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午前９時 開会 

 

○金堂経営企画課長 

皆さんおはようございます。経営企画課の金堂です。よろしくお願いいたします。 

それでは、平成30年度第２回になります春日市総合教育会議を進めさせていただきます。 

なお、本日の会議で初めて御参加されている方もいらっしゃいますので、この会議の趣

旨等について簡単に御説明を差し上げます。 

まず、この総合教育会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、設置

しているものです。趣旨を簡単に申しますと、市長と教育委員会が意思疎通を図り、本市

の教育課題等を共有しながら、連携して効果的に教育行政を推進していくために設置して

いる会議になります。 

本日の協議事項は２点になります。まず、春日市の不登校の現状と取組についてと、も

う一点は、市長事務部局と教育委員会事務局の連携についてでございます。 

では、開会に当たりまして、本日の会議の主催者である井上市長が皆様に御挨拶を申し

上げます。 

 

○井上市長 

おはようございます。本日、平成30年度第２回春日市総合教育会議を招集させていただ

きましたところ、教育委員の皆様におかれましては、公私ともに御多用の中、御出席を賜

り、誠にありがとうございます。 

また、日頃より、学校教育、社会教育、文化財といったそれぞれの教育分野において、

実効性を持った施策を力強く推進いただいていることに、深く感謝を申し上げます。 

さて、今回の会議は、不登校の現状と取組をメインテーマにしております。御説明を教

育委員会からしていただきますが、不登校は決して小中学校９年間だけの問題ではなく、

発達障がいや子育てへの支援の在り方も大きく関わっており、教育と福祉の横の連携が必

要なものでございます。 

正に総合教育会議で議論するのにふさわしいテーマだと思っております。教育委員の皆

様と同じ方向性を共有できるよう、しっかりと意見交換をさせていただきたいと考えてお

ります。 

それでは、本日はよろしくお願い申し上げます。 

 

【１ 協議事項】 

 

(1) 春日市の不登校の現状と取組について 

 

○金堂経営企画課長 

 それでは、早速、議事を進めてまいります。協議事項の(1)、春日市の不登校の現状と
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取組についてです。所管の方から説明をお願いいたします。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 皆さん、おはようございます。本日は、不登校の現状と取組について、こういった場を

設定していただき、本当にありがとうございます。 

 全国規模で見ますと、平成25年度から不登校は全国的に数が伸びております。全国で言

うと、約144,000人が不登校という形になります。ただ、ここで勘違いしていただきたく

ないのが、不登校というのが、30日を超える欠席がある子ども達のことを言います。つま

り、１か月に３日ぐらい休めば、不登校という形になりますが、その多くは学校の方に来

ています。一度、不登校というカウントを付けた場合は、その年度中はそのカウントを減

らすことができません。例えば、一度、30日を超えて、それから改善が見られたとしても、

不登校の数字に１が付くことは、よく誤解が生じやすいところですので、認識していただ

きたいと思っております。 

 春日市の現状から言いますと、昨年度の12月と今年の12月を比較してみますと、今年が

小学校で59人、中学校で161人、併せて220人の子どもが不登校の状況にあります。これは、

昨年度に比べると、約25人増えている形になります。 

 その詳細につきましては、ただいまから教育支援センターのセンター長でございます、

八尋センター長から現状と取組の内容について説明したいと思いますので、それを御覧い

ただきながら、その後に情報共有を図っていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○八尋教育支援センター長 

 おはようございます。教育支援センターのセンター長の八尋です。春日市の不登校の現

状と課題、取組について報告をさせていただきます。 

 不登校等を含む長期欠席、不登校、不登校兆候の３区分とカウントの仕方について説明

いたします。 

 長期欠席は、年間30日以上欠席した児童生徒のことを指します。また、長期欠席の中で、

病気やその他の理由による欠席を除き、30日以上欠席した児童生徒を不登校といいます。

不登校兆候は、欠席日数に保健室登校、また、遅刻、早退を足して、２で割った欠席日数

が、15日以上30日未満になったものを指します。それ以外は該当しないというふうになり

ます。 

 表を御覧ください。これは、平成29年度春日市不登校等実態調査です。小学校１年生か

ら中学校３年生までの不登校児童生徒数を表したものです。小学校は、やはり学年が進む

につれて、不登校児童が増えています。小学校６年生が不登校児童、兆候児童を合わせる

と65名です。中学校は２年生が一番多く、109名です。３年生になると減少傾向になりま

す。これは、進路という目標があるからだと考えます。 

 この表は、不登校児童生徒の過去４年間、平成26年から平成29年までの出現数です。ど
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の年度も小学校４年生から学年が進むにつれて、不登校児童生徒が増えていることが分か

ると思います。要因としては、特に学力不振や発達段階におけるコミュニケーション力の

低下、スマホ、ゲームによる昼夜逆転が考えられます。また、小学校から中学校に入学し

て５月までを一番注視しなければならないと思います。中学１年生から２年生になると、

新たに昼夜逆転が非常に多くなり、その結果、不登校状態になっています。 

 これは、平成22年から平成29年までの不登校児童生徒の推移。中学校は、平成23年から

26年にかけて減少しています。平成27年から増加していきます。小学校は、平成23年から

増加しています。その子ども達が、平成27年度以降、中学校に入学した後、不登校状態に

なっています。 

 これは、平成30年度12月までの月例報告の不登校児童生徒の不登校と兆候を月別に表し

たものです。特に、兆候を見ていただきたいと思います。中学校は、８月に一旦減少して

います。その後、緩やかに増えていっています。逆に、小学校は、４月から増えていき、

特に10月からは急激に増加しています。このままいけば、危機的状況になると思います。

そして、中学校入学後、不登校状態になるのではないかと危惧しているところです。 

 このことから不登校対策は、小学校段階から予防と対応が大切だと考えます。つまり、

兆候の数を減少させることが、不登校児童生徒を生まないことにつながると考えています。 

 そこで、昨年度、春日市が独自で行っております実態調査の３月での分析から不登校児

童生徒、保護者が抱える課題は何か、また、対策について考えました。そこから見えてき

たものは、保護者の半数が子育て、経済的不安や精神的不安を抱えていることです。また、

児童生徒の約７割が、無気力、昼夜逆転状況であることが分かります。 

 具体的な対策として、体験活動の展開、これは、センターで行っておりますスクーリン

グ、また、那珂川市で行われておりますグリーンパートナーなどへの参加です。次に、ア

ウトリーチ型の展開です。これは、通信型在宅制、また社教センターやフリースクールと

の連携です。次は、支援体制づくり、教育相談員や特別支援教育士の活用、また、スクー

ルソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの活用、子育て相談会や関係機関と情報の

共有。この三つを柱に取り組んでいるところです。 

 そこで、保護者の子育て不安や経済的不安はアウトリーチ型の展開と支援体制づくりへ、

過保護、過干渉は体験活動の展開へ、精神的不安定は支援体制づくりへ、養育放棄、家庭

不和は支援体制づくりへつないでいくということが大切ではないかと考えています。 

また、児童生徒の無気力、学校生活不適応は体験活動の展開へ、また、昼夜逆転、親子

関係の不和や生活リズムの確立は体験活動の展開とアウトリーチ型の展開へ、また、発達

障がい等、集団体験活動不足は体験活動の展開と支援体制づくりへ、精神的不安定、対人

恐怖症、人間関係への不安感は支援体制づくりへ、ゲーム依存、学力不振、ひきこもりは

体験活動の展開とアウトリーチ型の展開へ結びつけることが重要だと考えております。 

 このように不登校の現状は厳しく、多くの課題があります。そこで、不登校の主な要因

である保護者の養育力や指導力の低下、母子や父子家庭における経済力の低下、母子分離

不安や母子一体化傾向の増加、コミュニケーションに不安を抱える子どもの増加の４点を
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特に小学校段階から関わっていく必要がある。つまり、中学校支援から小学校支援へとシ

フト変換を図ることだと思います。 

そこで、本年度から各中学校ブロックにある２小学校で１名の教育相談員を配置する事

業を行っています。教育相談員の基本的な動き、職務については、発見、要請事案への対

応、そして、校長、教頭への報告、連絡、相談。それから、教員等への指導助言や連携。

また、関係機関への橋渡しなどがあります。 

これは、困り感のある保護者への対応の一例です。まず、教育相談員は保護者からの要

請を受けます。保護者への教育相談を行い、校長や教頭、学年主任等への情報提供や助言

などを行います。 

このように春日市では、学校をサポートするマンパワーチームとして、不登校解消に向

けて取り組んでいるところです。特に、先ほど説明いたしましたが、昨年度までのおはよ

う指導員を廃止し、教育相談員を配置したことが更なるマンパワーになっていくと核心し

ております。 

今後の対応は、学校支援から家庭、保護者支援へ、小中連携から保・幼・小連携へ、０

歳児から小学校低学年までの福祉と教育の連携強化が必要と考えます。つまり、子育てメ

ソッドの創造が大切と考えています。 

以上で、春日市の不登校の現状と課題、また取組について、説明を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 今、報告いたしましたように、現状ではいろいろな分野に、いろいろな課題に向けて、

それに呼応した取組を行っております。また、学校現場では、マンツーマン方式という計

画を作って連続した支援を行っていますけれども、冒頭に申し上げましたとおり、春日市

の不登校、また、不登校兆候の数が増えている実態は否めないと思います。その根底には、

やはり学校教育の中で対症療法的に対応する取組だけでは限界が少し生じているのではな

いかというふうに思っております。もちろん、福祉分野と幼少時期においての連携を図っ

ていますけれども、やはり、もう少し密な連携体制が必要ではないかというふうにも感じ

ているところです。 

 ここからは、皆様方から率直な御意見やいろいろな御提案をいただきながら、不登校対

応についての解決策や方向性の中で、今後の春日市の不登校に対する対応の方向性を見出

していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○金堂経営企画課長 

 学校教育課からの説明は以上になります。皆様からの御意見、御質問等をお願いいたし

ます。 

 

○西村委員 
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 せっかくの機会なので、今回の総合教育会議の中で不登校問題の現状とかいうことで取

り組んでいただくことが、本当に私も良かったなというふうに思って、今回のこの議題を

見て、感動いたしました。 

 と申しますのが、たまたまかもしれませんが、私がいろいろと研修に行かせていただく

中で、家庭教育の話というのが、本当に山のように研修会に参加させていただいています。 

 先日も、日本ＰＴＡの方でも家庭教育支援の方で講演がありましたし、土曜日にも福岡

県の子ども支援フォーラムというのがありまして、本当に県内も日本中がそういうところ

の不登校問題、家庭教育支援について取り上げていらっしゃると肌で感じる次第です。 

 その中で私が今回、研修に参加させていただいて強く思うのが、教育分野だけで子ども

達を支援するというのが、本当に先ほどの説明の中で、もう困難というか遅い状態になっ

ている。そして、やはり今、申し上げられたとおり、福祉的なものがすごく関わっていく

ということ。それと、多様な人材が子ども達に関わっていって、そして、多様な手法に

よって子ども達にアクションをかけていく。そして、子ども達だけではなくて、子ども達

に関わるということは家庭を変えなければ、家庭を変えるには保護者を変えなければとい

うところで、やはり保護者を変えるには大人が変わらなければというところに本当に行き

着くところであります。 

 そして、一つの手法で私がいいなと具体的に思ったのが、大阪の大東市の方で訪問型家

庭教育支援というのをされているそうです。これはどういうことをされているかというと、

本市でも小学校入学前の入学説明会というのが必ず今の時期に、１月から２月で、ほとん

どの保護者がかなりの出席をされているという現状の中で、学校というのはどういうとこ

ろかとか、保護者のサポートはどういうふうにするのかということがあっていますが、こ

の大東市に関しては、入学後間もなく最低年１回は各家庭に訪問をしていくという状態を

取られているそうです。年間1,000回ということで、規模的には春日市と同じで小学校が

12校、中学校が８校という規模の市だそうです。同じような規模で120,000ぐらいと言わ

れていたので、そういう形で福祉との協力でいろいろなチームの編成をして、小学校入学

直後の訪問型という形も考えていいのではないかなというアイデアをいただきました。一

つのケースとして御紹介させていただきます。 

 

○井上市長 

 今の西村委員の御提案について、重要な御提案だと思いますけれども、家庭教育でした

ら三丸課長いかがですか。福祉も入っていると思いますが。 

 

○三丸地域教育課長 

 私も、今、西村委員が言われた研修会に参加してきました。実際に家庭教育学級で春日

市の方もしておりますが、意欲の高い方達の参加ということで、実際に来られる方達は学

ぼうとしておられる方々なので、本当に家庭教育のことを知ってもらいたいのはそういう

ところには来られない方ということで、訪問型の家庭教育の支援というのは必要かなとい
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うふうに感じました。 

 今言われた、春日市でそういう方達に向けて行っているのが入学説明会での講演会を実

際にしておりますが、そこでは新入生をお持ちのお父さん、お母さん方がいらっしゃいま

すので、そういう機会はありますが、その機会は本当に30分から１時間程度の時間で１回

きりですので、継続する必要もあると考えております。 

 

○井上市長 

 福祉関係は、何かありますか。 

 

○今福子育て支援課長 

 子育て支援課の今福でございます。 

福祉部の取組といたしましては、まず妊娠期からお母さんに課題がある場合は、その分

の支援計画を作りまして、ずっと追いかけております。それから出産があれば、全件、赤

ちゃん訪問をしておりますので、そこでまた課題がある方を把握して、支援をしていって

いる状況です。その後、養育に非常に問題があるということになれば、要保護児童対策地

域協議会のケースになりますので、今やっているのは母子保健の部分ですけれども、母子

保健の担当からケース会議をしている子育て支援担当の方につないで、ずっと追いかけて

いるという状況です。小中学校とも情報共有はしっかりとさせていただいております。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 悩みが一つありまして、大きく三つの要因があります。学校に関する要因と家庭に関す

る要因、子どもに関する要因という三つがあります。 

学校に関する要因というのが、学力が追いついていないとか、いじめにあって来られな

いとか、学校の先生と仲が悪いとか、そういったことが考えられます。例えば、学力不振

については、教育相談員や学校の先生による授業補填、スマイルルームによる勉強、そう

いったところで対応を取っています。友人関係や先生との仲という場合は、時として学級

編制上、クラスが変わった時点で、急に出てこられるようになった子どももいます。これ

は一過的な対応で済む場合があります。 

ただ、家庭に関する要因、それとその子ども自体に関する要因については、なかなか解

決、解消というか、状況を改善するのがなかなか難しいと考えています。子どもの要因の

中には発達障がい、中には不適応を起こしやすい性質の子どももよくいます。そういった

子どもについては、やはり学校に入る前からの対応が必要ではないかなというふうに考え

ます。 

もう一つ家庭に関する要因は、もちろん家庭教育力の低下ということで、親御さんが学

校に行かせるようなそういった考え方を持って子どもに対応していただける、そういった

基本的な認識を持っていただく仕組みが必要ではないかと考えています。 

往々にして、これは入学した子どもですが、学校に行きたくなかったら行かなくていい
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という親御さんもよく見かけます。それだったら、子どもがせっかく学校に行きたいと

思っているのに、阻害するようなことにもなりかねません。そういったことから、やはり

福祉的なアプローチが欠かせないのではないかと思っております。 

今福課長が言われたように、子ども・子育て相談センターで０歳児から18歳児の子ども

のケア、親御さんのケアをしておりますけれども、親そのものに対するアプローチがなか

なか難しい、弱いのではないかなというふうに考えていますが、そういったプラン的な、

方向的にこういうふうにしていきたいなという考えがあればおっしゃっていただきたい。 

 

○今福子育て支援課長 

 数年前から教育委員会と協議しながら温めております構想がありまして、子育て支援課

の中に発達支援を行う人員を増強して、教育委員会と連携しながらやっていきたいという

ものがあります。 

４点考えておりまして、一つは、教育委員会が所管しておりますレインボー相談という

相談がございます。それと福祉部局が所管しております子育てハート相談という未就学児

の相談がありますが、これを統合いたしまして、統合強化するというのが１点です。 

それから、くれよんクラブが療育を担当していますが、余剰の力でやっているペアレン

トプログラムという親の行動を変えていくプログラムがありますが、こういったものも療

育までは必要ないけれども、発達上に困り感があるお子さんと保護者さんに対してやって

いきたい。これが２点目です。 

 ３点目が、就学前の健診が行われていますが、ここで発達上の課題を見つけても、もう

支援する時間がほとんどない。実は今、５歳でも遅いと言われています。ただし、自閉傾

向は１歳６か月ぐらいから分かるのですが、ＡＤＨＤとかいうのはもう少し大きくならな

いと分からない。それと家庭ではなかなか見えない。集団の中で困り感が見えてくるとい

うのが分かっていますので、アウトリーチ型の発達検査みたいなものを４歳児あたりを対

象にできないか。これが３点目です。 

 それともう一つ、これもくれよんクラブが余剰の力でやっていますが、ニーズをなかな

か満たせていない事業がありまして、保育所や幼稚園を訪問しまして、発達上困り感があ

る子ども達に対応している先生達の支援をするという、どう接していったらいいのか、ど

う見立てて、どういう手立てをしていったらいいのかということを支援していくというこ

の四つを考えているところです。 

 

○井上市長 

 それは、具体的にはまだ俎上に上がっていないのですか。もう協議には入っていますか。 

 

○今福子育て支援課長 

 進めてよろしいということで、方向性はいただいております。詳細についてはまだ今か

らですけれども、できれば近年中にスタートできるように。 
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○井上市長 

 まだいつからするという方向性は、具体的なものは出ていないですか。 

 

○石橋経営企画部長 

 新しい事業を始めるにはお金とか場所が必要になりますので、そこの部分を揉んでいる

状況にはなります。前向きに方向的に、さっきおっしゃったように発達障がいの子が増え

ている状況がありますので、その分について対応するにはどうしたらいいかということで、

議論を重ねて、場所と人とお金をどうするかという議論を、今行っている状況になります。 

 

○井上市長 

 現状は分かるけれども、大体いつぐらいからというふうな大まかな目処も立っていない

ですか。大体、何年度ぐらいからやるのか。と言うのが、先ほど西村委員が言われたのが

ここに全部集約されているような気がして、あなた達の答もそのあたりはかみ合っている

けれども。 

 

○今福子育て支援課長 

 平成33年度スタートを目指して。 

 

○井上市長 

 平成33年度ですね。 

 

○今福子育て支援課長 

 それから、これはこども未来課の方になりますが、ＴＡＳＰ、タスプといわれる調査が

あります。既決予算の消耗品で十分対応できるもので、それを今ちょっと研究しています。

どういうものかといいますと、アスペ・エルデの会という厚労省の発達支援関係の事業を

一手に引き受けているような団体が開発したシートで、保育士や幼稚園の教諭が子どもの

行動を見て、チェックシートを作ります。これが点数化されます。何が分かるかというと、

この部分が低いと子どもが不登校になりやすい、この部分が低いと学力不振になりやすい、

この部分が低いといじめの加害者になりやすいというのが分かるというものでございます。 

それで、実際に10年以上追跡調査をしまして、テストの結果と実態がどうであったかと

いうのを調べてあるので、非常に精度が高い。特に、年長さんぐらいになると、かなりの

精度が出るということですので、これを今直営の保育所の方で研究をしておりまして、で

きれば来年度ぐらいから実施をして、春日中学校ブロックは15年サポートがありますので、

そこでやっていって、良ければ水平展開で他の保育所や幼稚園に広めたいというふうに考

えています。 

既決の消耗品で十分対応できるようなものですので、これもしっかり研究していきたい
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と思っております。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 できれば、情報共有もよろしくお願いします。 

 

○今福子育て支援課長 

 はい。 

 

○山本教育長 

 今、春日市の不登校の人数が非常に増えていますけれども、不登校の捉え方が変わった

から、どこの市町村も増えています。それで、私が一番考えていますのが、不登校対策に

は保護者を変える対策と子どもを変える対策の大きく二つの柱があると思います。 

 一番難しいのは、保護者を変える対策が非常に入りにくいという難しさがあるというこ

と。子どもを変える対策として典型的なものとして、様々な体験をさせるという、例えば、

支援センターにスポーツ少年団のリーダー研修の体験を、世話をされるばかりしかできな

かった子ども達に世話をする体験をさせたら、支援センターを出て、卒業後にその子達が

いまだに来ています。つまり、ものすごく自尊感情が高まって、自信を持って、学校に行

くようになったということで、子どもを変える取組は、結構体験を通してやっているとい

うこと。 

 後は、全国的にはフリースクールの問題。親から離れて、親の元での体験ではもう変わ

らないと、親から離して宿泊して、そこで勉強をして、学校に通うというフリースクール

的な発想でやっているところもある。 

 対策を考える時は、子どもを変える取組は結構ある。親を変える対策が非常に難しい。

どこまで入られるか。 

だから、親を変えるために春日市がやっているのは、今、西村委員がおっしゃった入学

説明会が全小中学校あります。ほとんど100％に近い保護者が集まられるから、そこで子

育て講演会を春日市は何十年にもわたってやってきています。しかし、たった１発ですか

ら。 

そこの親を変える対策は非常に難しいということで、先だって幼稚園の幹部会の方とお

話しました。幼稚園との連携が今後大事だとつくづく感じて、課長がおっしゃったように、

そこの幼保との連携がスムーズにできると、また変わった何か対策が出てこないものか。

それと宿泊の体験というか。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 近頃の子ども達、特に今年でしたけれども、宿泊体験を教育支援センターでも行ってい

ますけれども、今年は宿泊自体もできないような子ども、24時間別の人と関わることが難

しいという子どもがいて、デイキャンプ、日帰りのキャンプという方向で切り替えました
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けれども、段々子どもの耐性、耐える力、それと協調性が弱くなっているのではないかと

思いますけれども、センター長は何か意見がありませんか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 一昨年は、宿泊研修を２回やりました。２名から３名の参加でしたが、今年も計画を各

中学校にありますスマイルルームに案内を出しましたが、子ども達の中にまず一緒に寝食

を共にする、お風呂に一緒に入る、一緒に寝るというのが苦手というのがありまして、今

年はデイキャンプということで、社教センターの方に行って、いろいろな体験をさせまし

た。それには多くの子ども達が参加しましたが、やはり泊まるというところに抵抗がある

というふうに思っています。 

 

○山本教育長 

 福岡市の能古小学校が子どもの減少で学校が無くなるという状態で、福岡市が進めたの

は宿泊で福岡市の小中学生だれでもいける学校になったそうです。宿泊のそこで生活する

学校だそうです。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 逆に宿泊ができる子どもというのは、生まれて入学前ならばパワーがありますが、入学

後にだんだんパワーが無くなると宿泊ということ自体のハードルが高くなる。幼少時期か

ら何らかの手立てというのが少し工夫も含めてですがいるのではないかと。 

 

○山本教育長 

 だから、今おっしゃった母子分離ができない。子どもも親から離れられない、親も子ど

もから離れられない状態をよくおみみの会の方からよく聞きます。いらっしゃいますので、

ちょっと言っていただけると。 

 

○魚屋委員 

 私達数人で、不登校の子どもを持つ親、保護者支援をしております。そこでいろいろな

話を聞くと、お母さんが自分のせいで子どもが学校にいけなくなったのではないかと責任

をすごく思われて、子どもさんから離れられない。一日中、子どもさんの動向を見ておか

ないといけないということで、外に出られないのです。 

 そうではなくて、お母さんも好きなことを見つけると、子どもさんもほっとして安心す

るのではないかということを今伝えているのですが、お母さんに趣味を見つけてください。

でも、子どもだけ一人置いておくわけにはいかないから。いやいやそこは、子どもさんは

しっかり自分で考える力はありますからというのは、今、話をしております。 

 

○髙瀬学校教育課長 
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 子どもを一人に置くという考え方はものすごく大事です。親と離すというのは自分の力

で何とかやるというのがありますが、ただ、親が子どもに対して愛情なしに野放図にテレ

ビでも見ておいてというふうにやってしまうと、ゲーム依存に走ったりします。 

 資料にありますけれども、ゲーム依存の子どもが約１割います。9.9％。ということは、

親としては子どもが黙って画面にじっとしておけば子育てが簡単になるというふうに勘違

いしている親御さんも結構います。そういったところからも弊害が出てきているのではな

いか。ただ、あんまりべったりになるのも子どもにとって良くないというのも同時に言え

ると思います。 

 

○西村委員 

 私も先ほど支援を四つ言っていただいたことがすごく良かったなというのが、ペアレン

トプログラムというところで、それは本当に保護者のプログラム的なものを是非作ってい

ただきたいなと思います。その中でやはりポイントは専門的な分野だけの方達がそこに人

材で入るということではないようにしていただきたいというふうに思います。 

 なぜならば、やはり専門的な分野で子どもはこうあるべき、学校はこうあるべきという

角度で責めると、先ほどから言われているとおり、保護者が今の現状が駄目だということ

は自分自身でよく分かっていらっしゃるわけです。その分かった上にこうしなさい、ああ

しなさい、こうあるべきというふうに言われると、どうしても分かってはいるけれどとい

うところのジレンマで、ずっと葛藤されるのではないかなというふうに思うので、是非、

寄り添える同じ立場とか、同じ思いだというようないろいろな角度から、専門分野だけで

はなくて、支援をしていただけるチームを是非プログラムの中で組んでいただきたいなと

思います。 

 あともう一つは、発達段階の支援の教育の先生方の支援ということで、そこも本当に重

要ではないかなと思います。教育長トークで、毎年回らせていただいて、各グループワー

クの中で今年も発達段階の子ども達に対する対応の仕方ということで、現場の先生方が大

変困っていらっしゃいます。生の声をたくさん聞かせていただいた中で、どういうふうに

関わっていいのか、子どもによって全員多種多様ですから、10人いれば10とおりのやり方

だと思いますが、それに対する対応をチームで組んでやっていらっしゃいますけれども、

それに対する先生方への迷いとかとまどいとかいうところのプログラムを是非組み立てて

いただければ、本当にありがたいなというところです。 

 やはり、親もぶれながら子育てしているところがあるのではないかと思っております。

一喜一憂して、私も先ほど冒頭に言いました研修会の中でいい表現だと思ったのが、家庭

教育は料理と同じで塩梅が大切という言葉がすごく耳に残りました。そういう塩梅の面で、

いろいろなところでいろいろな大人が関わっていただいて、子ども達を最終的に自立でき

る子ども達にするというのが、私達の使命なのかなというふうなことも考えさせていただ

きました。 
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○井上委員 

 私はちょっと違う方向から考えていますが、福祉的アプローチとか家庭の問題というの

はものすごく大事で、大変だというのはよく分かりますが、今、学校に実際に子ども達が

いるわけで、学校が何ができるかというのも考えないといけないのではないかということ

で、学校もチームでやはり子ども達を育てたり、守ったりしないといけないと思いますが、

一つは先ほど先生方の悩みの話も出ていましたけれども、教師の感性というか、そういう

ものをもっと磨かなければいけないのではないかということをすごく感じます。 

ただ、それを指導する先生が今どんどん先輩の先生がいなくなるという形で、何とかそ

ういうお勉強をしていただいたり、助けたりというようなことを考えることも必要なので

はないかということを、いじめの問題にしても、もちろん不登校につながりますし、そう

いうことをすごく感じます。 

先ほどチームでと言いましたけれども、教育相談員やスクールカウンセラーの方を配置

して頑張っていらっしゃると思いますが、教育相談員は今、学校に配置されて、２校に一

人ですか、スクールカウンセラーも今、中学校に配置されていますけれども、私は前にも

言いましたけれども、全小学校に置けるような方向に持っていって、予防的に、対処する

のではなくて、悩んで来るのを待つのではなくて、それこそ１学年全員の子ども達にカウ

ンセリングをするとか、面談をするとかいうような方向などにして、早い段階で対症療法

ではなくて予防のような形でもすると、少しでも違うのではないかなというのをずっと考

えているので、そのあたりも考えられるのではないかなと思います。 

 

○井上市長 

 今の件について、何かありませんか。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 スクールカウンセラーというのが、中学校が思春期を迎えて、やはりその思春期の影響

が表出するということで配置しています。スクールカウンセラーは中学校に配置していま

すけれども、小学校に行っていただくことはあります。 

ただ、回数とか日程の関係でなかなか密なコンタクトができないような現状がございま

すので、そこはいろいろなやり方、工夫を今からかけていかないといけないかなと思って

おります。それと、先生の在り方についても、先生の認識によっていろいろな状況が変

わってくる可能性がありますので、そこは引き続き研修等を通じて、レベルアップ、意識

の改善を図っていこうと考えております。 

 

○井上市長 

 今福課長、どうぞ。 

 

○今福子育て支援課長 
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 西村委員から御意見をいただきましたが、ちょっと順序は異なりますけれども、幸い春

日市は療育施設であるくれよんクラブを直営で持っております。今からここのノウハウを

いろいろなところに伝播していかないといけないのではないかと強く感じているところで

す。 

 来年度からペアレントプログラムのお話がありましたけれども、くれよんクラブで了解

が取れた保護者の療育訓練に講師の方とうちの職員を参加させるというペアレントプログ

ラムの研修を今考えております。ここで職員が育てば、数が多くなれば、この研修を終了

すると、講師になって伝えることができるので、例えば、子育てサロンに参加されている

スタッフの方とかにお伝えしていくこともできるのではないか。そういった形で横展開が

できるのではないかと思っております。 

 それと、子育て支援に関わっております専門職である保健師、保育士、どちらもそうで

ありますが、決して上から目線の対応はやってはいけないというのは、常々研修でも言わ

れていますし、彼女達も心に刻んで対応しております。やはり、保護者と共に悩む、共に

考えるという姿勢がないと、なかなかこちらの言葉があちらに届きませんので、正しいこ

とをいくら言っても、相手が理解して納得していただけなければ何にもならないので、相

手の心にちょっとでも正しい言葉が落ちていくように取り組んでいるところであります。 

 

○山本教育長 

 八尋センター長、在宅制の春日市の取組をちょっと言っていただいたら。市長トークで

相談のあった件があって、春日市の在宅制がどのようにしているかを詳しく皆さんに説明

していただいたら、出席扱いの問題とか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 在宅制というのは、まず家から外に出られないひきこもり状態にある子ども達に対して、

こちらのセンターの方からインターネットを使いまして、教科教材を、プリントを配信し

ます。そして、それを小学校で言えば教育相談員、中学校で言えば不登校専任教員がいま

すので、配信したものを取りに行くと。そして、そのプリントを我々のセンターの方で添

削いたしまして、そして戻すという流れですが、これによって、一番家庭で心配されてい

る出欠、欠席と出席の状況ですが、これについては、校長によって出席取扱いとする。た

だし、要件がいろいろございます。もらいに行った時に必ず本人を目視、本人を確認する

ということです。 

それともう一つ、我々のセンターの狙いとしては、そうすることで、家から外に出ると

いうことです。そして、学校へ行くと。実際に、昨年度は１名いましたが、１名学校に復

帰することができました。今年度も１名復帰状態にありましたが、また在宅制に戻りまし

て、現在中学生が５名、小学生が２名です。ただ、この子達は学校に行く、このうち１名、

３年生ですが、先日連絡が入りまして、入試に合格いたしまして、そして在宅制をそこで

やめて、学校の方にできるだけ行きたいという一つ我々が狙っている部分の一つの成果で
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はないかなというふうに思っています。 

それと在宅制の中でＩＣＴとかライブビューイングとかありますが、これはまだ難しい

ところがありますが、授業風景とかセンターでの自学、それを家庭の方に直接流すという

もので、これは将来的に、今センター内ではやっておりますが、なかなか難しいところが

あります。在宅制の狙いはとにかく家から外に出るということが大きな狙いであります。 

 

○山本教育長 

 在宅制を受けた子は、出席日数に入るわけですね。 

 

○八尋教育支援センター長 

 毎月我々の方で報告しております。 

 

○山本教育長 

 在宅を受けたいといって保護者が来られたときにどのような条件がかなったら在宅にな

りますか。いくつ条件がありますか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 これは、まずは先ほど言いましたように、まず教科のプリントをやるということと、本

人確認が必ずできなければいけません。それができないと、そして、それについて学校長

が認めるとなれば、出席取扱いとするということになれば、出席となるということです。 

 これは、流れとしては、保護者の方から学校に連絡が入ります。在宅制を受けることが

できないかと。そして、学校長の方で面談をしていただきます。そして、我々の方に連絡

が入って、我々の方から教育委員会の方にこういう申し出がありますがと許可の申請をす

るという流れでいきます。一番はやはり目視です。それができないと。安否確認です。そ

れをやるということで。 

 ただ、これを悪用するようなことがないように、これをやれば行かなくていいのだとな

らないように、十分気をつけてやっていかないといけない。なかなか難しいところですが、

それをやっていっている状況です。 

 

○山本教育長 

 在宅制を申し込まれて、アウトになった方もおられますか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 現在のところ、ございません。 

 

○井上市長 

 そういう子どもというのは、例えば、就学前は保育園や幼稚園に行った経験はあります
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か。そこまでは調べていないですか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 そこまでは調べていませんが、ただ、中学校に入ってからはほとんど行っていない。小

学生もですね。 

 

○山本教育長 

 そうしたら、このような在宅制がありますよということは、全ての不登校の保護者は

知っておられますか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 これについては、４月当初に各小中学校長に案内を出します。我々が直接行って校長に

説明します。そして、保護者に案内していただく。 

 

○山本教育長 

 そうしたら、保護者は知っておられますね。 

 

○八尋教育支援センター長 

 はい。 

 

○井上市長 

 やはり保護者自体が、悩んでいる方とそうでない方がおられるだろうか。何とかしない

といけないという気持ちの方ばかりではないような気がします。そういう方ももちろん多

いと思いますが、どうでしょうか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 悩んでこちらに声をかけてこられる方はおられますが、全く声をかけてこられない方も

おられます。 

 

○井上市長 

 そこが問題です。親の意識はどうなのか。子どもは子どもで好きなようにさせておけば

いいといった考えを持った保護者がおられるような気がします。我々では考えられないよ

うなことですが。現場でどうですか。 

 

○八尋教育支援センター長 

 全く考えていない親もおられると思います。 
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○井上市長 

 割合でいうと、どれぐらいですか。問題は、そういうところをある程度みんなで共有し

ないと。 

 

○八尋教育支援センター長 

 どうしてもこちらに声をかけていただく親御さんの対応を中心にやっておりまして、た

だ、示しておりますように、教育放棄そして家庭不和というものがあると思います。これ

は、実態調査から学校から出していただくもので、不登校状態になっている子達の10.8％、

教育放棄を含めて家庭不和というか、不登校の保護者の中におられる、放棄しているとい

うことでございます。 

 

○井上市長 

 １割ということですね。 

 

○八尋教育支援センター長 

 １割程度おられます。 

 

○金堂経営企画課長 

 それでは、意は尽くせませんけれども、一旦ここで不登校の現状と対策については。こ

こで次の議題に移らせていただきます。よろしいでしょうか。 

 

 

(2) その他市長部局と教育委員会事務局の連携について 

 

○金堂経営企画課長 

 その他市長事務部局と教育委員会事務局の連携についてでございます。何か御意見、御

質問等があればお願いします。 

 私の方からよろしいでしょうか。 

いろいろな構想関係が今、福祉と教育委員会関係で詰めているところですが、目の前に

子ども達がいるので、目の前の子ども達に何か行政、教育委員会に限らず、行政全体の活

動の中で不登校の側面から何か支援ができないかと日頃から考えていますが、うちの強み

はコミュニティ・スクールで、学校、家庭、地域の役割、地域の側面で何か日々の公民館

活動とか自治会活動の中で、例えば、自尊感情を高められるような、そんなに多くの活動

が日々行われているわけではないことは承知しておりますが、12月に上白水公民館の餅つ

きに伺った時に、見慣れない中学生らしき人がいて、誰かと聞いてみたら、西中のボラン

ティア部を卒業した、要は中学校を卒業した高校生が餅つきに来ているとことでした。 

西中がボランティア部の活動の中で不登校の子ども達にも声をかけているという小さな
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ことですけれども、何かそういう取組はいいなというところがあったので、今後はやはり、

今日の議題にもありますが、教育委員会だけの問題ではなくて、それぞれの市長事務部局

のプロセスには間接的には関わっているので、何かそういった側面からの連携が取れない

かと。答は持っていないですが。 

 

○髙瀬学校教育課長 

 ものすごくいい意見だと思います。いろいろなセクションはいろいろなセクションで子

ども達を見ています。それがどこかで点が一点になって集まると、子ども達に強い力を与

えるのではないかと考えています。 

 

○山本教育長 

 非常にいい発想だと思います。だから、今後の教育委員会事務局と市長部局の連携で大

事にしないといけないのは、子どもが参画するような行事を増やしていくということ。 

例えば、今度のラグビーのワールドカップのキャンプ地の件にしても、ああいうのは子

どもにとって貴重な体験だと思います。それから、自治会の子ども参画の事業もたくさん

あるし、そういう事業を多様な形でやっていくことが大事ではないか。つまり、不登校の、

例えば、大谷小の例ですが、バザーに来たことがきっかけで不登校が良くなったという事

例もあります。 

だから、子どもが参加する地域のいろいろな行事というか、子どもに呼びかける。そう

いうものを大事にすることが、とても大事ではないかと。今回のワールドカップも子ども

にどんどん参加させたらいい。もしかすると、それで変わるかもしれない。何かそういう

ふうに思います。 

 

○神崎文化財課長 

 文化財課で門外漢かもしれませんが、本日出席されている魚屋教育委員は、子ども食堂

にずっと関わっていらして、市内に今、六つの子ども食堂があるということで、それぞれ

ネットワークを開いていらっしゃいます。その方達にお話しする機会がありましたけれど

も、もちろん大人の方達も準備されますけれども、配膳とか子どもの整理とかそういった

ものを中学生のお子さん達がお手伝いをしているという情報を聞いたところです。魚屋委

員からお話いただければ。 

 

○魚屋委員 

 小倉東でダイニングつどいといって、子ども食堂というと子どもの貧困ということが連

想されますので、名前を変えましてダイニングつどいということにしております。これは、

年齢を問わず、高齢者までそこに集って、若い子どもさんとお年寄りが話をできる場にな

ればいいなということで、今は核家族でお年寄りの方と話す機会が少ないということがあ

りますので、お年寄りの孤食も防げるというところで開いております。 
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 小学校の３年生ぐらいの男の子も女の子も私達が作るのを見ていて、何かしたいと言い

出しました。来月、エプロンとか三角巾を用意しておくから来たいならおいでと言ったら、

来るようになりました。食を考えることもできるし、そこで大人と子どもがコミュニケー

ションも取れる。いろいろな話ができる。そして、作るのもいろいろな材料を切ったり、

けがのない配慮はしますけれども、それを全部するようになりました。これはこうやった

らできるんだよといった食育もできますし、配膳で大人の手が足りない時は手伝ってもら

えると言ったら、いいですよと並んでマスクを全部して、とにかく衛生面に気をつけてね

と言って、今度は子どもが食事を、トレイを持ってきますが、そこの時に声をかけてねと。

どうとか、何となく声かけてねと。いろいろと聞かなくていいから、食べるものを捨てる

にはもったいないから、どれぐらい食べられるとか、おかわりができるとか、これぐらい

でいいのかなとか、そういうコミュニケーションを取ってねと。私達も間に入っていきま

すが、そうしながらやっていくと、子ども達も作る喜びもあるし、接する喜びもあります。

大人と会話ができる。 

そして、その間に私はフリーになっていますから、テーブルを回ってどうと声をかけて

いくのです。そうすると、最初は60人ぐらいの子ども達が今は120人ぐらい来ています。 

ちょっといろいろなものが見える部分もあります。子ども達の顔を見ていると。 

終わった後に、私達スタッフだけで話し合って、ああだった、こうだったと。でも、家

庭環境には私達は一切関知しないようにしていますが、こちらからアプローチはしないで

すけれども、何となく声を出しやすい環境に持っていこうかなというところで、今やって

います。 

 

○井上市長 

 今、６か所ですか。 

 

○神崎文化財課長 

 ６か所です。それぞれ、自治会と連動して自治会事業としてされているところもあれば、

個でやっていきましょうということで自分達のグループだけでされているところもありま

すけれども、やはりそれだけでは足らないので、地域の方に呼びかけたりだとか、いろい

ろな志がある方に声をかけて、あるいは、状況的には子ども達にも来てと声をかけて、来

ていた子ども達をお手伝いがわりに来てもらったりということをしながら、本当に食べる

こともそうですけれども、そこに交流の場が生まれている。 

先ほど八尋センター長もおっしゃっていましたが、子ども達の自尊感情を高める場に少

しずつなっていくのではないかと。ちょうどそういった流れができているので、是非そう

いったものも活用といっては変ですが、連動してやっていければいいのかなと思ったので、

情報をいただいたところです。 

 

○山形委員 
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 ずっとこの議論を聞いておりまして、非常に意義があって、非常に充実した内容だなと

改めて感心するところです。 

 前半の部分、例えば、教育相談員にしろ、福祉的なサポート体制が今度できるという話

ですけれども、その話も聞いていて何となく感じるのが、皆さんやはり目に見えない予算

の壁というものを感じながら、どこか念頭にありながら、お話をされているなと。それは

もう当然ですけれども、もちろん市長部局とか市議会も含めて、春日市は特に教育予算を

かなりつぎ込んでおられて、しかも、お金とか建設的な意見を出すけれども、あまり実質

的なところには口を出さないとかいうような非常にサポート体制といいますか、そういう

体制も非常に感謝しているといいますか、いいところだなと思うところです。 

 一方で、この会議自体はどちらかというと、ある意味、現状打破といいますか、パラダ

イムシフトといいますか、そういう大きな今までとは違った方向性も決め得る会議なのか

なと。そうした場合に、例えば、前半の不登校の話で宿泊体験が非常に有効であるという

ようなものがあれば、１年生から６年生で毎年、修学旅行みたいに１泊２日でどこかに行

くような体験を全学的に行けるとか、そういった非常に予算が伴うこともできるのかなと。 

 教育委員会の事務局は非常に建設的で、しかも独創的な施策をこう出してきますけれど

も、さっき言いました予算の壁みたいなものがあって、いつも無難な数字に落ち着いてい

るといいますか、そういったこともなきにしもあらずかなというふうな気がするのですが、

もし、今後、挑戦的な施策が出てきたときに、是非、市長部局にそれをお認めいただきた

いと。そういう土壌を作っていただきたいなと思うところです。 

 予算を伴いますので、市の財政だけではなかなか難しいところもありますので、もう一

つ要望としては、ことあるごとにいろいろなルートを使って、県とか国とかそういったと

ころに陳情ではないですけれども、制度を作ってもらうであるとか、そういったあらゆる

ルートを使って、もう少しソフトパワーだけではない、マンパワーとか予算面でも事務局

が挑戦的な施策ができるようにしていただければ。 

 

○井上市長 

 貴重な御意見をありがとうございます。これについて何かあれば。 

 

○石橋経営企画部長 

 今、全国的な流れで地方創生といって、少子化が進んで、今後、少子化対策を進めま

しょうということで、春日市についても、子育て支援については特段の重点施策としてお

金を重点的に配分しているつもりではあります。今後もその部分については、重点施策と

して考えております。 

また、いろいろと話を伺っておりましたけれども、子どもさんが学校に行くことも大事

ですけれども、将来子どもさんが全体で見たら、社会で役立つような形になっていただく

部分も必要なのかなとは考えております。ここも大事ですけれども、全体的にコミュニ

ケーション力を子どもさん達に上げていただいて、実際に社会に出て、社会に貢献できる
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みたいな形で、健やかに育ってほしいという形で、子育て支援については予算も重点配分

をする視点は忘れずに行っているつもりですけれども、今後また厳しい意見をいただけれ

ば改善したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○山形委員 

 厳しい意見で言ったわけではありませんが、非常に感謝しておりまして、福祉部局の連

携などもついに実現かと。昨年度に話が出てきたときにやはり難しいと。いいのは分かっ

ているけれども、お金がかかって難しいという話で、せっかくいい取組なのに、15年サ

ポートの話ですけれども、難しいという感じが出てきたと思っていましたけれども、今回、

33年度からということで非常に感心したところもありますので、もう一つ考えを持ってい

ただいて是非というところでございます。 

 

○井上市長 

 私からよろしいですか。予算を伴うことですから言うわけではないですが、こういう子

育てというのは、春日市が上手くいっているのは、コミュニティ・スクールも一緒だと思

いますけれども、確かに今、山形委員がおっしゃるように、そういうことを全体で取り組

んでいくことも重要だと思いますが、むしろこれは共通した課題というよりも、そういう

ある程度、不登校とかのそういう子ども達の問題ですから、これを制度化して全校でやっ

てしまうということになると、公務員の一番いけないところで、全部調整型になってし

まって、参加しない人は全然参加しないというふうに、私はなりそうな気がします。これ

が、行政の弱点です。 

 だから、春日市のいいところというのは、それぞれの立場で、子ども食堂は子ども食堂

で、言葉は変えてあるということでしたけれども、それぞれ子ども食堂をやっていただい

ている。これは別に行政がお願いしたわけではないし、それは実質的にそういう意識の高

い方々がそういう活動をやっている、ここでもやっていただいている。 

 もう一つは、例えば、コミュニティ・スクールだって、これだって行政からスタートし

たわけではない。自治会が。実際にやったとすれば、自治会と行政の関係を変えていった。

自治会の組織を変えていった。地区世話人という特別地方公務員を廃止したということで

す。そこから自治会が変わってきたということですね。 

 ですから、確かに山形委員がおっしゃるのは理解できるのですが、具体的にこういった

ものを制度化していくと、何か新たな課題というか、何かそれで終わってしまうような意

識になってしまう感じがしまして。 

 実は先般、びっくりしたことがありまして、白水児童センターの10周年のお祝いの会が

ありました。その時に子ども達が山のようにたくさん来ていて、おやじの会から保護者と

か大人の人があふれるぐらい来ていました。その中でいろいろ話を聞いていたら、児童セ

ンターは児童センターでこんな役割を果たしているのだなと。結局、不登校の子がここに

遊びに来ているうちに学校に行けるようになったとか、子どもの頃全く手のつけられな
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かった女の子がここで生活するようになって、今はお母さんになって子どもを連れてここ

に来ているとか、それぞれやっておられるところが春日市の強みであり、よく私は人が宝

と言いますが、そういう意識の高い方がおられるし、おやじの会もものすごく活発になっ

てきましたし、そういったものをもう一度、山形委員からの御意見も貴重な御意見でした

ので、考えさせてもらいたいと思います。 

 ただ、一方で押しなべてということになってくると、学校行事のようになってしまうで

しょう。ちょっとそこのところも懸念してこないと、現場の声も聞きながら、これは貴重

な御意見ですから、教育委員会の職員の人達は特に考えておいてください。お願いします。 

 

○山本教育長 

 私も今思ったのですが、まちづくりは全て行政が主軸になってするのは、もう今では古

い時代のやり方だろうと私もつくづく思いました。 

どうしてそう思ったのかと申しますと、例えば、おやじの会とか子ども食堂とかの姿を

見た時に、別に行政が予算措置して生まれたわけではなくて、自然に市民の有志の方から

生まれたのです。それがどんどん広がっている。広がった上にネットワークまで作られて

いる。この頃、ネットワーク会議に参加させていただきましたけれども、どんどん広がっ

ているのですね。 

 つまり、行政主導の子ども食堂とか、行政主導の会議ではない。それが正にこれからの

地域づくりの目玉というか、長い年数がかかる途絶えない発展につながるのではないかと

思いました。 

 もちろん、行政が予算措置しなければいけない面もありますが、そういう下からボトム

アップというか、それが春日市の特徴かなというふうに。 

 

○井上市長 

 私もその会議に呼ばれて行きましたけれども、その中で言われていたのが、春日市がな

ぜ上手くいっているかといえば、市が補助金を出していないからでしょうと言われた。あ

る市では、市の補助金を出している。そういうところでは続かないらしいです。縮小して

いるという話なのです。 

 だから、行政が関わるといつの間にか行政がということになってしまうものだから、だ

から、根底はやはり、自治会とか市民の皆さんと行政の信頼関係をいかに維持していくか

ということではないかという気がしています。 

 

○神田教育部長 

 今、いろいろとお話がありましたけれども、福祉との連携、学校の問題、特に今、議論

になったのは市民とか地域の活動ですけれども、今ちょうど私の方で生涯学習という視点

で、市民の生涯学習機会ということで、市報とかめくって見ています。そうすると、例え

ば、教育委員会と生涯学習といったら、社会教育事業が何本かあるだけではございますけ
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れども、実際には例えば、環境問題であったりとか、いろいろなところで講演会をしたり、

勉強会をしたりということで、行政の各分野にわたって、それぞれの目的で学習機会が

あったり。それから、市報を見ると、いろいろな市民活動や団体活動、自治会の活動で学

習する機会が山ほどあるわけです。 

 そういうものを見ている感覚で、市長の話を聞いておりまして、では、子ども達がいろ

いろな体験活動ができる場というふうになりますと、いろいろと子ども食堂の話であった

り、自治会の活動を逆に私達が一覧表を作れという意味ではないですが、把握をしっかり

しているのかという気がします。多分、それを全部洗い出したら、春日市民の力も含めて、

行政の力も含めて、ものすごい体験活動の場があるはずなのです。 

そういった意味では、そういった把握の一方で、把握をしながら春日市民の力というの

も評価しながら、今後、子育て支援をそういった面でも見ていく必要があるのかなという

ふうに考えましたので、これはもう全庁だけではなくて、市民一体で、意識無意識にかか

わらず、関わっているパワーを是非そういった把握をしっかりしていけば、春日市の力と

いう全体像が見えてくるのかなと強く思ったところです。 

 

○西村委員 

 今、部長が言われたように、本当に春日市というのは人材が豊富だというふうに言われ

ます。本当に人が宝というか、そういうところを実感するところです。そして、そこに行

政がお金をつぎ込むことも理想なのですが、確かにそうすることがマイナスになっていく

ということも本当に理解するところです。 

 ただ、市民団体とか個々がそれぞれがやるということは、私も今もやっていますけれど

も、地道にやっていますけれども、そういうことの連携は個々が、市民の個々の連携はな

かなか取れやすいようで取れにくいところがあります。それとか情報がやはり薄いところ

がある。だから、多方面に関わっているからその情報が得られるのであって、その関わっ

ていない市民に対してはその情報がいつまで経っても届かなかったり、つながれなかった

りというところがあるので、そのつなぎ役というところは、どうぞこれからも行政が、自

治体が音頭を取っていっていただいて、そしてそこに力を注いで、そこに少しは予算もつ

ぎ込んでいただくというところでやっていただきたいと思います。 

 やはり、個々任せになると、どうしても膨らみもなくなるし、発展もないし、井の中の

蛙じゃないですけれども、同じことの繰り返しというところでジレンマにも入ってしまう

ので、そこのところではつなぎであるとか、情報だとか、公開だとかそういうところの観

点を忘れずに、人材活動への予算というか、つなぎの予算というところを考えていただき

たいなというふうに思います。 

 

○井上市長 

 今の答になるか分かりませんが、そういういろいろな地域の関わりをもった活動をされ

ている方がいくつもあります。この子ども食堂とかいくつかある中で、例えば、ぶどうの
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庭の活動とか、そういうものをまず皆さんにそこから知っていただく。いろいろ市報に出

して紹介はしているけれども、なかなかこれが身近に感じていただけないというか、結構

読んでいたら、私自身も見ていないことがいっぱいある。どうやってこの情報を共有化す

ることができるのかというのは非常に難しい問題ですよね。まずそういうところから始め

ていって、さっきの自治会の取組の中にもたくさん子育て支援をやっていただいていると

ころもありますから、そういったものを何か、こういうものをやっていただいているのだ

というものが分かるものを目に見えるものを皆で作りましょう。市長部局も教育委員会も

一緒になって。 

 

○西村委員 

 そういうところで、個々をつなぐことによって、今まで思いもしなかった化学変化が起

こってみたり、すごく新しいものが見えてきたりというところが、春日市らしいというか、

そういうところに目を向けていただきたいなと。 

 

○金堂経営企画課長 

 不登校の問題が、１時間の枠に収まるとは到底思っていませんでしたけれども、予定時

刻を過ぎております。会議の冒頭に、魚屋委員が新しく就任されておりますが、御紹介を

冒頭に差し上げるべきでしたが、申し訳ございません、御挨拶を簡単にお願いいたします。 

 

○魚屋委員 

 御挨拶が遅れまして申し訳ございません。このたび教育委員を拝命いたしまして、先日

から参加させていただいております。右も左も分かりません。皆様の御支援をいただき、

勉強しながら務めてまいりたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

○井上市長 

 一言付け加えさせていただくと、この場で言っていいかいろいろ迷っていましたが、山

形委員が予算の話をされたので、逆に投げかけたいのですが、昨日、私立幼稚園の幹部会

があって、呼ばれて、その中で話をしていたら、ある園が発達障がい児を受け入れてくれ

ているらしいです。保育園は国が補助をしていますが、幼稚園には出ないらしいです。だ

から、市の方でなんとかなりませんかと言われました。これは大きな問題だなと思って、

子ども未来課になるのか、子育て支援課になるのか分かりませんが、これも考えていきま

しょう。 

 

○今福子育て支援課長 

 補助金みたいな形ではなくて、人を派遣する形が正しいのかなと思います。 

 

○井上市長 
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 何らかの形で。もう、すぐにいっぱいになるそうです。加配しなければならないし、加

配するにはお金がいるから、むしろそっちの人だろうと思います。また後で話をしますか

ら、そういうことも春日市は新たに幼稚園の中でも取組をやってくれて、こういう子ども

達が不登校にならないで済むように考えていきたいと思うので、それもちょっと頭に入れ

ておいてください。 

 

○金堂経営企画課長 

 では、この問題は引き続き、継続した議題として取り扱っていきたいと思いますので、

またよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、第２回春日市総合教育会議を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

 

 

午前１０時２０分 閉会 
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