能でしょうか？

昨今、PTAは必要か？などの議論も少なから
ず出ています。 それもあり、PTAの役員に
なるのはハズレくじを引いた。と保護者の
方々に思われているようです。そこで、連P
経験者の上島市長に質問なのですが、PTAの
良さ。必要性等を、PTA活動に参加していな
い、あえて言うと毛嫌いしている保護者の
方々にPTAをアピールし、参加を促すには、
どうすれば良いと思われますか？  

- 11/35 -



市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　教育政策室
子ども未来創造局　保育・幼児教育ｾﾝﾀｰ）

箕面市のこども達にどのような子に育って
ほしいですか？

　これから多様性のある社会を生き抜くす
べての子どもたちにとって、自ら学び、課
題を見つけ、問題を解決していくための力
や、自分の意見を表現でき、他者のことも
認めることができる力が大切と考えていま
す。そのための力をしっかりと伸ばすため
に、個別最適な学びと、社会とつながる協
働的な学びの実現を図りながら、持続可能
な社会の創り手となるグローバルな人材育
成を目指しています。（教育政策室）

　人権尊重を基盤に人とかかわる力を大切
にしながら、
　○自分の体や命を大切にする子ども
　○感謝と思いやりの気持ちをもてる子ど
も
　○自ら考え取り組もうとする子ども
　○自分の思いや考えを表現する子ども
を育んでいきたいと考えています。（保
育・幼児教育ｾﾝﾀｰ）
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　保育幼稚園総務室）

（市民部　介護医療年金室
　子ども未来創造局　子育て支援室）

長引くコロナ禍で、子どもたちのマスク生
活も３年になろうとしている。子どもたち
の健康、成長に与える悪影響が心配だ。成
長著しい時期に周囲の大人も友達もマスク
で表情が見えない状況で、コミュニケー
ション能力や他者を信頼する心、寄り添う
気持ちなどがどこまで育つのだろうか。風
邪もひいていない健康な子が毎日マスクを
し何度も消毒をするのが健康的な生活と言
えるのだろうか。子どもにはマスクが却っ
て不衛生な事も多い。形骸化しているので
はないか。新しい生活様式と正しい事のよ
うに大人たちは言うが、子どもたちの将来
に与える影響は誰にも分からない。貴重な
子ども時代を損ないたくない。子どもに
とっての本当に健やかな生活を改めて考え
てほしい。
※マスクは強制ではなく、自由だという事
を市民に広く知らせるべき。箕面市とし
て、子どものマスク着用による利点と悪影
響について、どのようなことがあると考え
るか、又、教育現場でのマスク着用推奨を
やめる状態、時期をどのように考えている
か教えて頂きたい。

　マスク着用については、新型コロナウイ
ルス感染症にかかる基本的な感染対策の一
つである一方、特に就学前児のマスク着用
については、個々の児童の発達の状況や体
調等に十分配慮する必要があることから、
国・府の方針に基づき、公立保育所・公立
幼稚園では、マスクを外して過ごすことを
基本とするとともに、保護者の希望や児童
の状態に応じた個別対応を行っており、そ
の旨を保護者にお知らせしています。
　民間園に対しても同様に国・府の方針や
市の取り組みについて情報共有するととも
に、子どもがマスクを着用する際には、熱
中症等のリスクに十分留意するよう通知し
ています。引き続き、国・府の方針を注視
しながら、必要な対策を行います。

箕面市での所得制限なしの医療費助成は大
変助かっております。
児童手当も削られる中、今の子育てにお金
をかけたくても、進学など先の事を考える
とお金を貯めなくてはいけないです。物価
も上がってる中、もう少し子育てに向けた
助成があると嬉しいです。また、それが平
等に行き渡るような制度がほしいです。
今後も続くであろう物価高…。子育て世代
への助成をどのようにお考えですか。

　本市では、独自に所得制限なく高校卒業
年齢までのすべての子どもに医療費を助成
し、子育て世帯を支援しています。令和３
年度の子どもの医療費助成制度の助成額
は、就学前：約1億7800万円、小学生：約2
億1200万円などで、合計額は約5億6600円で
した。(介護医療年金室)
　本市では、令和２年度に市独自の施策と
して、新型コロナウイルス感染症の影響を
うけている子育て世帯を支援するため、所
得制限なしで18歳以下の子ども1人につき１
万円を支給しました。また、本年度は原油
等の原材料価格等の高騰の影響により子育
て世帯にかかる教育・生活上の負担を支援
するため、１８歳以下の子ども１人につき
大阪府配布の１万円に市独自で１万円を上
乗せし、合わせて２万円のギフトカードを
配布しています。このように、今後もその
時々の社会の情勢にあわせ、子育て世帯に
向けた支援策を講じてまいります。（子育
て支援室）
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答
（健康福祉部　障害福祉室
　子ども未来創造局 子どもすこやか室
　子ども未来創造局　人権施策室）

　障害者手帳の申請にあたってはご不便を
おかけいたしております。
　発達障害の診断ができる病院について
は、大阪府のホームページで公表されてい
る「大阪府発達障がいの診断等にかかる医
療機関ネットワーク」の中から、池田、豊
中、吹田などの近隣市の医療機関を中心に
ご紹介しております。
　また、年齢に関わらず、障害のあるかた
への支援の情報につきましては、本市のラ
イフプラザで障害者手帳を交付する際、手
帳の種類や障害等級、年齢等に応じて利用
できる障害福祉サービスや制度のご案内を
させていただいています。
(障害福祉室）
　おおむね３歳６か月児健診以降の子ども
の発達に関する相談は、子どもすこやか室
総合保健福祉センター分室の発達相談「ゆ
う」で行っています。専門の資格を持った
心理士が、子育ての悩みや幼稚園等での困
りごとの相談、社会資源の情報提供などを
随時行っています。電話や個別面談での相
談のほかにも、希望に応じてお子さんが通
われている幼稚園、保育園、認定こども園
等への巡回や連携、必要に応じて個別での
発達検査等も行います。(子どもすこやか
室）
　就学後に支援が必要なお子様は、支援学
級在籍や通級指導教室を利用することで、
障害や特性からくる学習上または生活上の
困難を改善、克服するための教育プログラ
ムである特別の教育課程を組むことができ
ます。
　就学後に各校では、通常の学級担任、支
援教育コーディネーター等が支援体制につ
いて検討しますが、心理士、支援学校の見
立てが必要な場合、訪問相談を受けます。
　あくまでも教育の視点での訪問相談のた
め、直接医師につなぐような進言はしてお
りません。訪問相談等の情報をもとに、保
護者の方に診断の必要性について検討して
もらっています。(人権施策室）

就学後の支援について
市内に発達専門の病院や医師が居ないので
福祉手帳の申請にとても時間がかかって不
便です。就学後の支援政策もわかりにくい
ので、子どもの為に利用できる制度を教え
てほしいですし、相談できるところを教え
てください。また、専門の医師につないで
いただく事は可能でしょうか？
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　保育幼稚園総務室
子ども未来創造局　保育・幼児教育ｾﾝﾀｰ）

こども園への変革や、共働きの親が増える
などの社会情勢の変化もあり、公立幼稚園
の幼児教育は、今、　過渡期にあると思い
ます。
市長として　幼児教育のあり方をどのよう
に考えていらっしゃいますか？

　今後の少子化も踏まえ、限りある財源の
中で、公立幼稚園だけでなく公立保育所も
併せて、多様な就労形態に即した保育機能
を備えた施設として、保育所と幼稚園がと
もに役割を補完しあえる認定こども園を整
備します。
　乳幼児期は、心も体も大きく成長し、生
涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な時
期であることから、箕面市では夢や希望を
もち「自分らしく生きる箕面っ子」の育成
をめざし、子どもたちの「生きる力」「つ
ながる力」を育んでいきます。そのため、
乳幼児期の保育・教育について、公立・私
立や、施設種別に関係なく、市内すべての
就学前施設をつなぎ、ともに高めあうた
め、箕面市保育・幼児教育センターを開設
しました。
　当センターは就学前施設に勤める保育
士・幼稚園教諭等を対象とした研修会や巡
回訪問などを通して、配慮を必要とする子
どもへの支援の充実、小学校教育との円滑
な接続など、保育・幼児教育全体の質の向
上をめざした取り組みを進めていきます。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（みどりまちづくり部　公園緑地室）

（みどりまちづくり部　公園緑地室）

（子ども未来創造局　青少年育成室）

公園などのトイレに子ども（男子）が行く
とき、便器の高さ、手洗い場の高さが高く
てとどかない為、一人で行くのを嫌がりま
す。また、『暗くて汚いから』と言って行
かないこともあるので、改善して頂けると
ありがたいです。
公園が大好きで２〜３ヶ所ハシゴして遊ぶ
ことが多いのですが、公園の遊具がどこも
似ているので、何か工夫して頂けると、
もっと沢山遊べると思います。唐池公園や
親水公園のように、安全で幅広い子供達が
遊べる公園を増やして欲しい。

　市では、令和３年度に公園利用の促進を
図るため国の補助金を活用しながら遊具を
更新する公園リニューアル事業をスタート
させました。また、並行して公園トイレの
洋式化、美装化などを進めており、令和４
年度には芦原公園など６公園の公園トイレ
の改修を予定しています。公園のトイレ改
修は限られたスペースの中で行うため、子
どもだけの利用ではなく、高齢者や車椅子
で利用される方を想定した便器の高さ、手
洗い場の高さとなっており、洗い場は標準
よりもやや低い高さですが、小さなお子さ
んのトイレ利用については親御さんも一緒
に付き添っていただくようお願いします。
　公園リニューアル事業では、公園ごとに
利用者のターゲットを定めたエリア分けを
行い、ターゲットに応じた整備を行うこと
で幼児から高齢者まで幅広い世代が楽しめ
る公園をめざしています。なお、設置する
遊具については、令和元年度に幼稚園・保
育所の保護者に対し実施したアンケート結
果に基づき、人気のあった遊具、又は人気
のあった遊具と同様の機能などを持つ異な
る遊具を設置する工夫を行っています。

　市では、箕面市まちの美化を推進する条
例により犬のふんの放置を禁止しており、
違反者に対し回収等の措置を講ずるよう指
導することができます。
　また、マナーを守り、快適な公園環境の
維持に配慮した利用を促すよう「犬のふん
の放置」を禁止する旨の看板を設置するな
ど啓発に努めています。
　なお、指導・勧告後に出される命令に違
反する場合は、一万円以下の過料に処すこ
とができます。

オルタナの森での自然体験イベントがとて
も良かった。ただ送迎の負担が大きいの
で、箕面駅からバスを出して欲しい。

　従来から、自然体験や野外体験などの市
主催事業への参加者も含め、センターを利
用される方の送迎については、市としては
対応しておりません。
　施設をリニューアルするにあたり、駐車
場スペースを拡大し、多くの方が来場しや
すい環境整備を図ったところです。

『子育てについて』
日頃、子どもを公園に連れて行って思うこ
とは、犬のフンがあることが気になってい
ます。自由に遊ばせてあげたくて公園に連
れて行くのに、犬のフンのせいで行動制限
したり、見張っていないといけない。犬の
フン放置を罰金制にしてほしい。きれいな
公園で遊びたいし、きれいな道を歩きたい
です。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校教育室）

（子ども未来創造局　保育幼稚園利用室）

（子ども未来創造局　保育幼稚園総務室）

学校と福祉施設の複合型施設があればいい
なぁと思ったことがあります。子供達は高
齢の方から、知恵や知識を学ぶことがで
き、ご高齢の方は子供たちと触れ合うこと
で楽しみや意欲を持つことができるのでは
ないかと思いました。学校や福祉施設の多
い、箕面ならではの土地柄を生かせられる
のではないかと思います。（行事や授業の
中で触れ合う一緒にいられる空間や時間を
作るなど）

　コロナ禍以前は、「七夕の笹づくり」や
「昔遊びをしよう」、敬老のつどいの際の
「合唱」等、高齢の方と子どもたちが触れ
合う機会を設けておりました。今後は、コ
ロナの状況を鑑みながら、高齢の方と子ど
もたちの触れ合う場づくりを検討していき
たいと思います。

子ども達のために、子育てや教育にもっと
予算を充て、保育士に関する待遇を改善し
てほしいです。

　本市では、子育て・教育日本一のまちづ
くりの実現に向け、毎年予算確保に努めて
います。令和４年度当初予算における子育
てや教育に関する予算は約161億円で、北大
阪急行関連を除いた一般会計予算の３割を
占めています。なおこの予算には､小中学校
の教員の給与は含まれていません。
　保育士の処遇改善については、国制度を
活用しこれまでも取り組んできましたが、
令和４年２月からは、賃金（年収）を３％
程度（月額9,000円）引き上げる処遇改善を
各施設において実施しています。
　また、保育士確保対策の一環として、市
内民間保育園や認定こども園等で新たに働
く市内在住の保育士を対象に、月２万円を
３年間支給したり、家賃補助にも取り組ん
でいます。引き続き、保育士の処遇改善に
努めます。

園バスやスクールバスにアメリカのように
リセットボタンの設置をしてほしい。（ア
メリカでは標準装備です）

　送迎バスにおける安全管理の徹底につい
ては、国においてもその対策を検討してお
り、子どもの置き去りを防ぐため、来年4月
から送迎バスに安全装置の設置を義務づけ
ることなどが盛り込まれた緊急対策をまと
めています。その内容も踏まえ、本市にお
いても必要に応じた予算措置など、安全対
策を徹底していきます。
　なお、市内でバス送迎を行っている幼稚
園等では、出欠確認や子どもの人数確認を
徹底するとともに、降車時には車内の忘れ
物点検や消毒も併せて行っており、必ず後
部座席まで行き、目視での確認を徹底して
いることを確認していますが、施設に出向
いての実地調査を年内に行い、国への報告
を予定しています。
　また、定期的に実施している施設監査に
おいても、置き去りを防止するための取り
組みについて確認し、必要な改善が図られ
ない場合等は、法に基づく改善命令や事業
停止命令の措置をとるなどの対応を行い、
安全対策を徹底していきます。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　保育幼稚園利用室）令和６年度のちゅうぶこども園開園に向け
て、各園所それぞれ取り組んでいる中で、
『かけはし』という国のプロジェクトのモ
デル地域の一つとして、
３年をかけて実践、検証し、カリキュラム
を完成させる…。

こども園の開園（閉園や園舎の改修など）
と、かけはしプロジェクト同時進行は可能
なのか。また、同時に行う意図は？

　認定こども園の移行時期と架け橋期プロ
グラムの検討時期を意図的に合わせたもの
ではありませんが、認定こども園の教育活
動を検討していく中で、架け橋期の視点を
より意識して取り入れることができる利点
があると考えています。
　また、架け橋期プログラムの検討にあ
たっては、ゼロから検討を進めるのではな
く、これまで各園所や小学校がすでに取り
組んできた数多くの実践例がベースになる
と考えています。これまでの取り組みも十
分活用し、業務負担の平準化にも努めなが
ら、幼児教育と小学校教育が円滑に接続で
きるよう取り組みを進めていきます。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　保健スポーツ室
　みどりまちづくり部　公園緑地室）

　スケートボードに関しては、現在、スカ
イアリーナと第二総合運動場の一部をス
ケートボード利用可能場所として開放し、
利用者のニーズを調査する実証実験を行っ
ております。当該実証実験の状況や利用者
団体の意見を参考にしながら、スケート
ボード場の必要性について検討していきた
いと考えております。（保健スポーツ室）
　市では、令和３年度に公園利用の促進を
図るため国の補助金を活用しながら遊具を
更新する公園リニューアル事業をスタート
させました。令和元年度に小学校１年～３
年生の児童及び幼稚園・保育所の保護者に
対し実施したアンケート結果に基づき、人
気のあった遊具と同様の機能などを持つ遊
具を設置しています。
　新規の室内遊戯施設の整備については、
施設整備の場所の確保が必要であるなどの
理由により、現実的に困難な状況であると
考えています。
　箕面市内の公園は主として近隣に居住す
るかたたちの利用を目的としているため、
市では整備内容の検討にあたり他市の公園
をモデルとするのではなく、公園ごとに定
期的に公園の清掃などを行う活動団体や地
元自治会との意見交換会の開催、公園の利
用実態調査などを行い、地域特性を考慮し
ながら進めています。また、意見交換会な
どで得られた意見や要望については個別に
検討を行い、可能な範囲で工事内容への反
映に努めています。(公園緑地室)

・スケートボード禁止の公園があります
が、
スケートボードを使用できる公園は、ない
のでしょうか？オリンピックまでできるの
ならば、スケートボードできる場所が欲し
い。
キックバイクなども、気にせずできる場所
が欲しいです。
・公園の遊具は、もう少しいいものに変わ
りませんか？小さい子向けが多いように感
じます。
・親水公園ですが、リニューアルしたがあ
まり変わっていない、滑り台がない。せっ
かく水遊びできるところなのに、もったい
ないと感じます。
・外ばかりの公園ではなく、室内遊具を置
けるところはないのですか？（花園の公
園、憧れます。外にも立派な遊具、ドリー
ム21では広い室内遊び、プラネタリウムな
どありました。）
・公園づくりにあたって、他の市などの、
どこか公園へ視察等されたのでしょうか？
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校施設管理室）

（子ども未来創造局　学校教育室）

　トイレ清掃については、２ヶ月に１回の
頻度で委託業者による清掃を実施していま
す。清掃回数の増加や新たに廊下の清掃を
実施することは財政状況が非常に厳しいた
め困難ではありますが、現契約の中で対応
可能な内容があれば、委託業者と検討して
いきます。

　現在、ZoomだけでなくtomoLinksを活用し
たオンライン授業の実施が可能となってお
り、家にいても、授業中に配られるデジタ
ル資料を受け取れたり、タブレット端末を
使って書込みすることで、登校している児
童生徒と意見交流ができるようになってい
ます。
　tomoLinksを活用した授業が円滑に行われ
るよう、引き続き学校や教職員を対象に研
修等を実施していきます。

学校の衛生状態について
トイレの清掃状態が非常に気になります。
悪臭と小蝿が発生しており不衛生です。マ
スクや消毒に躍起になる前に、トイレや手
洗い場の衛生状態をよくできないのでしょ
うか。
また、廊下も埃だらけです。子供による掃
除だけでは限界があります。月に一回だけ
でも、きちんとした清掃業者に清掃しても
らえないでしょうか。

オンライン（Zoom）授業の質向上に向けて
不登校やコロナ等で登校できない生徒向け
にオンライン授業ができました。
しかし、教室の授業をzoom配信するだけで
は見るに堪ない内容です。
到底教育目標である人格形成や勉学が身に
つくとは思えません。
子どもたちの成長は待った無しであり、今
後どのように質を向上していくのか、お聞
かせいただきたいです。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　青少年育成室
　子ども未来創造局　文化国際室
　子ども未来創造局　放課後子ども支援室)

　箕面市では、各小学校で１年生から６年
生までの児童が自由に遊べるよう、学期中
の給食がある日の放課後に運動場と余裕教
室等を毎日開放しています。
　学校が夏休みの間も「夏の居場所づくり
事業」として余裕教室を開放しています。
（放課後子ども支援室）
　西南図書館のフリースペースでは、幼児
～中学生を対象に、毎月第１・３土曜日と
長期休暇中の午前10時～午後5時まで開放し
ています。東図書館では、東図書館うきう
きひろばとして、幼児～中学生を対象に、
毎月第２・４土曜日と長期休暇中の午前10
時～午後5時まで開放しています。
　らいとぴあ21ではぴあぴあルームとし
て、小学生を対象に、毎週火～土曜日（祝
日を除く）の平日は放課後～午後5時30分ま
で、土曜日及び長期休みは午前9時～午後5
時まで開放しています。
　中高生向けにはAOBAカフェとして、毎週
水・土曜日の午後6時～9時（中学生は、親
の了承がない場合は午後8時まで）まで、お
しゃべりしたり遊んだり勉強したりできる
場所として開放しています。（文化国際
室）
　ご要望のような新しい複合的な公共施設
ではありませんが、学校や公共施設を活用
して子どもの居場所・遊び場を確保してい
るところです。（青少年育成室）

子どもの室内の公共の遊び場が少ないと思
います。小中学生が室内で遊べたり、利用
できる施設の充実を要望します。
大阪市では、卓球・トランポリンなど体を
動かす遊びやゲーム・トランプなど遊具や
おもちゃが充実しており、さらには図書室
が併設されているような施設が区ごとに複
数あるとのことですので、箕面市にも同様
の施設を検討頂けませんでしょうか？
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（市民部　介護医療年金室　
　子ども未来創造局　教育政策室
　子ども未来創造局　学校給食室）

（子ども未来創造局　教育政策室）

　本市では、独自に所得制限なく高校卒業
年齢までのすべての子どもに医療費を助成
し、子育て世帯を支援しています。令和３
年度の子どもの医療費助成制度の助成額
は、就学前：約1億7800万円、小学生：約2
億1200万円などで、合計額は約5億6600円で
した。
（市民部　介護医療年金室）
　教育につきましては、全小中学校の全員
に配備した１人１台のタブレットパソコン
を活用し、わかりやすい授業の実施や、デ
ジタル連絡帳を導入するなど、先進的な学
校教育を進めています。また、英語教育に
も力を入れており、全小中学校で英語指導
助手７６名を配置し、英語の学習を毎日実
施しています。
 今後の施策については、決定の都度、市民
の皆様に情報提供してまいります。（教育
政策室）
　なお、給食費の無償化は財源の確保が大
きな課題です。今後、実現の可能性につい
て検討していきます。(学校給食室)

  現在、小学校とされている、船場に新設
する学校の種類について、これを再検討す
るかどうかの評価を、第三者である学識経
験者に仰いでいるところです。
　今後、この第三者による評価の結果を受
けて、教育委員会として、学校の種類（校
種）の再検討を行うか否かを決定する予定
です。なお、仮に再検討を行うことを決定
した場合でも、船場に新設する学校が施設
一体型小中一貫校に決定されたということ
ではなく、まずはどの校種とすべきかにつ
いて、教育委員会で議論、検討を行ってい
くこととなります。
　ご意見のありました校種に関するご要望
につきましては、第三者による評価を受け
ているところですので、現時点で明確な回
答はできませんが、子ども達や保護者の皆
様にとって良い学校となるよう、開校の準
備をすすめてまいります。

子育てはお金がかかりますが、『子育て・
教育日本一のまちづくり』とは、どういっ
た内容をお考えでしょうか？吹田市では、
給食費が無償化になりました。箕面市は栄
養バランスのとれた給食にはなりました
が、給食費は値上がりしました。
給食費の無償化など、これからの政策につ
いて考えているものがあればお伺いしたい
です。子育てや教育支援について、箕面市
に住んで子育てするメリットが無くなって
いるような気がしています。

船場地区は、小学校にしていただきたいで
す。
小中一貫校は、9年間顔ぶれが変わらず、子
どもにとっても保護者にとってもしんどい
そうです。イジメがあると、逃げ場がなく
なります。船場が小学校なら、6年経てば中
小と混ざり新しい顔ぶれの中学校になるこ
とができます。前市長の時に、たくさんの
話し合いを経て、小学校で話がまとまって
いました。公務員の仕事でも最長6年で移動
すると書いてありました。人間には、変化
が必要だと思います。どうか、船場は小学
校にしていただけないでしょうか？子ども
たち・保護者目線に立ち、市民に寄り添っ
た意見をお聞きしたいです。よろしくお願
いします。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（みどりまちづくり部　公園緑地室）

（みどりまちづくり部　環境動物室）

　地域住民からの通報及び市の空き家台帳
に基づく定期的な巡回により空き家の状態
を確認しています。その際、管理が不十分
であると判断した空き家については、その
所有者等に対して改善するよう指導してい
ます。本件に関しまして、具体的な場所に
ついてご連絡くださいますようお願いいた
します。

（子ども未来創造局　放課後子ども支援
室）

（子ども未来創造局　学校教育室）

唐池公園リニューアルに際して、以前は屋
根付きベンチがあったのですが、屋根付き
ではなくなったのはなぜなんでしょうか？
子連れで行った際、屋根があると日除けや
急な雨降りにも助かるのですが。

　唐池公園に設置されていた屋根付きベン
チ（四阿（あずまや））は、老朽化が進ん
でいたため、利用者の安全確保のため撤去
する必要性が生じていました。リニューア
ルにあたり、新たに遮熱効果として体感温
度を低減できるなどの効果があるとされて
いる日除け専用ルーバーを採用したパーゴ
ラを設置し、日陰となる面積を増やすとと
もに風通しの良い階段上に機能を移したも
のです。

非居住古家の問題をどう考えているので
しょうか？子どもの登下校時などが心配で
す。

学童の弁当がとても美味しくないし、内容
も貧弱と聞いている。それに伴って、頼む
人が少なくなる　→　益々採算が合わずレ
ベルが低下する。の負のスパイラルに入っ
ているのではないか。どうにかならないで
しょうか?

　令和２年度夏に開始しました学童ランチ
については、保護者の負担軽減を目的に、
保護者が希望する日に配食弁当を注文し、
学童保育室で児童が受け取ることができる
ようシステムを導入し、弁当業者の確保、
提携を行ったものです。
　また、昨年度、弁当業者が採算がとれな
いとして撤退の意向を示していたため、事
業継続に向けて保護者アンケートを令和４
年１月に行いました。その際、事業継続案
として、①現状の弁当業者で値上げ、②新
しい弁当業者で増量・値上げを提示し、保
護者のかたのさまざまなご意見をいただき
ました。集まった意見をもとに、①現状の
弁当業者で値上げすることとなりました。
　値上げ前には、他の弁当業者もあたりま
したが、価格が１食500円以上になる又は市
内全域に配達不可と辞退されたこともあ
り、①の選択となりました。
　お弁当の内容に関しましては、引き続き
可能な限り子どもの健康と嗜好に配慮した
ものを取り入れるよう、提供業者に伝えて
いきます。

Tomo linksをもう少し使いやすくしてほし
い。例えば海外からアクセスできないので､
海外出張中に時間割や宿題等の確認ができ
ない。

　海外からのアクセスについては、不正ア
クセス、ハッキング等を防ぐ観点から、あ
えて接続を禁止しております。
　セキュリティの為、ご不便をおかけいた
しますが、ご理解、ご協力いただきますよ
う、よろしくお願いいたします。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（みどりまちづくり部　公園緑地室
　子ども未来創造局　学校施設管理室）

（子ども未来創造局 学校教育室）

（子ども未来創造局 中央図書館）

公園について
箕面市の子供の体力は全国、大阪府と比較
して低い結果にある事が報告されていると
思います。その改善の1つとして、広い敷地
の公園を整備するのは如何でしょうか？公
園の遊具は非常に豊富にありますが、広大
な敷地が少なくサッカー、野球等のボール
遊びを行うスペースが少なく、子供達が自
由に体を動かすスペースが少ないと感じて
います。もしくは休日の小学校や中学校等
の運動場開放等も行い自由遊びができても
体力向上に繋がるのではと思います。

　箕面市では、既に市内全域を対象に都市
計画公園としての公園整備計画を定め、未
開設の９公園について、今後、整備を進め
ていく予定であり、それ以外の場所で、新
たな広い敷地を持つ公園を整備する予定は
ありません。
　なお、市内公園では他の利用者に危険を
及ぼさない範囲でボール遊びをすることは
可能です。(公園緑地室)
　小学校では運動場・体育館、中学校では
体育館を、平日夜間や土日祝に学校運用に
支障のない範囲で開放しています。
　利用にあたっては、事前に利用団体登録
が必要になりますが、現在、全ての学校の
校門を施錠しており、学校敷地を自由に出
入りするような施設開放は防犯の観点から
困難と考えております。（学校施設管理
室）

英語教育について
箕面市の中学生の英語力が、英語教育実施
状況調査によると全国の自治体の中でも突
出して高いことを報道で知りました。さい
たま市と福井市に次いで3番目とのことです
が、良いところを伸ばす意味でも英語教育
に関してさらなる新しい取り組みを考えら
れたりしていますか？

　英語で自分の考えを表現するイングリッ
シュ　エクスプレッション　コンテスト
を、今年度は大阪大学外国語学部を会場と
して１１月５日に実施します。
　また、現在小学校では、ALTが集まって仮
想の外国の町を作り、子どもたちが学習し
た英語を使って町をまわる『イングリッ
シュタウン』という取り組みを行っていま
す。今後は中学校でも実施をし、学習した
英語を実生活に近い環境で使う体験ができ
るよう、検討を進めています。

　書店の誘致については、市として明確な
答えはしかねますが、市立の各図書館でも
数年前から若い世代からお年寄りまで幅広
い世代に利用いただけるよう、カフェス
ペースや電子書籍などのサービスを拡充し
ております。
　例えば、船場図書館には、カフェスペー
スがあり、図書館の本を持ち込んで読むこ
とができます。また、中央図書館と東図書
館でも、子どもが読書を楽しめるエリアや
静かに読書を楽しめるエリアを設け、図書
館内にコーヒーなどの自動販売機を設置
し、お弁当などを食べることもできる飲食
スペースを設けており、カフェのように
ゆっくり過ごせる空間づくりを行っていま
す。様々な世代が快適に過ごせる環境をめ
ざして整備しております。

大型書店の設置について
箕面市にある木下ブックセンターが作家の
今村翔吾さんによって廃業危機から復活し
てくれたことは記憶に新しいですが、箕面
市内には書店が少ないように思います。
箕面市図書館も取り寄せサービスが充実し
ている点がありがたく、たくさん利用させ
てもらっているところですが、書店の誘致
を検討していただけないでしょうか。大型
書店で、かつ、カフェが併設されていると
若い世代からお年寄りまで幅広い世代の利
用が期待できるかと思います。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　保健スポーツ室）水泳教室について
以前豊中市に住んでいた際、二ノ切公園で
市主催のプール教室が開催されており、と
てもよかったと感じていました。箕面の市
民プールでも同様の教室はできないでしょ
うか。

　当市の市営プールにつきましては、現
状、夏季（７､８月）開放の屋外プールのみ
の運営となっております。当該プールにお
ける水泳教室開催の可能性については、市
民プールの指定管理者と相談してまいりま
す。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局 学校教育室）

（子ども未来創造局 学校教育室
　子ども未来創造局　児童生徒指導室）

　校種や教科を問わず、どの授業の授業者
でも大切にしたい「箕面の授業の基本」を
もとにした授業展開を行い、個々の教員間
で授業差が出ないように今後も引き続き継
続していきます。
　また、デジタルドリルを導入し、個人で
学習の難易度を選びながら（学年を選ぶ）
学習ができるようにしています。

タブレット学習の普及で手軽にオンライン
授業が受けれるようになってありがたいこ
とも多々ありますが、その反面視力体力の
低下が懸念されます。視力検査を増やす
等、市として何か対応のご予定はあります
か。

　家庭でのタブレット学習は30分程度です
ので、視力低下には影響はさほどありませ
ん。また、各校に30分以上使う際は、適宜
休憩をいれるように周知しています。
　子どもたちの体力低下は、箕面のみなら
ず府・国の課題となっています。各校毎に
体力調査結果を分析し、課題を洗い出し、
体力向上の施策を講じ、進めてまいりま
す。（学校教育室）
　視力検査については、６月末までに実施
される健康診断とは別に各校で必要に応じ
て実施しています。（児童生徒指導室）

学力の差について
学校教育に不満はありませんが、塾に通う
ことが当たり前になっている状況を見ると
やはり学習面においては十分でないのかと
感じたりもします。個々の学力の差もある
が、何か手立てが必要なのではないかと思
います。市として何か対応策はあります
か。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　学校教育室）

（子ども未来創造局　学校教育室）

（子ども未来創造局 学校教育室
　子ども未来創造局　児童生徒指導室）

冬の体操服について
長袖・長ズボンを着用させて欲しい。 　気候に合わせた服装をすすめています。

金融教育について
お金や経済、投資についての授業をして欲
しい。

　小学校において、金融教育は学習指導要
領に位置付けられておりませんが、コロナ
前は、希望の小学校対象に銀行・証券会社
等が、正しい金融知識の普及、金融リテラ
シーの向上の取組みを目的とした出前授業
を行っていました。中学校では公民の分野
で授業を行っています。

性教育について
性教育について充実させて欲しい。

　学校教育における性教育は、学習指導要
領に基づき作成された教科書を中心に、主
に保健体育科（小学校では保健）で教えら
れています。（学校教育室）
　昨年度は、子どもたちが性暴力の加害
者、被害者、傍観者にならないよう「学校
における生命（いのち）の安全教育」を実
施しました。（児童生徒指導室）
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局 青少年育成室)

（子ども未来創造局 学校教育室）

ようやく地域でイベントを開催しようとい
う機運がでてきたが、PTA、スポ進なども構
成団体として入っている青少年を守る会や
単位PTAなどの地域団体でイベントを主催す
る際に、コロナ禍でも開催しやすいスポー
ツ等の種目やその他のイベント内容、また
開催方法などアドバイスがいただける部
署、また用具などの貸借ができる部署など
について相談したいが、市役所や市教委で
相談窓口は作れないか？

　青少年を守る会、青少年指導員、こども
会、PTA、ボーイ・ガールスカウトなどの青
少年関係団体は事務局をしている青少年育
成室が、スポーツ推進委員や体育連盟など
のスポーツ関係団体は保健スポーツ室が、
それぞれ相談窓口として対応させていただ
いており、ご相談をお寄せいただけたらと
考えています。

トモリンクスでのPDF配布が使いづらい(探
しにくい)もう少し使いやすく改修する
ことはできないか？

　学校や保護者の方のご意見を聞きなが
ら、委託業者と連携しさらに使いやすくな
るように改善していきます。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　子育て支援室）

　少子化対策として、「安心して子どもを
産み・育てることができる」子育て支援の
観点から、下記の取り組み等を進めていま
す。
①妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな
いサポート体制の整備
②子育て世代の親子が孤独感なく過ごせる
よう、気軽に相談できる体制の整備や集え
る場の拡充
③必要な時に利用可能な保育環境の整備

校区内の公立幼稚園が統合される話を聞い
ています。
遠くない未来には、我が校の併合もあるの
かも知れないと危機感を持っています。
少子化対策は国としての責務なのでしょう
が、箕面市独自の取り組みを教えてくださ
い。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　青少年育成室
　子ども未来創造局　学校生活支援室）

（子ども未来創造局　学校給食室）

登下校時の交差点や危険箇所での見守りを
する中で、共働き世帯も増え下校時のボラ
ンティア確保が難しい。
月に数回でもいいので単Pの費用からシル
バーさんや外部委託するシステムは作れな
いか。

　箕面市では、青少年を守る会を中心に、
地域で顔の見える関係を作りつつ、子ども
たちの見まもり活動が実施されています。
　朝は守る会・PTA地区委員を中心に見まも
り、夕方は青色防犯パトロール活動をボラ
ンティアで実施されておりますが、校区に
よっては、ボランティアの確保が難しい現
状もあると聞いております。
　一方、各校PTA予算は、それぞれの総会で
決定・執行されております。例えば、運動
会の自転車整理・警備等をシルバー人材セ
ンター等に外部委託する校区があることを
聞いており、各校PTAでの協議のうえ決定さ
れるものと考えます。
　ボランティアでの見まもり活動にご理解
ご支援いただきつつ、地域で青少年を守る
会等と見守りの時間帯や必要な箇所など、
ご検討・ご調整いただけたらと考えます。

世界では子どもの安全を守る為にオーガ
ニック給食を取り入れているところが増え
ているが、箕面市の給食をオーガニック給
食にしていくことは検討されていますか。

　学校給食で使用している食材は、国や大
阪府による検査で安全性が確認されている
ものを使用しています。オーガニックの食
材は価格が高いため、学校給食に使用する
農産物を全てオーガニックにすることは困
難ですが、箕面産の野菜については一部、
農薬や化学肥料の使用量を減らしたもの
や、使用していないものを使っています。

- 30/35 -



市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（みどりまちづくり部　道路管理室
　子ども未来創造局　青少年育成室）

（地域創造部　交通政策室）

彩都地区は信号が学校前のスクランブル交
差点1箇所しかなく、道幅が広いためスピー
ドを出す車が多い。また工事車両も多いた
め道路に記載された注意喚起や消えかけて
いる横断歩道の修繕をお願いしたい。

　ご指摘のありました小中一貫校の南側を
東西に走る国文都市4号線については、令和
2年度から毎年、大阪府要望を通じて大阪府
警本部に信号設置を要望していますが、
「現在の交通量では信号機の設置は不可」
との回答を受けており、現時点での信号設
置は困難な状況です。
　市は速度抑制対策として、路面標示（速
度落せ）による注意喚起やポストコーンの
設置（幅員狭窄による減速効果を得るた
め）、なないろ公園前のハンプ設置等を
行っています。さらに、箕面警察では移動
オービスによるスピード違反の取り締まり
を実施していると聞いています。
今後も市と箕面警察が連携して車の速度抑
制対策を行ってまいります。
　また、毎年５、６月に青少年指導員を中
心に青少年を守る会、PTA、自治会等の協力
を得て、危険箇所・問題箇所点検活動を実
施しております。この案件についても、彩
都小校区青少年指導員より横断歩道等の塗
り直しの要望が出されており、箕面警察に
要望を出しているところです。

　北大阪急行線延伸開業に伴う路線バス網の
再編により、彩都地域においては、新駅であ
る箕面萱野駅への路線バスの運行頻度の増加
に加え、一部便では箕面駅へ直接アクセスが
可能になるなど、利便性の向上が見込まれま
す。
　また、オレンジゆずるバスの彩都地域への
乗り入れについて、オレンジゆずるバス再編
検討分科会における検討の結果、彩都地域に
ついてはオレンジゆずるバスの主な利用者で
ある65歳以上の高齢者の割合が低いことか
ら、需要が見込めないなどルート設定は困難
とされております。
　そのため、公共施設などへのアクセスにつ
いては、路線バスとオレンジゆずるバスとの
乗り継ぎ割引などソフト面での利便性向上を
検討して参ります。

彩都地区から市役所に公共交通機関を使う
と1時間以上かかる。
未就園児を抱える親や高齢者にとってとて
も不便。ゆずるバスもきていないため箕面
市内の公的機関やイベントに参加する機会
が奪われているのでアクセスの改善をして
頂きたい。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　児童生徒指導室）

　箕面市適応指導教室「フレンズ」は、萱
野中央人権文化センター（らいとぴあ２
１）にて、火～金曜日の午前１０時から午
後３時まで開室しており、『多様な活動を
通して、小集団の中で人間関係をつくり、
自主性や集団への適応力を高める』『登校
や進路などへのサポートにより、自立への
意欲・関心を高める』等の目的のもと活動
を行っています。
　また、各校の実態に応じて校内適応指導
教室を開設しています。
　不登校対応については、児童生徒指導室
が相談の窓口となります。

・不登校生徒をもつ保護者の質問
教育センターでは週２回カウンセリングや
生徒自身を気にかけてくれてはいますし、
学校内には、心の教室という教室に入れな
い生徒のための対応をしているとのことで
すが、学校にすら行けない生徒には行ける
場所がない状態です。
らいとぴあでは週１回適応指導教室を開催
していただいていますが、広い箕面の中で
一ヶ所のみです。校区ごとに通える場所が
必要です。
勉強する場所というよりふらっと行けば誰
かと話せるみたいな場所を設置することは
可能でしょうか？
学校で先生方はできる限りのことをしてく
ださっていると感じていますが、限界があ
ります。教員ではなく専門の人員を配置し
た施設を作っていただければどうかと思い
ます。
これだけ不登校の生徒が増えている中、市
としての対策を考えて欲しいです。市のど
の部署に相談すればよいかもわからずにい
ました。よろしくお願いいたします。

- 32/35 -



市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（子ども未来創造局　保健スポーツ室
  みどりまちづくり部　公園緑地室）

（子ども未来創造局　子どもすこやか室）

　スケートボードに関しては、試験的にス
カイアリーナと第二総合運動場の一部をス
ケートボード利用可能場所として開放して
おり、利用者のニーズ調査を行っておりま
す。保健スポーツ室としましては、実証実
験の状況や利用者団体の意見を参考にしな
がら、スケートボード場の整備の必要性に
ついて検討していきたいと考えておりま
す。（保健スポーツ室）
　箕面市が管理する公園においては、他の
利用者に危険を及ぼすおそれがあることか
ら、スケートボードの利用はご遠慮いただ
いております。また、新たにスケードボー
ドができる公園の整備については、施設整
備の場所の確保が必要であるなどの理由に
より困難な状況であると考えています。(公
園緑地室)

インフルエンザワクチン予防接種を中学生
以下無料接種にはならないのでしょうか？ 　子どものインフルエンザワクチン予防接

種は、予防接種法で規定された公費での接
種が可能な定期接種以外の予防接種とされ
ており、自己負担で、希望により受けてい
ただくものになります。
　しかし箕面市では、多くのかたに受けて
いただき、インフルエンザの流行を防ぐた
め、２回接種が必要な生後６か月から小学
６年生までの子どもを対象に予防接種１回
につき1，000円、合計2，000円の助成を
行っています。　
　なお、大阪府内で同等の助成を行ってい
るのは、本市を含め３市のみとなっていま
す。　　　　　　　　　　　　　

三中周辺ではスケートボードで遊ぶ学生に
対して騒音等の苦情が寄せられておりま
す。
スカイアリーナと第2総合運動場の二ヶ所が
試験的に解放されているようですが、
小、中学生が放課後、気軽に公園で楽しみ
たいというには校区外の子などは遠すぎる
と思いますし、本格的に練習したい子に
とってもエリアの解放だけでは物足りない
のではないでしょうか？
エリアの解放場所を増やしたり、新たにス
ケートボードパークを創る等、検討はされ
ているのでしょうか？
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

（健康福祉部　地域保健室）

（子ども未来創造局　学校教育室）

コロナ（感染症）について
子どものワクチン接種の簡易化
・診察券があっても、直近でかかってない
と  「かかりつけ医」とみなされない。
　もっと接種し易い環境の整備を。

　市内にはかかりつけ以外のかたへ接種し
ている医療機関もございます。最新の情報
は、ホームページに掲載しております。ご
不明な場合は、市新型コロナワクチンコー
ルセンター（電話：072－727-6865）にご相
談ください。

　受講困難な教科の学習評価については、
レポート提出等を含め、可能な範囲で適切
な評価が出来るように努めています。
　水泳授業を行うことができる環境を整
え、学習の場を工夫しながら、子どもたち
の泳力向上に努めていきます。

コロナ後遺症の生徒へのケア
・後遺症（身体的、精神的）により授業を
受けることが困難となった生徒へのケア
は？安心して授業が受けられる環境づくり
必要。
・コロナ後も変わらない評価基準。無理を
して体調を崩す生徒。診断書の提出で体育
など受講困難な教科の評価緩和や、レポー
ト提出などでの免除の様な対応も検討必
要。
・暑さ指数やコロナで水泳授業が激減して
いたため、泳力の差が広がりつつある…小
学校、中学校の体育の成績で水泳が絡むこ
とを考慮してほしい。
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市長タウンミーティング（ＰＴＡ連絡協議会）における事前質問に対する回答

内容 回答

高校入試における合理的配慮の依頼 （子ども未来創造局　児童生徒指導室）

・こちらは府立学校の話となるため、市長
と直接関係するものではないのですが、現
状だけお聞きいただければと考えておりま
す。本校では生徒の識字に関する特性上、
入試の際に読み上げをお願いする等の特別
な配慮が必要な生徒の方がおられます。し
かしながら、高校入試でその対応が難しい
とのことで志望校の変更を検討せざるを得
ない状況があります。
可能であれば、どの中学生も自分の希望す
る進学先に進めるよう調整をお願いできれ
ばと考えております。

　府立高等学校入学者選抜における障がい
のある生徒に対する配慮は「学力検査の時
間延長」「代筆回答」「介助者の配置」
「問題用紙等の変更」「英語のリスニング
テストの筆答による代替」「物品の持込
み」があります。学校から市教育委員会に
申請を行い、府教育委員会に申請する流れ
になっています。
　また、高等学校長の判断による配慮事項
として「別室」「座席の変更」「補聴器等
の使用」があります。中学校長から志願先
の高等学校長に申請し、高等学校長から府
教育委員会に報告する流れになっていま
す。
　公平、公正な検査を実施する為、府教育
委員会の承認が必要ですので、予め各校進
路担当者や担任にお問い合わせください。
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