
平成２７年度 第２回社会教育委員会議 会議録 

 

日  時  平成２７年９月１４日（月） １５：３０～ 

場  所  市役所 8階 ８０４会議室 

出席委員  １１ 名 

傍聴者    ０ 名 

１ 開会 

   

２ 委員・事務局紹介 

   事務局の紹介 

 

３ 資料 

   家庭教育の向上について 

「平成２６年度第１回から３回、平成２７年度第１回会議まとめ」 

    

４ 協議事項 

（議長）会議の公開について 

   「傍聴者なし」で会議を進行する 

   会議内容については、市のホームページに掲載する 

 

（１）家庭教育の向上について 

 委員からの意見 

  （議長）本日の配布資料についての説明を事務局お願いします。 

（事務局）配布資料の説明 

（議長）これまでの４回の会議で、子どもを取り巻く環境の現状を話してきました。課題として、

３つまとめていただきましたが、その中でも問題になったのが学齢期から絶え間ない世代を通

した継続的な支援が必要であるという事が出てきました。また、対象者は、保護者や地域に向

けたメッセージとし、特に、教育に無関心な保護者に向けたメッセージを作り上げたいという

事がありました。家庭教育をよりよくしていくための仲介業者があれば、かかわりながら一緒

にやって行こうという先進的な考え方でありますが、そういう取り組みをしてはどうかという

事を出していただいています。また、意見にもありましたように表彰制度まで持っていきたい

という事であります。本日は、今後の取組の方向性の内容を検討していただこうと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

（委員）もちろん日本とアメリカの風土の違いがありますが、参考にすることはいいのではない

かと思います。もう一つ前回発言していなかったことですが、アメリカにあり、日本にも支部

があるウエブ訓練協会というのがあります。アメリカが発祥で本部ですが、日本にもあると思

います。ここが認定しているペアレントイレクティブストレインコンシェルジェという資格で

すが、明石版というものを検討するというところで、前回紹介したような事業に結び付けてい



ったらいいと思います。PTA アカデミー神戸で、受講したという証を求められる方もいらっし

ゃった。せっかく勉強して自分がやっていることをもっと生かしたいといっても、統一的なも

のが作れなかったというのが先細りになったという反省点があります。ちょっと調べてみると

日本ではあまり知られていないのですが、ウエブ協会が出している資格はアメリカでは影響力

があるので参考にしてはと思います。 

（議長）あくまでも、明石版を考えるべきだと、そのまま持ってきてもうまくいかないという部

分があります。明石にあった仲介としての生かし方だとか訓練協会のような資格を持った人の

動きを生かすという事になってくるのかと思います。いい意味での明石版がつくれたらいいな

と思いますので取入れていけたらと思います。 

  （委員）以前子どもたちの中でリーダーシップを取っていた子どもが、最近全然相手にしてもら

えないということがあります。なぜかと言うと、決まった時間に学校に来ない、予鈴がなって

いるのだけれどもトコトコ来る。スクールガードの人が家の前まで迎えに行っている時もある。

親も家の中にいるが、出てこない。何を言っても親が理解していない。この資料にいろいろ書

いていただいているが、情報を提供しても親が消化しきれないような情報になったときに、使

える人はいいけれど落ちこぼれ的な世界が広まったら怖いかなと思います。このことは、自治

会と同じでまちづくりといって市は理想的なことをやるのですが地域の特性があり、まったく

同じようにはならないわけです。これは学校の先生がよくご存知だと思います。行かれた学校、

学校でのレベル差があると思います。せっかくいい子なのに親がサポートしていない。最低限

時間を守れと話すが、それさえやらなくなってしまっている。ここに来るまでに何かあったか

しれません。子どもは難しいなと思います。家庭での教育ができていないと、周りの人がいく

ら言っても聞いてくれない。もう一点、我々の時には学校の中で風紀委員というのがあったが、

今そういう皆で皆をという雰囲気があるのかどうか、遅くやってきても平気です。底辺をどう

するかです。 

  （委員）男子生徒から電話がかかってきました。内容は、友達に人権を無視するような言葉を言

われたというものでした。保護者に代わってもらい、教師は家庭訪問をし、詳しく事情を聞か

せていただきました。そしたら、人権を無視するような言葉をいった友だちがわかったので、

その家庭に連絡をしたところ、今子どもは塾に行っているので１１時位まで帰ってきませんと

いうことでした。こちらとしたら、暴力ももちろんいけないのですが、人の心を傷つけるよう

な言葉ということで、重大にとらえて連絡したところそういう事でした。保護者がこういうこ

とを聞いたら居ても立っても居られなくて、塾へ行って子どもを連れて帰って事情を聞くかな

と思ったのですが、そうではなかった。翌日生徒２人を合わせて事情を聞いたところ互いに認

め謝罪しあって、加害の保護者に被害の子どももわかってくれましたと連絡を入れました。加

害の保護者にお互いが今後しっかりできるように学校へ来ていただけませんかと言うと、どう

して行かないといけないのですかという。被害の保護者にも電話を入れていただけますかと言

うと、なぜ電話を入れないといけないのですか、という事がありました。以前教育委員会に在

籍していた時、小、中、高校生の保護者からたくさんの相談がありました。その時、いくつか

の共通点が見つかりました。幼少期にどのような子育てをしたかということです。「今の子育て

の大切な時」という冊子を作り、市内の幼稚園と公立の保育所へ冊子を持って講演会をさせて



いただきました。甘やかして育て大きくなってくると、気づいたときには親に反抗してしまう。

親子関係がうまくいかない。悪い友だちのところに行ってしまう。という悪循環になってしま

ったり、親子で汗を流して遊んだり家事などを手伝ったりしたという経験がなかったというの

も共通点としてありました。習い事を一方的に押し付けるというのも共通点の一つでした。名

の通った高校に行けばよい、名の通った大学に行けばよいというような考えの人がいます。「生

きる力」というのが学習指導要領にあり、もちろん確かな学力が必要なのですが、豊かな人間

性を育てるというあたりが幼少期からの保護者の役割が大きいのではないかと思います。幼少

期に愛情のかけ方が甘やかしになってしまっているのではないかなという部分と子どもを思う

あまりの間違った方向にいっている保護者もいるのではないかと危惧するところです。 

  （議長）保護者の対応の仕方に問題があるのではないかという事を話されたと思います。それに、

幼少期からつながるような教育体制、育てる体制が大事であるとまとめていただきました。風

紀委員会はどこの中学校でもあります。お互いにチェックし合っています。 

  （委員）風紀委員の子どもたちはしっかりしている。幼稚園、小学校の積み重ねかと思います。

お互いチェックし合っています。 

  （委員）小学校はないのかな。みんなで注意し合おうというようなこと、例えば、校門で服装の

チェックをするとかというような組織はありますか。 

  （委員）小学校では、最近はどうかわかりませんが、そういった意味でのチェック機能を果たす

ような活動はしていないと思います。児童会の子どもたちが挨拶運動をしていますが、服装な

どをチェックするための立ち番はしていないと思います。 

  （議長）中学校には風紀委員会のようなチェック機能があります。そして、親の価値観というの

は中学校でも課題あるということを話していただいたと思います。家庭教育の今後の取組とし

て、そういうことを背景として、我々はどこへメッセージを送っていくのか、伝わらないとこ

ろがあるではないかと話されました。伝えるような努力をどうしていくか、たとえばＮＰＯの

方に入っていただくとかということになってくるのではと思います。 

（委員）小学校と中学校の子どもの成長期にかかわって、反抗期の度合いというのは違ってくる

と思います。私はサッカーの指導を行っているが、その親御さんの方から相談を受けました。

子どもが学校から注意を受けているが、学校ではこれ以上面倒見きれないので、いろいろな機

関に行ってほしいと言われた、ということです。以前からいろいろあり中学校の先生も大変だ

ったと思うのですが、仲介というのは大事だと思います。地域の人がいろいろ動いていく。小

さい時から子どもを知っていますのでうまく動くというのは大事だと思います。学校の思いと

我々の思いというのは平行線をたどる部分があります。また、お母さんに、子どもと向き合っ

て話をしたかと聞くとしていない、子どもから逃げているように思います。たまたま盆踊りに

学校の先生と出会いました。せんせいから、今、この子はいじめられています、いじめられて

いるからクラブにも参加しないといういい方をされました。そして、いじめている連中を集め

てお前らがやっているのかと頭から押さえつけているのです。そうではなく小さい時からこう

いうことがあってと理解していただき、今間に入ってやっていますが、学校との距離感があっ

て、お互いどのようにやっていけばよいのかなと思っていました。今仲介というのが心に響い

てきました。 



  （議長）中学校現場にいる先生が聞く耳を持たない時があるのではないかということ、学校と民

間の方、地域の方、保護者とが一緒になって目の前にいる子どもを育てるかという体制ができ

てない、そこが今出てきた一番大きな問題だと思います。みんなで子どもを育てるという言葉

はきれいにできているが、実際、誰がどうして動けばいいのかということが課題ではないかと

いうことで、仲介というのは一つの突破口になるのではないかという事を言っていただいたと

思います。今までいろいろな状況を聞きましたので、ではこれからどのような仲介を、また、

どのような家庭教育の中身を考えていくかという所の考え方を出していただければと思います。 

  （委員）地域での立ち位置はあると思います。社会教育委員さんももちろんですが、保護司さん

とか様々な立場の人は自分の本分の仕事をして、それぞれの横のつながりはあっても業種の違

う人たちとのネットワークがない。たとえば、ある市で、青少年プロジェクトを立ち上げても

学校の教師は「勝手にどうぞ」というような感じで、いくらアプローチしても教育と関係ない

というようなことを言われたというのです。教育委員会は主催してシンポジュウムをやってそ

れぞれの立場で言うだけですが、目指している所やしなければならない所はかなり重なってい

ます。そんなことはあまり前提にしていないという事があります。「それぞれがやっていればい

いのか、それではダメでしょ」といいました。例えば問題発見 1 つ取っても、虐待がなぜ発見

ができないのか、学校の先生の責任にする、地域の責任にする、近所の責任にするなど皆さん

が人の責任にする。それではダメなので、縄張り意識だとか垣根だとか立ち位置だとかを取っ

払って横のつながりをつくるような実態としてのあり様、それを作っていくことが望ましいの

ではないかと思います。とりわけ、問題行動とかそこに関わったりそれを起こしたりする子ど

もたちというのは別に相手がどうこうというのを意識していない。 

  （委員）先ほどの委員の話されていた事例というのは、明石にもあります。例えばの話ですが、

所属する委員としていろいろな活動をしているその一つに、「SOS ミニレター」というのがあ

ります。いじめの問題に対処するために 9 年前から始めているのですが、山口県の皆さんが取

り組まれたことが効果あったという事で、全国的に展開しています。中学校の校長先生方にお

願いして、子どもの悩みは、まずお父さんお母さんに言って、「考え」と言われたり、「よっし

ゃ、学校へ言うたる」と言ってもらったり、あるいは担任の先生に言って「わかった、そうい

うことがないように一緒にやろう」と言ってもらったり、あるいは友だちに言って友だちから

援助をもらったり、これが一義的なものです。ところが、どこにも相談できない子どもたちと

いうのは、数は少ないのですが必ずいます。この間、市の方が提示されたように相談窓口とい

うのはいっぱいありますが、いっぱいあり過ぎてどこへ電話していいかわからないという事が

あったり、「電話をするのはな」というように思ってしまう子どももいるものです。全国の小学

校、中学校の子どもに「SOS ミニレター」という、書いて、たたんで、放り込みさえしたら法

務局について、私たちが開封してその子どもたちに返事を書いていく。絶対洩らしませんとい

うのが約束です。こういう手紙があってこういう風にしたらこんな成果があってこの子がこう

いうようになったとは言えません。うかつに言ってしまったらその子が特定されてしまうとい

う思いがありますから、絶対あなたが言っていることは守ります。ただあなたが言えないので

あれば、かわりに学校の先生にお伝えすることができるよ、よくなるようにお願いに行くこと

できるよ、それはあなたがそうしてくださいと言わない限り絶対言いません、というのを原則



にしてやっています。好きな子ができたという微笑ましいものからいじめの深刻な状況を訴え

てくるのも何通かはあります。自分の経験でいったら、何度かやり取りをして、「かわりに言い

に行っていいか」「言いに行って」と、子どもに依頼を受けて学校に出向き校長先生にお話をし

て、校長先生がわかりましたということで、学校の組織ですぐに対応してくれて、その子ども

から年賀状で、「ありがとう。こうこうこうでした」とお礼の手紙をもらったということがあり

ます。そういったことも子どものいじめを解決するいろんな立場のいろんな取り組みがあるそ

のひとつとして現場の仲介になるのかどうかわからないのですが、そういう役目をしているの

かなと思います。ある時はお父さんお母さんに「言えない」と言うので、お父さんお母さんと

話をしたこともあります。そのときは、いい結果には終わらなかったのですが、そういう取り

組みもやっています。さきほどの委員さんの話にあったように、子どもが登校する様子を見て、

これおかしいな、と家庭の中では反応すらしない、その時点では解決できないかもしれないけ

れど学校の教師もその状況をつかみながら、学校の教師の立場として配慮をしながら取り組ん

でいくということが、その時結果が出なくても、いい方向に行くひとつの取り組みになるので

はないかなと思います。そうすると皆さんがなさっていることは、それぞれの立場でそういう

ことができる。話すことができない相談することができない困った親御さんに手紙でいいです

よと言って、いろんな行政の悪口、学校の悪口だけがきて、それを教育委員会のどこかを窓口

にして全部引き受けてやろうとするとちょっと無理があるなと思います。組織として成り立つ

かどうかは別ですけれども、ちょっと取り組みを考えたら子どもと学校を結びつける仲介的な

仕事をしたのかなと感じた次第です。 

  （議長）大事な視点だと思います。形は変わっても今おっしゃっていただいたように誰かが SOS

が出てくればそれに対して動くことによって、また、学校に伝えることによって学校も変わっ

ていくのだということだと思います。そのやり方というのは、１つには、それぞれの校区、地

域、自治会とかいろんなことが出てくると思います。1つの事例だと思います。 

  （委員）メッセージを送るというのが資料にあります。メッセージを送るというのに関しては、

ほんとに支援が必要な人に届かないということをどうやって考えるかがあります。それとメッ

セージをするというのは、具体的にはパンフレットを作ることですか。 

  （議長）そこまで具体的にいってないと思います。 

  （委員）そこがよくわからなかったのです。家庭の教育の仲介の仕方ということは大事な考え方

だと思います。教師はかなり疲れています。学校には組織があって役割分担したうえでうまく

接点を持つことができればいいのかなと思います。例えば窓口としたら学校のどこがいいので

しょう。 

  （委員）私の場合は学校の代表、校長先生に話しました。 

  （委員）窓口としては、校長とか教頭とかですかね。 

  （委員）そうですね。教育委員会という大事な組織もありますけれども、先ほどの場合子どもと

の約束ですから、「中学校の先生でも校長先生でもだれでもいいよ。言ってごらん」と言ったと

きに、校長先生にと言ったものですから、校長先生と話をしたもので、何も決めていません。 

  （委員）その辺のところをどうするか窓口をどうするかとか、どういう組織を役割分担したうえ

で具体的に考えるということが大事なところかなと思います。もう一つは、家庭環境がかなり



変わっています。母子家庭が増えていて明石市の学童が 10 年間で倍ぐらいになっています。

いじめの問題で、母子家庭だということもありました。そこのところが気になります。格差社

会と言われていますが、経済的に恵まれていないというのは母子家庭です。本当に支援を必要

としている人たちに、どういう援助を差し伸べるかということ、一方で出来るだけ多くの人た

ちにメッセージを伝えるのが大事なことで、一番日の当たっていない人たちになんとかしてい

くこと、これが、重要かつ難しいので、考えなければと思います。 

  （議長）メッセージと言う言葉は、伝えるというよりも、提言を出すという意味でのメッセージ

づくりという意味です。手紙を送るだとかポストをつくるというメッセージは今後具体的には

なると思いますが、ここはあくまでも保護者に向けた提言書を作りましょうというメッセージ

だとご理解ください。万遍なく伝えるのか経済的困窮者の方に支援をするのかというのも視点

だと思います。今のところ万遍なくの方に提言書は書いているように思います。この際変えま

しょうというのであればそうしてもいいと思います。 

  （委員）今申し上げたのは、両方必要ではないかと思うということです。比重としては、万遍な

くの方が大きいと思いますが、家庭環境が今のように進行している状況ですから考えていくの

もよいかなと思います。 

  （議長）メッセージの中に、万遍なくすべての人に伝えるような提言書の中に一番弱い方に対す

る内容も具体化していった取り組みも入れていくべきだということですね。 

  （委員）そうです。そういう人たちのマイノリティだとかが大きくなっていくと思います。ただ

時間に制約がありますからあまり多くはできません。 

（議長）もう一点、組織があるではないか、組織を利用したらいいではないかと言っていただい

たと思います。新たに作らなくても、今、動いているスポーツクラブだとか少年団だとかいろ

んな組織をつないでいくようなコーディネートが必要で、そこが今回の重要な仲介と言う言葉

なのかと思います。成人式の時に集まってもらえる青年部というか若い人たちの力というのは、

こういう所でも生きてくるのではないかとは思います。将来明石で活躍していく人間を育てる

ためには、ある面若いころからそういうことも必要ではないかと思いますので現存する組織を

うまくつないでいく、そして学校がそれを聞いたらどう対処していくかという学校側の体制も

訴えていきたいと思います。 

  （委員）教育委員会がこういうものをまとめようとされていますが、言葉として、最初に出てく

るのは「家庭教育」という言葉です。この言葉は、一般家庭では違和感がある言葉で、これを

主語にしなくても、「子どもが基本的な生活習慣…」でいいのではないかと思います。「家庭教

育」はというのが出てきたら、これで抵抗を示してしまう親はかなりいると思います。「役所か

ら家庭教育どうこう言われる筋はない」と捉えられている。もう一つは、ソフトに情報を流し

てあげる方が受け取る側が「すっ」と入るのではないかという気がします。 

  （議長）まとめの段階になれば今のご意見も大事にしていきたいと思います。 

  （委員）次の段階として、SNSを利用した情報発信を教育委員会が準備することも一つの方法だ

と思います。もういろいろなところでやっています。家庭教育をキーワードでもやっている民

間や個人もあります。教育委員会が窓口になって、明石版の家庭教育の SNS を開設すれば、か

なりの明石市民の方々が参入してくるし、その中から見えてくるものがあると思いますのでぜ



ひ一度やってみたらいいのではないかと思います。そうするといいことばかりでなく問題点も

見えてきます。虐待の SNSのページを見るとそれで解決につながっているものがあるみたいな

ので、今の時代のやり方として是非検討してみてはと思いました。 

  （議長）先ほど SOS ミニレターとおっしゃったのですが、それに代わるものとして SNS をうま

く利用してもいいのではないかと言うことですね。 

  （委員）SNS だと大人だけでなく子どもたちも参加してきます。どう活用するかはシビアに決め

ないといけないところがありますが、登録の時閉ざされたものにすることも可能ですので、検

討したらと思います。 

  （議長）広げる必要はないと思いますが、閉ざされた部分の SNS が作られればいいかなと思いま

す。SNS という案を持っていなかったので検討は是非させていただきたいと思います。 

  （委員）SNS はいっぱいあるのですが、想定されているのは何ですか 

  （委員）私は、フェイスブックを活用していろいろなことをやっています。大手の SNS は 3 つ

か 4 つあります。長所・短所がありますから教育委員会の方でどれが一番やりやすいかという

のを考えてもらったらいいと思います。 

  （委員）私もフェイスブックはやるのですが、規制がきかないですね。シビアな話題に関して意

見しにくいのではないかということがあります。 

  （委員）匿名性がないので責任を持って参入したら、辛らつな意見を書くというのはあります。

だから、気に入らないやつがいるからちょっとだけ悪口書いて逃げてやろうということはでき

ませんから、無責任な行動はとれないということです。逆に言うと、明石市民に限定、明石の

PTA に限定とかは可能ですから、学校とか自分の身近なところの人には言いにくいけれどもぜ

ひ考えてほしい課題とかを言うことは可能です。どういう設定をするかです。 

  （委員）シビアな問題で書き込みができるのかということをどう考えていますか。  

  （委員）いじめの書き込みは結構あります。実名でもありましたし、学校の先生が見たらわかる

というものでもメッセージを発信していたというのがあります。読む人は読むだろうと書いた

人は想定していると思います。使い方によってはかなり有効な道具になるだろうし、ふだん自

分のことを自分で言いにくい人も参入する要素はあります。決定的にそこは違います。 

  （議長）それぞれが携帯電話を持っていれば、入っていけますし、明石の中学生も携帯電話を持

っている人が増えているのではないかと思いますが、そういったデータはありますか。 

  （委員）スマホの子供向けの使い方を講師の方に来ていただいて講演していただきました。学校

に持ってきてはいけないのですが、講師の方が「家で持っている人挙手をしましょう」と言う

と、1 年生と 3 年生とでは随分違うのですが思っていたより多かったです。半数以上と言う感

じですね。 

  （議長）京都でも 3 年ぐらいのデータですが 6 割ぐらいが持っていました。そういう時代です。

その中で、SNS というのは中学生にとっては使いやすいものだとは思います。この件は、すぐ

取り上げるのでなく検討させていただくという段階でおいておきたいと思います。 

  （委員）家庭教育の向上ということで、どう取り組んでいくかという具体的な案を考えたのです

が、今、心の教育ということをしっかりとしておかないと日本人が病んでしまっているのでは

ないかなと思います。素直さであったり、謙虚さであったり、感謝であったり、愚痴を言わな



いとか、人に迷惑をかけないとか、前向きの生きようとか、ごくごく昔の私らのお父さんやお

母さんや教育者の方から教わっていたことがしっかりできてない。親自身もできてない。それ

が子どもにも悪影響していることなので底辺から変えていくことが必要なのかと思います。学

校教育の中で、5分 10分でもいいので子どもに一つ一つ素直になるにはこういうようにしたら

なれるよ、謙虚になるにはこういうふうにしたらいいよと言うのを朝礼じゃないのですが、少

しずつ教えていきながら明石市版の教育勅書というような形をつくってずっとやり続ける。泥

臭いんですが、3 年ぐらいはかかると思いますがやり続けることで意識が変わっていくと思い

ます。今のように忙しい中で子どもが親に言われたらカリカリしてしまう。それを変えるには

毎日コツコツ続けること、続ける形が泥臭い中でも形になってくるだろうと思います。私の会

社でも、ヒロソヒーというものをつくって、哲学書みたいなもので、47項目あります。朝礼で

2 日に 1 回ずっとやっています。社員に、素直にあれよ、謙虚にあれよ、と当たり前のことを

話しておくと、社員自身も前向きに明るくどんどん変わってきています。一番いい例が稲盛哲

学ということで、稲盛和夫さんが JALを再生させた。公的なところから民間になって再上場さ

せ、なおかつ社員の気持ちがどんどん変わった。社員であったら教育もできます。子どもであ

ったら学校教育の中でそういうことができるので、底辺のところからきちっと少しずつ積み上

げていくことによって家庭教育の向上と言うのはできると思います。明石から発信していくこ

とで社会まで変えていけることにならないかなと壮大な話になるのですけれど、泥臭いことを

みんな汗水たらしてやること、学校の先生までも当たり前のことを当たり前で出来て人間とし

て何が正しいかという判断のもとできちんと心の教育をしていくことだと思います。そうする

と、先生が変わり子どもが変わりそして親が変わるとなっていくような明石市になれば一番理

想的ではないかと思います。 

  （議長）国の方も道徳を教科化にしようと今進めています。今おっしゃられていることは確かに

日本の子どもたちに欠けている分だと思います。心の教育と言うのは、いつの時代でも大事な

ことなので、繰り返し教えていくのは必要なことだと思っています。 

  （委員）３点思うことがありました。まず、資料の中の地域とのつながりが希薄化してきている

というところです。幼稚園現場も同じで、今年東播磨の PTCAの研究発表する園にあたったと

いうことで、お母さん方も地域とのつながりを大切にしようというところで、実践を積み重ね

ている途中です。そのなかで、子どもと地域の方々にお世話になったり、交流したりすること

も大切ですねと保護者の声の中で、保護者自身も地域の人たちと関わることができよかったと

いう話が出ました。市では、幼稚園を子ども園化していく方向です。それは時代の流れで仕方

ないと思います。決定ではないのですが PTAがなくてもいいのではないかというようなことを

言われました。PTCA が大事だと思っているのに、地域とのつながりが、なくなってしまうと

せっかく繋がったと思っていたところが、また、子ども園が孤立してしまうのではないかと思

います。子ども園は、０歳から５歳までいるからこそ地域と繋がる必要があると思います。こ

れが心配な１点です。もう１つは、インターネットを子どもが利用することが多くなったとい

うことですが、お母さん方もスマホ漬けです。お母さんは、送り迎えはしているけれども子ど

もの後をスマートフォンをしながらついてきている。こういう現状なので、スマホは使うなと

は言いませんがうまく活用して、検索すれば子育てで悩んでいることが相談できる。市が設置



している窓口に相談に行くのは積極的な人で、ほんとに行きたい人は行かないのです。私たち

にも話さないし、その人たちがもっと気軽にスマホで検索できるようなのがあればいいのかと

いうのが 2 点目です。3 点目は、仲介というか橋渡しが大事だなと思います。前任園でのこと

ですが、母子家庭で幼稚園になかなか来られない。親も起きないし、ご飯も食べさせてもらえ

ない。そんな時に当時は保護司の方や民生委員の方がすごくコンタクトをとったのですが、い

きなり家庭の中には踏み込めない。よほど子どもに何かあった時には行けますが、そうではな

いときには踏み込めないので、途中で相談できる方が必要だし、ありがたかったなと思ってい

ます。そういう意味で、これから子ども園になっていくときに学校教育から市長部局になりま

した。学校教育施設であるけれども養護施設でもあると言われ、オールあかしっ子を育てるん

だからと言われたのです。その気持ちは大事だと思います。ならば、保育所が属している子育

て支援課と学校教育課とコンタクトが取れたらスムーズになるのかと感じました。 

  （議長）委員は、よく考えられていると思います。ぜひ子ども園の方で橋渡しをしていただけれ

ばと思います。結論としては橋渡しが大事だということですね。 

  （委員）このごろよく子どもの事件があります。親を教育しないといけないなと思います。 

  （議長）時間も来ていますので、纏めさせていただきますと、学校の先生は非常に忙しいという

ことをおっしゃっていただいた通りだと思います。今チーム学校というのが文部科学省の施策

にも入ってきて、先生は教える以外にいっぱい書類を書いて、夜遅くまでいろいろなことをし

て、残業時間を入れると世界でも飛びぬけて多いのが先生の仕事です。だからもっとチームと

して、臨床心理の人を入れましょうとか、地域の保護司の方にももっと入っていただきましょ

う、PTA も入っていただきましょうとかいうような施策はできつつあるように聞いています。

今回の仲介というのはぴったりのテーマだと思います。子どもを育てる中に、地域の PTAの方、

自治会の方、NPOの方が入って行ったりとかしながら、校長先生、教頭先生とともに学校の中

でも助け合いながらチームとして目の前にいる子どもを育てましょうという時代になってきて

います。もう一点は、たくさんの組織があるではないかということをおっしゃっていただいて、

その組織をつなぐようなことをやっていけばいいのかなということをおっしゃったと思います。

新たに作る必要がないのではないかということを思います。それに、SNSを大事にしたい。心

の教育をしたいということです。 

  （委員）家庭教育の支援については、習慣付けというか息の長い支援が必要だと思っているのと、

現実的にいろんな家庭によって問題が、悩みが違うのでその家庭に対する対応が必要だと思っ

ています。日常的な親子の居場所が必要です。その居場所をどういう風に作っていったらいい

のかなと思っています。 

  （議長）今おっしゃっていただいた息の長い取り組みが必要であるということ、日常的なものが 

大事ではないかとおっしゃっていただいたと思います。今日は、仲介と言うキーワードがやは

りポイントとして必要だということはどなたも否定はされなかったと思います。新たに組織を

つくるとしたら SNS がスマホというキーワードが出てきたと思います。それ以外のところは今

の組織をもっとつながりをどうするかということを社会教育委員の提言の中に入れていく。ベ

ースは、心の教育だとか、人間性だとか、困窮されている方の支援をしながら明石市民に万遍

なく伝わるようなものを組織と学校が作り上げていくそういうものが必要ではないかと思いま



した。チーム学校と同じようにチーム明石としてどのようにやっていくか、持っている組織、

人力、制度をつけていく提言ができたらいいかなと思いました。仲介というキーワードは、実

はそれぞれの持っているものをうまく結び合わせること、3 つあれば 4 以上の力が出てくると

いうようなそれぞれ 1個 1個の力ではなく、結び付けることによって出てくるものというのを

求めているのかなと思いました。 

 

５ 事務局より今後の予定について説明 

  （事務局） 

    今回の議事録については、作成し次第、委員の皆様に送付します。次回の予定は、日程等の

調整をさせていただきまして決定したいと思います。よろしくお願いします。 

 


