
令和元年度 第１回春日市総合教育会議 議事録 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

(1) 日    時  令和２年２月１２日（水） 

           開会 午前９時３０分 

           閉会 午前１０時３３分 

(2) 場    所  春日市役所議会棟全員協議会室 
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   市 長      井 上 澄 和 

   教育委員会 教育長  山 本 直 俊 

委 員  井 上 佳 子 

委 員  魚 屋 けい子 

委 員  谷   康 浩 

委 員  安 本 誠 一 

 

３ 構成員を除き会議に出席した者の職氏名 

   副 市 長      佐々木 康 広 

経営企画部長      石 橋   徹 

教 育 部 長      神 田 芳 樹 

   健康スポーツ課長      貴 島 宏 一 

   教 務 課 長      藤 井 謙一郎 

   学校教育課長      髙 田 勘 治 

   地域教育課長      三 丸 瑞 恵 

   地域教育課主幹      市 場 結 実 

   文化財課長      神 崎 由 美 

   学校教育課指導主幹      扇   弘 行 

   学校教育課指導主事      立 川 嘉 彦 

   経営企画課統括係長      春 日   昇 

 

４ 議事の内容 

   別 紙 
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午前９時３０分 開会 

 

○春日経営企画課統括係長 

 おはようございます。経営企画課企画担当の係長をしております春日と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、令和元年度第１回春日市総合教育会議を私の方で進行させていただきます。

開会に当たりまして、本日の会議の主宰者であります春日市長が皆様に御挨拶申し上げま

す。 

 

○井上市長 

 皆さんおはようございます。本日は雨の中でございますけれども、お忙しい中、また足

元が悪い中、御出席いただきました誠にありがとうございます。 

 令和元年度第１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、皆様方にお

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。 

日頃から学校教育、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、第６次春日市総合計画基本構想の策定についてを主なテーマにし

ております。現在、本市の最上位計画である第６次春日市総合計画を、令和３年度からの

スタートに向け、策定中であります。このうち、本日は目指すべき将来都市像やまちづく

りの基本理念、基本目標などを示した基本構想について御説明させていただきます。基本

構想は、今後１０年を見据えた市政運営、まちづくりの方向性を示す計画であり、市長部

局のみならず、教育委員会を含めた横断的な検討が必要となります。 

まさに、総合教育会議にふさわしいテーマだと存じますので、教育委員の皆様と同じ方

向性を共有できますよう、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) 第６次春日市総合計画基本構想の策定について 

 

○春日経営企画課統括係長 

 それでは、早速議事を進めてまいります。レジュメに沿って進めさせていただきますが、

協議事項の（１）第６次春日市総合計画基本構想の策定についてになります。経営企画部

長の石橋から説明させていただきます。 
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○石橋経営企画部長 

 おはようございます。早速ですけれども、先ほど市長が申しましたとおり、令和３年度

から始まる総合計画を作成している経過の途中になります。経過途中の報告をして、教育

委員の皆様から御意見をいただきたいと思っておりますので、この場を借りて御説明差し

上げたいと思います。 

 それでは、資料に沿って説明させていただきます。 

始めに、資料の表に書いておりますとおり、先ほど市長が申しましたように、市の最上

位の計画である総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３計画で構成されておりま

して、第６次総合計画もその構成を引き継いでおります。今回御説明いたします基本構想

は、１０年後の将来像を定め、まちづくりの基本方針を示すものになります。 

 下のピラミッドの図を御覧ください。今回の総合計画の中では、上から将来都市像、基

本目標、政策、施策、事務事業を定めます。関係性といたしましては、図の左に目的、手

段と書いていますとおり、上に行くほど大きな目的となり、下は上の目的を達成するため

の手段というふうに考えております。 

 次に、図の下にまちづくりの基本理念という表示をしております。これは政策、施策、

事務事業を進めていく上で常に踏まえておくべき基本的な理念で、ピラミッド図の全体に

かかるものになります。 

 今回説明する基本構想原案では、上から将来都市像、基本目標、政策、そして先ほど説

明した図の下のまちづくりの基本理念を掲載することにしております。今日お話しする基

本構想の部分につきましては、将来都市像、基本目標、政策とまちづくりの基本理念とい

う形になります。 

 続いて、こちらの基本構想原案の資料を説明させていただきます。 

２ページを御覧ください。第１章として将来都市像になります。 

将来都市像とは、市として１０年後に春日市はこういうまちになっている、こういうま

ちを目指すという姿を市民の皆様や職員で共有するものになります。そして、市が行う政

策や施策はこの将来都市像を実現するためにあるものと考えております。 

現在の第５次総合計画では、将来都市像として「住みよさ発見 市民都市かすが」とい

う将来都市像を掲げ、一人ひとりの住みよさを実現するまちづくりを進めてまいりました。 

そして、次の総合計画の将来都市像は、一番下にありますように、「住みよさ実感都市 

かすが ～つながる はぐくむ 支え合う～」と考えております。 

 まず、住みよさ実感都市という部分ですが、将来都市像には春日市ならではの特色をで

きる限り表現したいと考えました。春日市独自の将来都市像として、やはり春日市は住宅

に特化した都市であり、春日市の特徴を一言で表せるとすればやはり住みよさなのではな

いかと考えました。基本的には住宅都市として住みよさを追求し続けることが、第５次か

ら今回の総合計画に継承するということになります。 

 また、第５次総合計画では「住みよさ発見」でしたが、今回は「住みよさ実感」として

おります。「住みよさ発見」は全ての市民に春日市の住みよさを見つけてもらえるような、
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あるいは見つめ直してもらえるようなまちづくりをしていこうという考えでした。「住み

よさ実感」は、社会情勢の急激な変化や多様化している市民ニーズにしっかりと対応し、

市民一人ひとりが１０年後も春日市は住みよいまちだと感じてもらえるまちづくりをして

いこうというもので、住みよさを発見するものから、常にそこにあり実感するものにス

テージアップしていこうという思いを込めています。 

 続いて、後半の「つながる はぐくむ 支え合う」です。意味としては、現在の様々な

課題、そしてこれから生じると想定される課題を乗り越えていくためには、やはり協働の

まちづくりをこれまで以上に推進し、オール春日で取り組んでいく必要があると考えてお

ります。今後の厳しい財政状況や人口減少、高齢化などを考えますと、行政だけで課題を

解決することは現実的に難しい状況にあります。そのため、地域の中でつながりを作り、

そのつながりを育み、みんなで支え合うことができるまちづくりをしていこう、このよう

な仕組みづくりを進めていこうという考えを表現したものになります。単につながるだけ

でなく、それを支え合いにまで発展させることで、市の住みよさを向上させていきたいと

考えているところです。 

続きまして、３ページのまちづくりの基本理念についてです。 

まちづくりの基本理念とは、先ほど説明しましたように、市が政策、施策、事務事業な

どでまちづくりを推進するに当たって、常に踏まえるべき基本的な理念と考えております。

これは、全ての仕事を進めていく上で職員や市民の皆様がこういうためにこういうことを

しているといった基本理念ということで、下から全ての政策を支えるものと考えておりま

す。 

基本理念は、今回の総合計画から新しく設定したものになります。これは、まちづくり

の基本理念が、あらゆる政策、施策、事業を執行していく上で常に踏まえるべき根本的な

物の考え方として整理しました。 

基本理念の内容として三つ掲げています。一つ目は「誰もが住み続けたいと思えるまち

づくり」、二つ目は「みんなが活躍する協働のまちづくり」、そして最後に「未来へつな

げるまちづくり」と考えております。 

一つ目の「誰もが住み続けたいと思えるまちづくり」は、これまで本市まちづくりの中

心的な考え方であり、将来都市像の章でも述べていますが、春日市の住みよさを追求し続

けるということを改めて理念として反映させたものになります。 

次に、二つ目の「みんなが活躍する協働のまちづくり」です。こちらも市がこれまで強

く推し進めてきた協働のまちづくりを改めて理念として反映させたものになります。現計

画には目立つ形で協働のまちづくりの位置付けを示しておりませんでしたが、今回は基本

理念とすることで、春日市が行うあらゆるまちづくりの中で協働を行うということをはっ

きり示したいと考えております。 

最後に、三つ目の「未来へつなげるまちづくり」です。現在の市民に質の高い暮らしを

提供するということは当然のことですが、それを未来の世代に確実に引き継いでいくとい

うことは今の世代の責務であり、それを可能とするまちづくりをしていかなければならな
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いという考えを示させていただきました。理念の説明文にも書いておりますが、少子高齢

化や人口減少問題、厳しい財政状況といった様々な課題があることを考えると、未来の世

代に今と同じ暮らしを届けることができるのかという危機感があります。ですから、まち

づくりを進めていく上では、未来の世代に負債を押し付けていないか、未来の世代にとっ

てプラスになるまちづくりになっているかということを、常に頭の中に置いておく必要が

あると考え、未来へつなげるまちづくりという理念を設定しております。 

続きまして、第３章まちづくりの基本方針についてです。 

まちづくりの基本方針は、４、５ページの基本目標、こちらに書いてある基本方針部分

の基本目標になります。それと６、７ページに書いております基本目標を達成するための

政策、この二つを併せた部分が基本方針になります。 

政策につきましては、基本構想ではこの表の体系図まで掲載し、政策の方針や施策と

いった具体的な中身につきましては、この下に付きます５年ごとの基本計画、今は基本構

想の部分を説明しておりますが、基本計画の中で示していきたいと考えております。 

本日は、４、５ページの基本目標を中心に説明させていただきます。 

まちづくりの基本目標は、各分野で取り組むまちづくりの基本的な方向性を示すために

設定した目標になります。基本目標という言葉は、次期計画で初めて使用しているもので、

現計画の基本構想ではまちづくりの指針を定めていましたが、指針ではなく目標とするこ

とで、１０年後に春日市が目指すまちの姿が明確になり、それを実現するための手段とし

て政策、施策、事務事業があるということがよりはっきりすると考えました。 

また、協働のまちづくりをこれまで以上に進めていくためにも、市民と行政が同じ目標

を共有することが重要であると考えました。今回、基本目標は五つ定めております。 

今回の大きな特徴としましては、基本目標２で子どもに関する目標を独立して設定した

ことにあります。第５次のまちづくりの指針では、ある程度市の組織、部割を意識した分

け方になっておりまして、子どもに関する施策に関しましては、健康福祉と教育、文化、

スポーツという二つのまちづくりの指針にまたがっていました。今回は組織にとらわれず、

春日市がどのようなまちを目指したいかを考えて目標を定めており、子どもだけで一つの

基本目標を設定することで、本市が子育て支援、教育に今後も力を入れていくということ

を市民に示すことができると考えております。 

では、各基本目標を簡単に説明させていただきます。 

まず、基本目標１は「人と地域がつながり、豊かさとにぎわいを感じられるまち」です。

大きな分野としては「人づくり・地域づくり」としています。この目標では、まず地域で

の活動や文化芸術・スポーツ活動などを通して、市民一人ひとりが心豊かに暮らせるまち

を目指しています。これが人づくりとなります。そして、心豊かな市民がつながりを広げ

ながら協働により様々な場面で活躍することで、地域コミュニティや歴史、文化、産業な

ど地域全体の魅力が高まり、地域全体で豊かでにぎわいを感じられるまちを目指すものに

なります。 

次に、基本目標２の「安心して子育てができ、子どもがすくすくと成長できるまち」で
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す。大きな分野としては「子育て・教育」としています。この目標は、先ほど説明しまし

たとおり、子どもに特化した目標となっています。大人の目線では子どもを安心して産み

育てられるまちを目指し、子どもの目線では豊かな人間性と生きる力を育みながらすくす

くと成長できるまちを目指します。また、行政と学校、地域が連携協力して、子育てと教

育に取り組むことを掲げており、コミュニティ・スクールもこの目標の中で推進していく

ことになります。 

次に、基本目標３の「みんなで支え合い、誰もが健やかにいきいきと暮らせるまち」で

す。大きな分野としては「健康・福祉」としています。この目標では、全ての市民が性別

や年齢、国籍や障がいの有無などにかかわらず、個人として尊重され、心身ともに健康で

自分らしくいきいきと暮らすことができるまちを目指しています。この目標では高齢者支

援、障がい者支援、健康づくりといった従来の福祉部門の政策はもちろん含まれています

が、人権や男女共同参画の推進もこの目標を達成するための政策として整理させていただ

いております。 

次に、基本目標４の「良好な住環境の中で、安心して快適に暮らせるまち」です。大き

な分野としては「都市整備・安全安心」としています。この目標では、良好な都市空間と

生活環境を整え、誰もが快適に暮らせるまちを目指しており、都市整備に関する政策と環

境に関する政策、そして、防災、防犯、交通安全などの安全安心に関する政策をこの目標

に含めています。これらの政策を通して本市の強みである良好な住環境を維持し、住みよ

さを実感できるまちづくりを進めていきます。 

最後に、基本目標５の「持続可能で、市民から信頼される行政経営」です。この目標は、

行政目線の目標となっています。質の高い行政サービスを将来にわたって維持し、持続可

能な行政経営を続けていくために行政改革を積極的に行い、限りある経営資源を効果的か

つ効率的に活用することを目標としています。この目標を基に行財政改革を推進し、まち

づくりの基本理念にある未来につなげるまちづくりを進めていきたいと考えております。 

続いて、６、７ページの政策につきましては、今御説明しました基本目標を達成するた

めの手段として主に市が行う政策を体系的に示したものになります。各政策の中身につい

ては、冒頭で説明しましたとおり、今後５年間の基本計画の中で改めて詳しく説明するこ

とになります。 

最後にスケジュールになりますが、現在基本構想というものが元年の１０月から１月ま

でずっと協議をして、附属機関であります総合計画審議会に諮問を行っていて、３月に市

長に答申をいただいて、その後、基本構想を大体７月ぐらいに確定しようと考えておりま

す。その後、先ほど説明しました５年間の基本計画を協議して、３月に総合計画の全体を

策定する計画で今進めております。 

また、１月３１日から今説明しました原案を既に市民に公表して、今パブリックコメン

トを実施している途中になります。 

本日は、忌憚のない御意見をいただきまして、それを基本構想に反映できたらと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○井上市長 

 それでは、ただいまの説明に関しまして何か御意見等がございましたら、挙手をお願い

いたします。 

 

○石橋経営企画部長 

 今日、急に見られて意見を求められても難しいと思いますので、今日限りではなく、教

育委員会の事務局を通してでも、様々な御意見をいただくことは可能ですので。 

 

○安本委員 

 一つよろしいでしょうか。第６次が始まるということで、第５次計画は終了したという

ことで理解してよろしいでしょうか。 

 

○石橋経営企画部長 

 来年度一杯まで現在の計画が続く形になります。 

 

○安本委員 

 重なっていることはないですか。 

 

○石橋経営企画部長 

 重なっていなくて、２年度まで終わって３年度から新しい計画が始まる形になります。  

 今年度９年目が終わって、令和２年度が１０年目の最終年となります。 

 

○安本委員 

 そうしたら、２ページの１行目に書いてある住みよさの発見とか、そういった市民感覚

的なものはまだ整理がされていないということですか。春日市がこういうふうに住みよい

ということを市民が発見するようなイメージですよね。そういうアンケートというか、意

見聴取はまだ出てきていないですか。 

 

○石橋経営企画部長 

 アンケートは昨年度行って、アンケートの結果を持ってくればよかったですが、住みよ

さの満足度は９０パーセントを超えている市民が、市の政策だけに限らず、交通の利便性

とかも含めて９０パーセント以上が住みやすいという回答をいただいております。そのこ

とを踏まえて、今後市外にも発信していき、現在住んでいる方も実感していただこうとい

う形で発見から、実感という表現に変えさせていただいております。 
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○安本委員 

 ありがとうございます。 

 

○井上市長 

 今プロモーションといって、「みんなで春をつくろう」というものを作っておりますけ

れども、やはり市内におられる方もそうですけれども、それ以上に市外の方の方が春日市

の住みよさとか教育のレベルの高さとかそういったものはよく御存知みたいで、ですから

市民の方達にこういったことを通して、「みんなで春をつくろう」というのはこういうこ

とですと説明しながら、今全庁を挙げて市民に呼びかけております。一方で、市外に出て

いって春日市の良さを売り込んだりするようにしております。 

 これは、いつぐらいまでに御意見をいただいたらいいですか。 

 

○石橋経営企画部長 

 ３月一杯まで大丈夫かと。 

 

○春日経営企画課統括係長 

 パブリックコメントが２月末ではございますけれども、先ほど部長が申しましたとおり、

附属機関の審議会も同時並行でやらせていただいていまして、そちらが３月中旬にこの分

についての答申を市長に出していただくのが今年度一杯という流れになっておりますので、

その時期ぐらいまでであれば、いろいろな御意見をいただければ参考にさせていただきた

いと思っております。 

 

○井上市長 

 御意見をいただく窓口はどこにしたらいいですか。 

 

○春日経営企画課統括係長 

 経営企画課企画担当の方にいただければ。 

 

○井上市長 

 教育委員会の方でなくてもいいですか。 

 

○春日経営企画課統括係長 

 もちろん、どちらでも構いません。 

 

○石橋経営企画部長 

 うちに来にくいでしょうから、教育委員会事務局を通していただいて。 
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○藤井教務課長 

 教務課の方に御意見いただければと思います。 

 

○石橋経営企画部長 

 先ほど市長が申しましたように、やはり住みよさでなぜかというと、コミュニティ・ス

クールとか教育のレベルが高いとか、みんなで支えているとかいう部分の回答がアンケー

トの中でも多くございましたので、どうしても総合計画に占める住みよさの中で、コミュ

ニティ・スクールとか教育委員会の中で占める部分は大きいものと考えておりますので、

忌憚のない御意見をいただけたらと思っております。 

 

○春日経営企画課統括係長 

 総合計画の基本構想につきましては今回初めて御説明させていただいておりますので、

先ほど申し上げましたとおりまだ時間的には余裕がございます。もし、またお持ち帰りい

ただいて、気付いた点や反映した方がいいのではないかといった御意見がありましたら、

どしどしお寄せいただいたらと思います。よろしくお願いします。 

 

 

(2) その他市長部局と教育委員会事務局の連携について 

 

○春日経営企画課統括係長 

 それでは、本日の議事として上げておりましたのは、総合計画の基本構想の策定につい

てというものだけでしたが、総合教育会議としてその他市長事務部局と教育委員会事務局

の連携についてという広い意味で、忌憚のない情報交換等ができればというふうに思いま

すので、何かこういった点が聞いてみたいとか、御意見がございましたらおっしゃってい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○石橋経営企画部長 

 総合教育会議を始めてからずっと関わっていますけれども、この中で教育委員会事務局

にあったスポーツと文化を市長部局に受け入れた経緯がございまして、その部分で連携が

薄くなってはいけませんので、そういった部分で御意見をいただく場としてきた経緯もご

ざいますので、スポーツ、文化だけにかかわらず、最近は福祉とのつながりとかも重要に

なっておりますので、その部分で何かこういうことをしたらいいのではないかとか、こう

いったことが今の課題であるとかいう部分も忌憚なく、せっかく市長が来ておりますので、

市長に直接言われたらよろしいかと思います。 

 

○井上市長 

 何か課題でもいいのでしょう。何でも結構ですから。 
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○石橋経営企画部長 

 課題でもいいです。こんなことが問題で、子どもがこんなことで悩んでいるとか。市長

部局と連携した方がいいのではないかとかいう部分でも構いません。 

 

○井上市長 

 そういったことで何かお気づきになっている点とか、何か具体的なことでも結構ですの

で。 

 

○谷委員 

 子どもの件だと思いますが、実際は親の教育というか、もう少し親を教育するといった

ら失礼な言い方になるかもしれませんが、子どもは純粋でいろいろなものを吸収していく

でしょうから、与えられた環境でそれが当たり前と思って育っていくというのが現状で

しょうから、その元となる家庭とか親に、どんどんいろいろな活動をされていて、そうい

う啓発はしておられると思いますけれども、親を指導するといったらおかしいですけれど

も、啓発できる運動を増やしたらいいと思います。 

 白水小の人権研修の時に、外部の方を呼んで講演会をさせていただいたのですが、平日

にもかかわらず１５０名の方が参加されました。ほとんどの方がアンケートに答えておら

れて、西中ブロックだったので、春日西中、春日西小、白水小でしたけれども、中学校の

方のアンケートを見ると、もっと早くこういう話を聞きたかったとか、もう子育てが大分

終わってきているけれどもとか、やはり知らないということで、そういう親の方にいろい

ろなことをお知らせする機会が増えたらいいなと思います。 

 

○井上市長 

 教育長、何か御意見はありますか。 

 

○山本教育長 

 子育てのこととか全部、子育てのための勉強を親はしません。自分の親を見てしている

のです。ところが、自分の親が良くなかったら、マイナスになります。 

 大きく根本的に高等学校、中学校の家庭科の学習指導要領の中に子育ての仕方というの

は学んでいかないといけないと思います。小学校は少し早いですけれども家庭科の教科書

に、性教育は保健に入っておりますけれども、大人になることについては若干入っており

ますけれども、子育てのことについてほとんど学びません。 

 だから、成人して学ぶ場が無いからではないでしょうか。 
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○石橋経営企画部長 

 市役所としては、生まれて子育てが分からない方には、生まれてすぐの方を訪問して、

子育てに不安のある方の情報とかを仕入れて、子育ての心の問題というよりも、育て方が

分からない方が増えてきていますので、委員が言われている心の部分以前のところで、子

育て自体をどうしたらいいか全く、乳幼児の方の訪問とかは市役所は行っておりますが、

委員が言われている子どものしつけみたいな部分については、市役所は何かしても分かっ

ておられる方しか来ないところがあって、そこの部分を今はおやじの会とかが自然発生的

に学校に出てきて、皆さんで情報交換をしながら、かえって市役所が大上段で構えるより、

みんな同じレベルで情報交換をして、ここはこうした方がいいよといった形で自然発生的

に広がっていくのが個人的にはいいかと。 

市役所はどうしても対症療法的に問題が起こったり、虐待が起こったり、福祉部門とか

そちらの方に目を奪われて、あるべき姿とかこうしましょうという部分については、やは

り自然発生的に広がって、おやじの会とか自治会の行事に参加するとかそういう形がいい

のかなという印象は受けております。 

 

○井上市長 

 井上委員いかがですか。 

 

○井上委員 

 中学校にいると生徒指導が一番ものすごく大変ですけれども、子どもの指導はできるけ

れども親の指導はできないというのがこれは永遠の課題で、本当に悪戦苦闘しているので

すけれども、その中でも春日市でコミュニティ・スクールということで、地域で子どもを

見ようというのがどんどん進んでいけば、少しでも学ぼうという、しつけが分からないか

ら学びたいと思われる親御さんはいいですけれども、そうではなくて自分の独断で走られ

る親御さんも一杯いらっしゃるので、そういう方にいろいろ周りで何らか相談相手になる

とかそういうことができたらいいなと。 

そういうことの一つとして、コミュニティ・スクールには地域で子どもをというのがあ

るので、隣近所のそういう人間関係づくりとか、そういうことに取り組んでいくことで地

道にやっていくしかないのではないか。今の世の中を見たら、本当にすごいですから。親

御さんの在り方もいろいろあって。そういうふうに思います。 

 

○山本教育長 

 今、石橋部長が言われたように、自然発生的に子育てのやり方が広がっていくというか、

だから、このビジョンの中の「つながる」というのが今後非常に大きくなる。 

例えば、地域教育課が行っている家庭教育学級に来ておられる方はいいです。しっかり

した力を持っている。いらっしゃらない方に広げるのがちょっと。 

先だって井上市長からお話を伺って、浄運寺の「おやこっこ食堂」に行きました。そう
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したら、小さなお子さんを連れて宇美町からも来ておられました。春日市からも来ておら

れました。つまり、子育て中の方が食べながら交流されている。だから、そんなところに

来た方はいいですね。そういうこのビジョンの「つながる」がものすごく大事なところだ

なと思います。 

 だから、自然発生的なものは春日市には一杯ありますよね。子ども食堂は６か所ありま

す。今言ったのは子ども食堂ではなく「おやこっこ食堂」です。小さなお子さんをお持ち

の方。そういう自然発生的に、今後の将来都市像の中で「つながる」というか、ここがも

のすごく大事になるなと思って、これはいいビジョンだと私は思います。 

 

○井上市長 

 子ども食堂というのは役割がものすごく大きいようで、実践しておられる魚屋委員から

この間も貴重なお話を聞かせていただきましたから。 

 

○魚屋委員 

 この間の８日の日に、市長と教育長にお越しいただきましてありがとうございました。 

 私達のところも小さな０歳児を抱えて、２歳児ぐらいを連れてお母さんが来られます。

きっとやはり家でゆっくり食事を取る時間がないのだろうなと思いますので、私達は手の

空いた者が赤ちゃんを抱っこして、お母さんゆっくりしてくださいねと言って、そしてい

ろいろな話をするのです。困った時の話とか、そういったことに私達は子育ての先輩とし

てその方のほっとする時間と悩みを受け入れられる所になればいいかなと。子どもは子ど

もとして、またそういう方も来てくださるので、そういう場に私達はしようということで

しています。 

 そうしたら、ものすごくお母さんとも、毎月来てくださるので、顔見知りになって、す

ごくいろいろな話をしてくださいます。また、赤ちゃんを小学生達が抱っこしてくれます。

赤ちゃんが好きって言うと、好きと。じゃあ将来どうするというふうに、その子の将来像

をずっと話をしたり、子どもと話をしたりします。 

ほんの何時間かの空間ですけれども、そこにいろいろなドラマがあって、そこに関わら

せていただくのがすごくありがたいなと私達は思いながらやらせていただいております。 

 

○井上市長 

 ものすごくこれは大きな力になると思います。 

 

○石橋経営企画部長 

 ちょっと視点がずれるかもしれないですけれども、私は少子化対策の仕事もしておりま

して、その中で出た意見としては子育てというのは楽しいのだというロールモデルを作っ

て、経験者の方が子育てをしたらこんなにいいことがありましたとか、子育てをして自分

も成長できましたといった形のロールモデルみたいなものを作って、みんなに知らしめて
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子どもを産みましょうといったものを何か一つできないかなという部分もちょっとあるの

ですが、子育てをしたら大変だというよりは、子育てをしたらこんなに楽しいみたいなも

のを伝えていけたらなというヒントがちょっとありましたけれども、それをどう実現して

いくかは考えているところです。 

 

○井上市長 

 よくテレビのニュースなどで、どこの中学校かは忘れましたが、赤ちゃんと交流すると

いう、授業の一環かどうかは知りませんが、ああいうことは春日市ではやってないですか。

そういうことをやると、中学生の内から赤ちゃんを抱いたり、おしめを換えてやったり、

いろいろなことを体験するのも。 

 

○髙田学校教育課長 

 不登校の児童生徒が通級しております教育支援センターでは年に２回、赤ちゃん先生と

いうことで実際に、グループがあるのですが、子育て中のお母さんと０歳児から２歳児ぐ

らいまでのお子さんが一緒に来て、それを児童生徒が一緒に抱っこするなどの体験の教室

をしております。 

 これは他のところでも、春日西小でもやっています。この間の校長会でその実践を小中

学校の方に呼びかけをして是非取り組んでほしいと、家庭科とか道徳で。 

 

○井上市長 

 六つの中学校に呼びかけるということですか。 

 

○髙田学校教育課長 

 春日西小学校では、４年生の「２分の１成人式」において、お母さんと赤ちゃんに来て

もらっています。参加している子ども達の顔がすごく表情が良くて、子どもが段々と優し

い顔になっていくのを目の当たりにして、すごくいい実践だと思いました。 

 

○井上市長 

 それは全市的に全中学校で行うのはどうですか。 

 

○井上委員 

 家庭科の授業でそういう体験を仕組んでいる学校というのはありました。ずっと見てい

ましたら。それはすごく大事なことで、子ども達が変わりますし。 

 

○井上市長 

 やはり理屈よりも実際に子どもと接することが一番いいのかも分かりませんよね。 

 それから、「おやこっこ食堂」ですけれども、教育委員会から髙田学校教育課長と後は
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今福子育て支援課長でしたか。一緒に「おやこっこ食堂」に行ってもらって、そういうお

世話をしておられる方達と話をして、何か市がやっている事業にお招きさせていただくこ

とができないか。 

例えば、健診時に大体１００パーセントお見えになると思うから、その時に子育てにつ

いての悩みなどの相談をここでその人達に聞いてもらうような場を作ると、行政がやると

どうしても敷居が高いというか身構えるというか、何かそういう子育てが終わった人達が。

そういうことをこの間ちょっと話をしてきました。どんなふうでしょうか。ここで結論を

出す話じゃないですけれども、いろいろなやり方をやっていっていいのかなと。 

 

○魚屋委員 

 市長がおっしゃることはすごくいいと思います。不安があっても、健診だと画一的な健

診になってしまいますけれども、自分が直面していてこういうところを悩んでいるという

相談をなかなかしにくいところがあると思いますので、そういう方々がいらっしゃるとい

ろいろな悩みも、子育てにつまずいた時にも対処できるのではないかなと思います。 

 

○井上市長 

 私が教育長の後に行ったら、私の周りの人は那珂川の人とか太宰府の人とかで、春日市

の方はいらっしゃいませんでした。結構多かったのですが、ネットで相当、関わりを持つ

方が多いのだなと思って。 

 

○山本教育長 

 「Ｏｍｉｍｉの会」の情報も聞くと、春日市の人よりも隣の市町村が多いとおっしゃる。

つまり、敷居が、話しにくいのでしょうね。何となしに。 

 

○魚屋委員 

 月曜日に「Ｏｍｉｍｉの会」をしまして、その時は春日市の方でしたけれども、遠くは

東峰村からもいらっしゃいます。今は東峰村まで出ていって、今年度は東峰村のそういう

方々と交流を図ろうと、今不登校になっているお母さんと子どもさんと一緒に連れて、向

こうの子どもさんとも交流を図って、陶芸教室の体験をしていただこうと。そこで少しず

つ変わっていくのではないだろうかという思いを私達はしておりまして、今その計画をし

ております。 

 筑紫野市とか大野城市とかいろいろなところからいらっしゃいまして、「Ｏｍｉｍｉの

会」を卒業される方もいらっしゃいますし、その方々が今度はサポーターとして登録をし

ていただいて、私達と一緒にいろいろなところに行っていただくという計画中です。 

 

○佐々木副市長 

 「Ｏｍｉｍｉの会」というのですか。 



 - 14 - 

 

○魚屋委員 

 「Ｏｍｉｍｉ」はローマ字なのですが、えがおの会の中の「Ｏｍｉｍｉの会」という

「Ｏｍｉｍｉ」活動の一つとしています。 

いろいろなお母さんの悩み、基本的に不登校の子どもさんを持つお母さんの居場所がな

い。すごく自分を責めるお母さんが多いです。子育てが間違っていたのではないだろうか

と。そうじゃないですよという話をしながら、いろいろな方の体験談を話しながら、私達

の体験談を話しながら、そうするとちょっとほっとする。そして、泣きながら私はそれで

良かったというふうに安心して帰っていかれるお母さんもいらっしゃいます。 

 そこにまた、お父さんも一緒に関わってもうなど、子育てはお母さんだけの問題ではな

いので、お父さんも関わっていただいて。ちょっと拒否するお父さんもいらっしゃいます。

そういうところはちょっと時間がかかったりしますけれども、意外とすんなりとなんとか

というところがあるみたいです。 

 

○井上市長 

 谷委員の発言からここまで話が膨らみましたが、貴重な御意見をありがとうございます。 

 

○石橋経営企画部長 

 うちが置かれております地理的条件としましては、福岡市が支店経済都市で発展した関

係で、転勤でやってこられる方達が周りに相談する相手がいないというパターンもあると

思いますので、その分気楽にどのように輪を広げていけるかという部分が課題かなと思い

ます。 

 魚屋委員が言われるように、身近に相談する相手がいないとか、どこに尋ねたらいいか

分からなくて孤立している母親とかもいると思いますので、どのように転勤で来た方達の

輪を広げていけるかという部分も課題になると思いますので、そこの部分は考えていきた

いと思います。 

 

○井上市長 

 魚屋委員のお話を聞いていて、春日市で春日市のよさを知っていただく余地がもっとあ

りそうな感じがして、結局周辺から遠いところから春日市はいいねという声はそういう意

味ではよく聞きます。それこそ春日市でやっていただいているから。そういう方も参加で

きて。 

 ところが、春日市内の方がちょっとどこまでその情報が行き渡っているのかなというの

が、せっかくのこれだけの取組だから、何かもったいないような気がします。 

 

○魚屋委員 

 何をするにしても、来てくださる方、来られる方というのは、本当にどこでも行かれる
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のですが、来てほしい方が来られない。そこがいつも私達は他の活動をしながら、こうい

う時に来てほしいよねと言って、それをどうしたらいいのだろうというのが、いつもそこ

が課題ではあります。 

 やはり広報を、今回「えがおの会」のことを、教育長に提案いただいて、チラシを作る

ことになりまして、不登校の子どもさん、もう今学校に来られていない家族にも配ってい

ただくという方向で今向かっているのですが、そこをどうしたらいいのだろうと思ってい

ます。 

 

○石橋経営企画部長 

 それは、今は口コミでネットからというふうには、若い世代は広報とかホームページよ

りは、実際にＳＮＳとか市役所職員が使いこなす時代が来ないといけないかなというのは

実感として。そして、口コミでここは良かったよとか、ここに行ったらどうとか、広がっ

ていくのもそちらかなと考えているところです。 

 

○井上市長 

 特に行政の方も考えておかないといけないのが、こうやって子ども食堂とか「おやこっ

こ食堂」とかいろいろな取組をしていただいているから、これを行政が全く知らないとい

うのはいけないから、何かある時には連携しながら、例えば行政の業務の一つに関わって

もらうとかお手伝いしてもらうとか、民間の力を生かしていくともっと、定期健診だけで

はなくて、悩み相談の解決にもつながってくるのではないかというふうに思っております。 

 ですから、そこを今皆さん方にも聞いてもらいたいと思って、あえてたくさん発言いた

だきました。これは本当に大事なことだろうと思うから、それは一つ行政マンも民間の話

ということではなくて、是非関わって、顔を出してもらいたい。行政が金を出すとかでは

なくて、どういうことをやっていただいているかを。そうしたら、何か接点が出てくると

思います。 

 

○谷委員 

 先ほどの不登校の関係ですけれども、フリースクールですか。義務教育の範囲外のとこ

ろでも国が認めるということで、その件に関しては今回の計画でうたうということは。 

 

○石橋経営企画部長 

 先ほども言いましたように、今回は大きな目標を定めていますので、次の段階の基本計

画の中でそこの部分の御意見をいただいたら反映するという形で、細かいこんなことをし

ていきますといった事業に入っていきますので、そこの部分で議論という形になります。

御意見として伺ってまた次回の基本計画の時に説明させていただきたいと思っております。 

 

○安本委員 
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 今、不登校の話がたくさん出ていまして、私は小中学校の学校運営協議会を回っている

のですが、たまたま昨日行った小学校で、不登校になりかけの子どもを学校の現場の先生

は分かっていらっしゃるような雰囲気があります。 

つまり、朝出てこないのが続くとか、電話をかけても親が出ないとか。それで、福祉の

方がそこに入れないのかなという御意見を聞いたことがあって、例えば、学校の先生は学

校の業務で朝の朝礼があり、時間的にドタバタしています。そうしたら、電話が相手につ

ながらなかった場合に、事故にあっているのではないかと。電話でチェックができないか

ら、学校の先生が自宅まで行くということになります。そこのところの現場確認というの

を、福祉の方とかで連携が組めないかということが現場から意見で出ていました。 

 話をまとめますと、小学校の先生は不登校になる一歩前の子ども達の状況が分かってい

るという福祉との情報交換です。後はもう一つ、働き方改革みたいな感じですか。現場の

先生達は来ている子ども達の面倒をみなくてはいけないので、一人抜けると大事になる。

だから、そこに行くということで何か他の人員が使えないかというその２点です。 

 

○石橋経営企画部長 

 福祉の分野というよりは、朝、自治会の方が旗とか振っていただいていますよね。見守

り登校のその方達とかいう形になるかもしれないですけれども、それと学校現場には、福

祉の分野といったら違うかもしれないですけれども、スクールソーシャルワーカーを置か

せていただいております。それは、家庭が大変そうだという方を見る形になりますけれど

も、安本委員がおっしゃっている部分は、日々の仕事の中で学校に来ていないけれども、

迎えにいけるとか、現場の安否確認をしてもらえる住民の方の協力が得られないかという

御意見ですよね。その部分はおはよう指導員とかいますよね。 

 

○髙田学校教育課長 

 状況だけ説明させてください。今おっしゃった安否確認、あるいは登校刺激というのは

学校の力も必要です。２小学校に１人ずつですけれども、教育相談員という方がおられて、

朝の登校刺激とか、学校に来た時の学習支援などはしていただいています。 

 それと先ほど話題に出たスクールソーシャルワーカーの役割については、不登校あるい

は不登校兆候の子どもを学校の中で支援する会議がどこの学校にもございますが、そこに

スクールソーシャルワーカーも入って、福祉的な支援が必要であれば福祉につなぐという

ことをやっていますので、基本的には学校の中で、その取組を推し進めているところです。 

 

○神田教育部長 

 もう一つ地域の方で活躍していただきたいのが、民生委員、児童委員さん。例えば、学

校ではなかなか手が届かないという部分を民生委員、児童委員さんが地域で見守って、役

割分担みたいな形ですね。 

ですから、今おっしゃった学校の方が福祉の力といっても、職員とかスクールソーシャ
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ルワーカーも極端にいうと数が限られているので、今日連絡が取れないといった時にぱっ

と活躍する仕組みにはお金の面も含めてならないです。その時にしっかり地域の地区ごと

に民生委員さんとか児童委員さんがおられますので、そういったところを学校の中でケー

ス会議とかの中で実際に入れているか、活躍させるようにしているのかどうかというとこ

ろも、もし機会がございましたら学校に投げかけたらどうかなと。運営委員として逆にい

るはずなのです。 

実際に、私の経験でもケース会議の中で役割分担をしてこの部分を、その時は引きこも

りでしたけれども、要するに安否確認的なことを。それで民生委員、児童委員さんが見

守って、姿が見えたとかですね。そういうふうなこともありました。なかなか役職のもの

だとちょっと臨機応変にやるにしてはそこまでの勤務体制もとれませんので。 

 

○髙田学校教育課長 

 ちなみにスクールソーシャルワーカーは今年度まで中学校ブロックで週１回でしたけれ

ども、２年度からは予算を計上させていただいて、中学校ブロックで週２回ずつ対応でき

るようにさせていただいています。２年度からはそういった意味で体制の充実を図らせて

いただいています。 

 

○井上市長 

 今の安本委員のお話をよく聞いて、学校にこういう仕組みがあるということを連絡した

らどうですか。先生が困っておられるかも分からないから。 

 それともう一つは各学校にこういう仕組みや制度があるということを教員一人ひとりに

知らせておかないといけないのではないですか。そうしないと、そこが徹底していない可

能性があります。 

 どうですか、教育長。 

 

○山本教育長 

 安本委員がおっしゃっているのは、日々の、来なかったらすぐ家庭に行ってくれるそう

いう先生ということですよね。 

 

○安本委員 

 日常業務の部分です。 

 

○山本教育長 

 だから、中学校はいます。不登校専任教員がすぐに行っています。小学校がいないです。 

 

○髙田学校教育課長 

 ２校に一人います。 
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○山本教育長 

 ２校に一人だから、毎日全部の学校をやることはできない。だから、これは全国的な状

況で先生の数の問題です。 

 

○安本委員 

 話を聞いていると、お金があればいろいろなことが解決できるなというのが、現場で聞

きます。例えば、朝来る子どものチェックにしても、春日西小とどこかの学校が、子ども

が門を通るとタグか何かで。 

 

○谷委員 

 見守りですね。今着きましたよと。あれは任意ですかね。 

 

○髙田学校教育課長 

 あれは学校の任意の取組です。 

 

○安本委員 

 例えば、第６次計画とかで、１０年後がどうなっているかというとすごくＩＴ化が。そ

れを春日市が先駆けて全部導入してとか、お金の問題だと思いますけれども、１０年後で

すからかなりＩＴ化が進んでいると思いますけれども、そういう話をするのかと思ったの

ですが、それは先の話だということで。 

そうすると、先生方の朝の業務も働き方改革で１０年後には軽くなっていくのではない

か。機械に任せられることは機械に任せて、先生達の本来の業務に戻してあげたいなとい

うことはすごく感じて。 

例えば、授業評価というものをやっておられて、非常に先生方は資料を作られて、私達

に分かりやすい資料を作られているのですが、あれは先生方は正の字で数を数えていると

昨日聞いて驚いて、ＯＣＲを導入して、保護者に配って集めてもらって、ＯＣＲを１台

買って、市の教育委員会の方で流せば一発で出るので、そういう活動も１０年後は当たり

前というかそれ以上になっていると思うのです。 

だから、そういうものを早く入れていって、先生方の本来の業務に戻す。子ども達の対

話とか保護者対応とかそちらの方に持っていくような計画に今後やっていけば、働き方改

革も、基本的にはお金の問題です。 

 

○井上市長 

 それと同時に最初の谷委員の話のように、そういう原因をもう少し究明して、不登校と

かそういったところの問題を家庭で解決ができるものはできるような仕組みを作っていく

とか、そういう取組もやっていかないと、そこを放置しておくと段々と増えてくるでしょ
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うし。非常に貴重な御意見を安本委員からいただきましたけれども、そこは一つ、行政の

方も両方を見ながらやっていかないといけないと思います。 

 不登校の問題は、この間魚屋委員に子ども食堂の場でお尋ねしましたけれども、結構そ

ういうところが不登校の親御さんも含めて、いろいろな相談相手になっていただいている

から、高齢者の徘徊の問題までしていただいているということで、この活動というのは大

きいなと思いました。せっかくですから何かありましたら。 

 

○魚屋委員 

 小倉東ですけれども、一人の男性が、高齢者の方ですけれども、ちょっと認知症が入っ

てきておりまして、地域で見守ろうということで、自治会長ですけれども、朝早くから食

堂がある時は来られます。９時だと準備ができていませんから、１１時ぐらいにいらして

くださいというのですが、何かお腹がすいたというので来られるのです。その時の事務員

さんが、じゃあお金持っていますかと。パンが好きなお年寄りなので。そうしたらお金は

持っていないと。いや、ポケットに５００円入っているはずだと。その方は御存知なので。

じゃあパンを買いにいこうかといって、その人がちゃんと付いてスーパーまで行かれて、

連れて帰ってくれる。 

 そうやって、地域で見守るその状況を皆さんも御存知なのでするのですが、そういうこ

とを聞いた時に何と温かいのだろうということに感動して、私の親でも何でもないのです

がありがとうと言ってしまいました。そういう一人暮らしで子どもさんがちょっと遠くに

離れている方を地域で見守るというところは大事かなと。認知症が始まっているから病院

に入れればいいという問題ではない。やはり地域で一緒につながっているということが大

事かなと。それは子育てにしても、お年寄りの面倒というほどではないにしても、そうい

うことをするということはやはり地域がつながることかなと本当に改めて思います。 

 

○井上市長 

 あえてこの話をしていただいたのは、やはり行政はこれを知っておかないといけないか

ら。地域でこういうことをやっていただいているということを、それが春日市の住みよさ

につながっているということを実感しておりますので。ありがとうございました。 

 他に御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
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○春日経営企画課統括係長 

 貴重な御意見をどうもありがとうございました。本日は以上をもちまして、令和元年度

第１回春日市総合教育会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

午前１０時３３分 閉会 
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