
中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   池尻 秀樹   議員      森田 晃一   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   池尻 秀樹   議員 

 

場 所 １２階 第１・２委員会室 Ａテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

少子化対策について 

 

 

問い① 少子化対策をどうしたら良いか。子ども

を産んでも保育所の待機児童があったり、出産や

子育てにお金がかかる。 

 

答え・明石市が先進的な子育て支援を展開・継続

している。その結果、現役世代が流入・定住し、

出生率も上がり、税収も増えた。加えて、税収増

による他の施策も充実しているという。こういっ

た先進事例に学べば、子育て支援の充実は人口減

少抑制に一定の効果があるのではないか。他方、

こどもを産み育てるという施策が全ての人に当て

はまるというかと言えばそうでもない。例えば、

LGBTQ＋の方々のうち同性パートナーなど様々な

家族のあり方がある中で、里親制度の周知・充実

などで、こどもを育てたいと考える方々とのマッ

チングなどの取り組みも有効だと思う。待機児童

については 2 年連続でゼロになっているが、未利

用者児童、いわゆる隠れ待機児童は依然として存

在する。この課題も解決する必要がある。 

 

問い② 大学を卒業して就職しても、結婚・子育

てができるまでの経済力が持てるには、30歳を超

えないとゆとりを持った子育てができないように

思う。 



 

答え・国で実施されている奨学金制度の大半は、

貸与型奨学金なので給付型奨学金制度を基本にす

るよう働きかけていく必要がある。あるいは、堺

市以外の自治体で実施しているような独自の給付

型奨学金制度で、大学を卒業して社会に出た瞬間

から若者が借金を背負う社会では、ご意見があっ

た通り。府市連携で「こども医療費助成制度」の

負担割合を変えれば、堺市の財源が増え、市独自

で支援を行うことができる。 

 

２ 

その他 問い③ 学校の先生の給料が低いので、少しでも

高くできないのか。 

 

答え・日本は全体的に賃金が上がらない国になっ

ている。市としてできるのは最低賃金を上げるよ

う国に意見書を提出していくことなどの方法があ

る。 

 

問い④ ダンスや音楽の専門があるが、家庭科が

ないので作って欲しい。 

 

答え・私立中学校のカリキュラムなので、私たち

議員の立場で直接どうすることもできませんが、

例えば、校則については、生徒と学校側の話し合

いで合理的な理由のない校則を変えることができ

る。思ったことは声に出して、話し合いを通じて

いけば、他の課題についても変えていけると思う。 

 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   大西 耕治   議員      木畑 匡   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   大西 耕治   議員 

 

場 所 １２階  第１・２委員会室 Ｂテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

クラブ活動の活動内容 

 

 

Q 遅くまでクラブ活動で残ってくれている先生が

大変そうで心配です。先生の働き方について今後

の取り組みを教えてほしい。 

A 先生の働き方改革として文化庁、スポーツ庁に

よる運動部活動、文化部活動の地域移行に関する

検討会の内容を紹介。先生の負担を軽減する取組

みについて説明。 

Q 卓球部の部室で熱中症により倒れた人がいた。

何か対策を考えてほしい。 

A 普通教室をはじめ学校施設にエアコンの設置を

進めている。体育館等の設置も要望しているが、

財政の関係ですぐに設置ができない状況。防災の

視点も含め極力早く設置できるよう要望していき

たい。 

Q クラブ活動に外部の指導者を呼ぶとのことだ

が、どこから呼ぶのか。 

A 現時点でも一部取り組まれているが、経験豊富

な先生も含め、地域で活躍している人材に働きか

けを行い、学校施設を活用するケースや地域の施

設に出向くケース等、柔軟に運営できるよう検討

すると思われる。費用面も含め、これからの取組

みとなるため詳細は今後検討していく。 



２ 

消費税について 

 

 

Q 消費税が高くなっている。堺市独自で無くすこ

とができるよう検討してほしい。 

A 堺市独自で消費税を無くすことはできない。消

費税率を下げる等、様々な考えの人がいるが、現

在消費税の使い道は社会保障（年金、医療、介

護、少子化対策）の大切な財源として使われてい

る。世界ではハンガリー２７％、スウェーデン２

５％等、日本よりも消費税率が高い国もあるが、

その分福祉が充実している。更に安心して生活が

できる国となるよう議論していくことが大切。 

３ 

学校施設について 

 

 

Q 生徒会で活動しており、学校内に自習室を作っ

てほしいと提案している。 

A 前向きな意見は先生にとっても嬉しいと思う。

なぜ自習室がほしいのか、実態調査等、現状把握

を行い、先生に提案できるよう取り組んでほし

い。 

Q 家庭科で調理実習を行っているが、加熱してい

ない料理はできないこととなっている。堺市では

O157 の経験から、加熱しない調理はできないよ

うだが、今後も変わらないのか。 

A 大変難しい課題。万が一のことを考えると実施

は難しいと思われるが、過去の歴史や取組みが形

骸化しないためにも、そういった意見が大切。 

４ 

その他 

 

 

Q 市議会選挙では何人の人が落ちるのか。 

A 中区では７人が当選枠となっているため、それ

以上立候補すれば落ちる人数が増える。前回は９

人立候補したため２人落選した。 

Q 選挙に行く人が減っているように感じる。何か

増える取組みはされているのか。 

A 個人レベルも含め様々取り組んでいる。試験的

に泉北のビックバンに期日前投票場を設置する取

組みも行った。 

 

※将来の夢や学校での取組み等も話してもらい終

始楽しく懇談的に意見交換することができた。 

 



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   西川 良平   議員      藤本 幸子   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   藤本 幸子   議員 

 

場 所 １２階 第１・２委員会室 Ｃテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

円安について 

 

 

参加者から、カードゲームなどのやり取りなどを

する中で関心を持った、との投げかけがあった。 

議員から、ウクライナ侵略の影響や、日本の低金

利、日銀が国債を過剰に抱えていることなどの話

をし、堺市としては物価高騰対策の事業を行って

いることを報告。 

２ 

GIGA スクールについ

て 

 

参加者全員の意見として「検索しようと思っても

Wi-Fi 環境が整っていないので使えない」「規制

がかかり過ぎて、美術の授業で調べ物をしても見

たい資料が見られない」「端末を使いだして良く

なったと思えることがない」などが出された。 

３ 

空調の設置について 「合唱部の部室にエアコンがなく、文化部だから

かも知れないが体力づくりで運動もするため設置

してほしい」「体育館にもエアコンが必要だ」と

の意見が出された。 

４ 

中学校給食について 「小学校のような、そこで作る温かい給食なら食

べたいけれど、センター方式はどうなのか」「今

の選択制を食べている子たちを見ていると、おい

しい給食になるのか疑問」などの意見。「今回の

全員喫食はひとつ前進で、ここで最終ではなくセ

ンター方式に問題があればまた話し合ってより良

いものに進めていける」など議論した。 



５ 

服装について 参加者の学校が真冬でも上着やジャンパーの着用

を認めず、制服の上にカーディガンのみで登校し

ている。30 分かけて登下校する生徒もいて、生

徒会から上着の着用を認めてほしいと求めて話し

合っている。学校側は「私服っぽくなるからだ

め」など説明しているとのこと。部活をして下校

するときは部活の上着を着て帰っても良いなど説

明の付かないルールもある。 

議員からは「理不尽な校則でおかしい。何を着る

かは誰かに認められるようなものではなく変える

べき。生徒会として取り組んでいるのはとても心

強く思うし、頑張ってほしい」など話した。 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   上野 充司   議員      渕上 猛志   議員    

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   上野 充司   議員 

 

場 所 １２階 第１・２委員会室 Ｄテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

ブラック校則、不登校につい

て 

 

 

・手首輪ゴムは禁止。 

・女子はカーディガンがあるが、男子はカーデ

ィガンやセーターがない。 

・髪を染めるとかピアスをあけるとか禁止する

必要は無いようにも感じるが、どこかで線引き

をしないと何でもありになってしまうようにも

思う。 

・髪を染めることに対する指導に反発すること

から不登校になってしまった同級生がいる。 

・不登校だった生徒がいたが、無理に行かせよ

うとすることをやめると中学校までは不登校だ

ったが、高校からは自然と行くようになった。 

・不登校でもその原因は、本人だけではなく家

庭環境の問題など多様であると思う。 

・制服も男女関係なく選べるようになっていい

のでは。 

 

←議員からは、校長の権限で校則を変えられる

こと、生徒の自主性を取り入れた校則を作って

ほしいこと、こどもの権利条約に基づくこども

の権利について 等々を説明。 

 

 

 



２ 

給食について 

 

 

・今、クラスで給食にしているのは１～２名だ

けでおいしくないとも聞くのに、なぜ全員喫食

にするのか、選択制でいいのでは。 

・３人ともどちらかというとお弁当がいい。 

 

←学生は概ね弁当がいいという意見であり、他

にも賛否それぞれの意見があることを説明。お

いしい給食にできるよう努める。 

 

３ 

円安、給料が上がらないこと

について 

 

 

・円安、物価高で不安だが、給料を上げて消費

が増えて物を作って…といいサイクルになるよ

うにしてほしい。 

 

←外国で見聞を広めたり、働けるようになった

りするよう励んでほしいと期待する。 

 

 

４ 

その他 

 

 

・女性議員がなぜ少ないのか。大臣は高齢すぎ

るように思う。 

・有言実行してほしい。大臣の更迭を見ても

「任命者に責任はある。」というがどうなの

か。 

 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   青谷 幸浩   議員      上田 勝人   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   上田 勝人   議員 

 

場 所 １２階 第３・４委員会室 Ａテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

人身事故防止について 

 

 

・大阪市地下鉄や他の地域では、列車のホーム転

落事故防止の為防護柵設置を人身事故防止対策と

して早急に行うべき。 

・通学路においても登下校中の生徒の安全を守る

為、日頃から見守り隊の方々には大変お世話にな

っているが、通行時間制限規則のある通学路であ

るにもかかわらず、規則を守らず侵入する車両が

ありとても危険。取り締まりの強化をして欲しい

との要望。 

 

２ 

学校行事について 

 

 

・コロナ禍で入学式等、学年だけの式典となり体

育行事も簡易的となり残念であった。また運動会

も家族参加にして欲しかった。 

・防災の話は聞くことが多いが、もっと体験でき

る防災訓練を開催して欲しい。 

・中学校給食をもっと早く実現してほしかった。 

・部活動行事では照明設備等、他校と設備の違い

があり設備環境の統一をお願いしたい。 

３ 

政治について 

 

 

・人口の減少対策にもっと取り組むべきだ。 

・北朝鮮のミサイルの不安や有事の際に堺市民の

食料を全員分調達できるのかも不安でいっぱい。 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   伊豆丸 精二   議員      宮本 恵子   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   伊豆丸 精二   議員 

 

場 所 １２階 第３・４委員会室 Ｂテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

学校での ICT 活用状況

について 

 

 

・朝の健康観察カードに活用 

・数学の授業（図形問題）で教室のテレビに映し

出す。 

・タブレットでイベント関連のアンケートに入力 

・社会での調べもの学習（＝社会ぐらいしか活用

していない。） 

・ほとんど使っていない。 

・音楽合唱の音源を聞く。（Teams で聴く） 

 

２ 

どういった活用ができ

ればいいか？ 

・数学の授業で様々な解法を共有する。 

・プリントメインの学習スタイルを改める。 

・スタディサプリの活用 

・授業動画の配信 

・Youtube の実験動画を見る。 

・タブレットを机に入れるので教科書が入らな

い。 

・宿題がワークやプリントなので、タブレットで

出してほしい。 

・週に１度しかない技術・家庭科の分厚い教科書

の電子化を。 

 

３ 

ジェンダーについて 

 

 

日常生活でのジェンダー 

・男女ともに「さん」ではなく、男性は「君」女

性は「さん」になる。 



・先生による男女差別がある。男子にだけ優し

い、女子にだけ優しいなど 

・「男だから泣くな」という発言も。 

・女子の制服はスカートやセーラーのみ。ズボン

も認めてほしい。 

 

４ 

その他の意見 

 

 

 

・登下校の間は上着を着れるが、教室内では着て

はダメという理不尽な決まり 

・目安箱に寄せられた意見を教員と生徒会で議論

するが、威圧的な先生がいて、自由な意見が言え

ない。 

・行事をコロナ前に戻してほしい。 

・宿題などの課題は PC で出してほしい。 

 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   石本 京子   議員      小堀 清次   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   石本 京子   議員 

 

場 所 １２階 第３・４委員会室 Ｃテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

クラスを 40 人学級じゃ

なくて、30 人くらいに

したい 

「30 人、29 人の学級では、快適に過ごせた。空

間があった・・。しかし 42 人になると机と机の

間にはカバンが置かれるし、まったく空間や余裕

がなかった。ぜひ 30 人ぐらいにしてほし

い・・」 

２ 

学校の古いトイレには

洋式便座がないが、洋

式便座に工事してもら

うことはできないのは

なぜか。 

トイレについては、「使いにくい」との意見でし

た。 

３ 

学校の自動販売機商品

が他の学校と違うが、

他の学校と同じ商品を

売ってもらうことはで

きないのはなぜか。 

「自販機の下 2 列はすべて緑茶。上の１段に

は、スポーツ飲料や水等。上の段は、すぐ売る切

れ。下の段は残っている。が、誰も買わない。緑

茶と上の段を入れ替えてほしい。校長先生にもお

願いし、業者さんに伝えたのに変わらない。なぜ

か。」（みんなで考えましたが、決定的な答えはな

く「もう 1 回頼んでみたら」「販売元の方で何か

決まってるのかどうかはわからないが・・」と返

答。） 

４ 

「いじめ」について 

 

 

「スマートフォンで、一人の人に全員が悪口など

を書くことがある。」 

例「この人嫌いな人アンケート」 



５ 

不登校について 

 

 

「前の日まで、普通であった人が、突然学校に来

なくなる。」「どのクラスにも、2 人ぐらいは、い

ると思う。」人間関係・・友達がいない。 

６ 
制服について 「スカートは、寒い。パンツを選べればいい。」 

7 
体育館のエアコンにつ

いて 

必要。2 つがいい。 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   田代 優子   議員      札場 泰司   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   田代 優子   議員 

 

場 所 １０階 議会運営委員会室 Ａテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

体操服、制服について 

 

・コロナ禍で着替え時に接触を減らすために体操

服登校を認めたところ、生徒には好評 

・熱中症対策で体操服着用での授業が認められ

た。 

・体温調整のために体操服を推奨する先生もあっ

た。 

・体操服だけで過ごすことはどう思うか？→汗を

かいた後は制服に着替えたい。 

・制服の着用が崩れてだらしなくなってきてしま

っている。 

・制服を大事にした方が良い。 

・今年の一年生から制服が変わった。二年生以上

もスカートやスラックスの着用を認めてほしい。 

・制服のルールが難しい ジャケット・スカート

やスラックスの他、リボンやベストなどが多い。 

・着こなしのルールがある。 

・費用がかさむ。 

・防寒服（セーター等）や体温調整のできる服装

を認めてほしい。 

・私服が良いという意見は？→センスが問われ

る。校外学習の時は体操服でなく私服の方が良い

という意見があった。アクセサリーなども私服だ

という意見もあるので、全体として制服が良いと

思う。 



 

 

  

・水着については？→ラッシュガード（指定のも

の・3 年生は自由）が認められている。 

派手でない（黒や紺など）なら指定はない。 

 

 

２ 

地球温暖化が進む中

で、どこの施設に行っ

ても震えるほどクーラ

ーがガンガンに付けら

れていること 

 

 

・節電を推奨しているのにショッピングモールな

どでは冷房が強いのはおかしい。 

・環境にやさしい空調があれば良い。 

・熱中症などの恐れもあり、ショッピングモール

などでは仕方ない。 

・施設で設定温度が低いのは？→暑いのは脱がな

ければならない、寒さは重ね着をすればよい。冷

房を行き渡らせるためには低く設定する必要があ

る。 

・環境問題として食品ロスについては？→給食は

食品ロスにつながるのではないか。飢餓の人を減

らそうという取り組み支援ができれば良い。フー

ドバンクの活用が良いのではないか。 

・衣類を作るのに多くの資源が必要。 

 

３ 

学校のトイレ問題につ

いて 

校舎のトイレの改修工事が進んでいない。臭いな

ど環境がひどいのでトイレを我慢している。生徒

会と清掃委員会が共同でトイレ清掃の計画を立て

ている。体育館近くのトイレはクラブ活動の部員

が順番で清掃を行っている。トイレの壁がいたず

らで水浸しになった。新しい特定のトイレに人が

集中している。 

 

４ 

ICT、タブレット端末

の目的について 

 

 

英語・国語などで調べ物に利用。休憩時間にゲー

ムや漫画を読んでいるなどが問題。毎日の体温な

どの提出に teams を活用している。テレビで見

にくい資料などは手元のタブレットで見れるよう

にしている。ドリルアプリを活用している。 



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   藤井 載子   議員      広田 新一   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   藤井 載子   議員 

 

場 所 １０階 議会運営委員会室 Ｂテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

授業中ネット環境が悪

く、５人前後がパソコ

ンに繋がらない。 

 

・ウィンドウズ系はアップデートが必要。使用中

に少しずつするが、あまり使っていないとアップ

デートに時間がかかる。毎朝電源を入れると良い

と説明。 

・休み時間にゲームをして遊ぶ人がいる。 

２ 

昼食後の５時間目の授

業中寝る人が多い。昼

寝の時間があった方が

良いのでは。 

 

・昼食後寝ようと思っても周りがうるさくて無理

なので、一斉に時間を取る方が良い。 

・机にうつ伏せは姿勢が悪くなるのでは。 

・全国には取り組んでいる学校もあるので先進的

にやってみるのもいい。 

３ 

コロナ禍で休憩が５分

に短縮された。体操服

に着替えるのも大変で

ある。 

 

 

・各学校で休憩時間が違う。 

・特別教室の使用が２時間続く時は、次の教科の

用意を持って移動している。 

・体育がある時は、体操服を中に着て登校するこ

とも。 

・改善が必要である。 

４ 

小学校は赤白帽があっ

たが、中学校には指定

帽がなく、登下校時に

暑い。 

・他の学校では登下校や体育授業中はかぶってい

いし、日傘も認められている所がある。 

・登下校時の熱中症が問題となっているので認め

るべき。 

５ 

トイレにスリッパがな

い。 

 

・外履き、内履きとあるがコンクリートやトイレ

も内履きで平気で行く。 

・改善が必要である。 

 



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   的場 慎一   議員      白江 米一   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   的場 慎一   議員 

 

場 所 １０階 第１会議室 Ａテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 中学校給食について 

現在の選択制給食にてアレルギー対策は小学校

と比べるとなされていないと感じる。今後、完全

給食になる時はアレルギー対策をしっかり行って

欲しい。 

２ 

 

学校のトイレについて 

学校のトイレ改修が学校内で中途半端に終わっ

ている。やるときは公平に一気にしてほしい。ま

た、トイレ用のスリッパが無いのは不衛生でなん

とかしてほしい。 

３ 

教職員の働き方改革に

ついて 

先生の業務が多く、見ていても手一杯で生徒か

らしても遠慮する空気感がある。教職員の働き方

改革を進めてほしい。 

４ 

部活外部人材活用につ

いて 

 

部活の外部人材を進めてほしいが、その方の報

酬についてもちゃんとした額を支払ってほしい。

外部人材の方もかなり時間をかけて貢献してくれ

ている。 

 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   小野 伸也   議員      大林 健二   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   小野 伸也   議員 

 

場 所 １０階 第２会議室 Ｂテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

学校生活でのコロナ対

策について 

アクリル板がある教室とない教室があり、すべ

ての教室に設置が必要ではないのか？ 

→マスクを常時しているため、そこまで神経質

にならず、マスクを外す機会が多い場合に検討

すればよいのではないか。 

２ 

校則について 

 

 

ツーブロックが校則違反となり、別室に連れて

いかれる同級生がいた。見直しが必要ではない

か？ 

→学校での秩序を保つため、ある一定の規則が

校則である。しかし、見直しできることがあれ

ば見直してもよいとは考える。 

３ 

部活動支援について 

 

 

部活動に割り当てられている学校からの補助金

が少なく、家計の負担になっている。遠征などで

負担が多くなる場合もあり、拡充をして欲しい。 

→内容を精査した上、必要に応じて議会質問な

ど解決できるよう対応したい。 

 

  



中学生みらい議会（第１２回議会報告会）第２部意見交換のまとめ 

 

【参加議員】 

   西田 浩延   議員      中野 貴文   議員 

 

【意見交換内容】 

○まとめ作成者：   西田 浩延   議員 

 

場 所 １０階 第２会議室 Ａテーブル 

議論したテーマ 内容・まとめ 

１ 

クラブ活動について 

 

 

・自分の学校にない部活がやりたい時に近くの学

校に行ってできるようにしてほしいとのこと

で、堺市の「部活動推進事業」を紹介。 

２ 

 

 

 

・部活動に係る外部人材の活用について、教育的

指導の観点も重要だが、やはり専門的知識、技

術の観点も大事との意見あり。 

・友人が中国人で日本語力に乏しく、クラブ活動

ができないとのことで、外国人のための日本語

授業の導入について意見あり。 

３ 

中学校給食について 

 

 

・中学校給食を一律で行ったらどんなメリットが

あるのか聞きたいとのことで、必要な時期に必

要な栄養素を提供できることなどを、資料をも

とに説明。 

４ 

 

 

・全員喫食の給食を始める前に、選択制昼食を実

施する必要は無かったのではないかとの意見あ

り。 

５ 

その他 

 

 

・教育現場における I C Tの活用について（不満

あり） 

・校則について（生徒と学校とで協議のもと対応

可能の旨伝える） 

・中学校間の連携についてなどの意見あり。 

 

 

 


