
平成２７年度 第３回社会教育委員会議 会議録 

 

日  時  平成２８年２月８日（月） １５：３０～ 

場  所  市役所 分庁舎４階 教育委員会室 

出席委員  １２ 名 

傍聴者    １ 名 

１ 開会 

   

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１名」で会議を公開し進行する 

   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）第一回目は明石市の家庭教育に関する資料を出していただきました。窓口がたくさんあ

りこんなにもやっているということが話題になったと思います。第二回目の時には新たなもの

を作るというよりも、それを結び付けたらどうだという意見が強かったと思います。そこで、

仲介というキーワードが出てきたと思います。それに、すぐに調べられたり組織がわかったり

するようなサービスが必要ということでＳＮＳということが話題になったと思います。本市が

持っているいろいろないいものを結び付けて知らせるという窓口が必要ではないかという意見

もあったと思います。家庭教育というキーワードですので資料にある「家庭教育の向上につい

て」という一貫した議論の中でそれをどうするのかということで、仲介というか、それぞれを

結び付けたりとか、窓口になって紹介したりということも必要ではないかと思います。まとめ

た資料の中の最後のところで、１の（３）の詳細で、家庭教育の仲介に焦点を当てて具体的な

検討を始めたいということで資料を準備していただいています。1 つ目は情報の一元化と提供

の窓口というところで、どのような窓口でどのように情報の一元化に結び付けるかということ

だと思います。そのあたりの意見を出していただいたらと思います。①、②でまとめていただ

いたように、家庭と学校と地域からのあらゆる相談を受け付け、適切な窓口へ振り分ける総合

窓口の設置が必要ではないかということ、それから、総合窓口は電話以外にＳＮＳを活用でき

るようにする。また、ＳＮＳによる周知・広報活動等を行ったらということでまとめていただ

いています。このあたりの議論を整理させていただけたらと思います。この方向で進めていい

ですか。 



（委員）毎朝学校の門で子どもたちを見ていますが、遅れる子どもはずっと遅れて来てくる。民

生児童委員の方々が朝遅れないように家の前まで行っている。情報を提供するのはいいのです

が地域特性というか、かなりギャップがあるのではないかと思います。林の場合、のりの最盛

期で、24時間機械を回しているので、子どもと接する時間がない親がいる。幼稚園の園長さん

は登園してくる親にかなり言葉かけをしている。園で起きたことを親に上手に情報提供をして

いる。小学校はそれがない。先生の技量がともなわないのか、余裕がないのか、学校で考えて

いる先生の考えが親に通じていないのではないかという気がするのです。子どもと話をしてい

ない現状ですから、親の方も学校に言っていくことは何もない。そういう中でこういう形での

情報を受けて立っていただける人がおればいいですが。人材不足というのか自治会などもそう

なんですが、民生委員の方とか社会的な信用のおける人がいればいいのです。社会環境も全体

的にはそうなんでしょうが、地域の環境の特性が、役所から出てくる情報に受けて立てるよう

な状況にまで成長していない、いろいろな資料が出てくれば難しいなと思います。そこで、窓

口を振り分けるような人材を見つけるのが大事になってくるのかと思います。 

（議長）校区によって違いがあると思いますが、今のように親が非常に忙しい状態の時にどうい

うような対応ができるかということだと思います。遅刻してくる子どもの形骸化とかがあるの

ですが、地域でどう子どもを育てるかにかかわってくるのかと思います。その時に、誰に相談

していくか、人材不足ではないか、今回のキーワードがそのあたりにあると思います。前回も

出ていましたが、母親がスマートフォンを持っている率が大きいので、ＳＮＳを利用していい

ではないかということが出てきたと思います。ぜひそのあたりを柔軟に考えながら今委員が話

されたことに対応していければと思います。校区での実態を出していただきました。人材不足

とか、厳しい言葉ですが先生の技量に関わるということもおっしゃったのですがどうでしょう。

小学校の先生方というのは余裕がないし、遅刻してくる子どもが定着してくるということに対

してはどのように対応されているのでしょうか。 

  （委員）先ほど委員がおっしゃられたように、同じ明石市内の小学校でもそれぞれの地域性、保

護者、家庭環境、学校に対する思いなど違いがあると思います。教師は年中忙しいと言ってい

ますが、仕事のメリハリ優先順位をつけて子どもにまず視点を当てて、何をすべきかを考えて

動いてほしいと話しています。朝の忙しい時間帯に担任は、教室で子どもを迎えたり、保護者

に連絡を取って対応しています。週に一回は担任とＰＴＡの保護者と校門で挨拶運動をしてい

ます。月一回子ども安全の日には全校職員がポイントに立って校区内での指導をしています。

一番余裕があるのは、校長です。出勤したら地域の中を周りお礼を言ったり情報の収集をした

りお伝えしたりしています。校長によってはスクールガードの方々に学校の様子をお伝えする

便りを配布していると聞いています。地域と教師と保護者が一体となって子どもたちを守り育

てているという土壌を作ることが大切だと思っています。子どもたちも、地域に見守られてい

るということで、スクールガードの方に挨拶をするなど児童会を中心になって取り組んでいま

す。本校でも一部の児童が遅刻してくる、担任が家に迎えに行かないとなかなか登校してこら

れない児童がいます。このような児童については、保護者の方にお願いしてもなかなかうまく

事が運ばないので、民生委員さんなり児童生徒支援課なり専門機関へＳＯＳを発信してお願い

しているところです。 

  （議長）今小学校の状況を教えていただきました。地域と学校と保護者、保護者を助けていただ



くときは民生委員の方、というようにつながりが見えてきたところです。先生方も朝の忙しい

中で対応はされていると伺いました。以前のまとめのところにもあったと思いますが、地域と

学校と保護者という 3 つのつながりが今回のキーワードになっています。窓口といいますか総

合窓口というものがこれから必要ではないかと出てきたキーワードだと思います。 

  （副議長）今スクールガードで実際に立っていただいている方は、市内でどれぐらいいらっしゃ

るのでしょうか。 

  （委員）学校によって違いますが、本校では登録者が 80 数名で毎朝、放課後立っていただいて

いるのは 20から 30名ぐらいです。 

  （副議長）この人がこんなことをするかな、と思う人が率先してやられているので、大人も歳を

取るとこんなことができるんだなと思いました。偏屈な感じの人が旗を持って子どもと話をし

ているたいしたもんだなと思いました。 

  （委員）スクールガードで立っています。中学生になっても高校生になっても挨拶してくれる。

それがうれしいですね。やりがいがあります。 

  （議長）副議長がおっしゃったように若いときにいろいろあった人が立派になられて立っておら

れるというのはうれしいことです。これまでの議論は、そういう明石の持っている良さをもっ

と生かしましょうというものでした。新たにこれを作りましょうではなく、いいものをもっと

もっと生かしましょう、刷新しましょう。どこかでスクランブルも必要だと思いますが、刷新

しながらやっていきましょうというのが今回の議論のなかでつなぐというキーワードが出てき

たのかなと思います。つなぎをどうするかということで、先ほどから言っているＳＮＳとか窓

口かなということが出てきているのだと思います。 

1つの学校に 80名からのスクールガードさんがおられるのは本当にすごい数です。先ほどや

りがいがありますよとおっしゃっていただいたわけですが、子どもたちの「おはよう」とかの

言葉から生まれてくるものだと思います。私も地域に戻った時にそういう仕事をしないといけ

ないなとは思ってはいるのですが、どうでしょう。母親の立場からどなたかおっしゃっていた

だけないでしょうか。 

（委員）忙しくて子どもの事を見ることができていないので反省しています。今年度本園のＰＴ

Ａが、ＰＴＣＡで東播磨での研究発表が当たりました。そこで、何をテーマにしようかという

ことで、地域を愛する子どもを育てたいなということで、テーマを「地域を愛する人丸っ子」

ということで実践発表をさせていただきました。その中で、まとめてみると意外といろんなこ

とで地域の方にお世話になったりかかわりがあったりしていたと改めて感じました。これを継

続していくということが大事だと思いました。全員の保護者にこのことが浸透したかわかりま

せんが、少なくともＰＴＡの役員の人たちにはそのように思われたのでよかったと思いました。

幼稚園の職員と地域の方々とのかかわりがあるのですが、保護者と地域の方とは何か取り持た

ないとなかなかできないところがあったりするので、学校現場としては仲介する場でもあるの

かと思っています。 

  （議長）保護者と地域の方とのつながりの難しさもあるんですね。  

  （委員）地域でいろいろな役をしている方はわりと年配の方で、保護者は若いのであまり接点が

ないという感じです。 

  （議長）園児を持たれているお母さんは３０歳くらいからで、地域の方は５０歳くらいからにな



るのでそのギャップがあるということですね。 

  （委員）本園の校区には親子で代々住む方がいるので、「何とかちゃんの娘さんやったんか」とい

うようなことがあり、このようなつながりを見るとほっとします。 

  （議長）今まであるものに素晴らしいものがあるからそれを大事にすべきだというようにおっし

ゃっていただきました。我々の今までの議論は、今持っているものをもっと活性化させましょ

う、もっとよくしましょう、使いましょうというのが中心だと思います。 

  （委員）今の話の中で、地域行事で小学校と幼稚園のＰＴＡには１つの役を受け持っていただい

ています。そうすることによって我々と若いお母さん方との接点がそこで生まれてくる。ＰＴ

Ａの役員さんは毎年変わられるのでそういうのも一つの手かなと思います。校区によって、自

治会は学校と何も関係がないところもありますが、我々のところでは自治会に全面協力してほ

しいということにしています。 

  （議長）いよいよ資料の①の話題にはいらせていただきます。「家庭、学校、地域からのあらゆる

相談を受け付け、適切な窓口へ振り分ける総合窓口の設置」ということが出てきていますが、

いかがでしょうか。例えば、幼稚園とか小学校とか中学校とかそういう所で窓口もできるであ

ろうし、どこへ行けばいいのか、誰が総合窓口をするのかとかいうことです。 

  （委員）スポーツ推進委員として来ています。ほんとに相談したい人っていうのは、どこにいっ

て誰に相談していいのかといつも言われます。先生に相談したらというのですが、もし先生に

相談して、先生がいじめたらどうするのと心配されるので、そんなことないと話をしますが、

なかなか一歩前へ行かない。スポーツ推進委員というのも校区に一人いるのですが、知名度が

低く「なんなんそれ」と言われます。本年度に入り認知度を上げないといけないということで

出前授業をしました。校区から依頼があったら出ていくとかサティの広場で体力測定をします。

通りすがりの方に声をかけると、おばあさんが来られて、学校に足を運ぶのはしんどいからこ

こでよかったとか、朝から準備するのを待っていた少年が３人いて、どうしたのと声かけをし

たら、体力があるのだからやったらと言ったら「そんなん無理やし」とか言いながら全員参加

します。我々が思ったのは待っていても来ないから自分たちで出ていく、そして自分たちを認

知してもらうというのがすごく大事だなと思いました。少しずつ認知度が高まっています。チ

ラシや窓口を作るのでなく、何か会があった時など機会をとらえて話をしていくのがいいのか

と思います。聞いてほしい人がたくさんいらっしゃいます。幼稚園に入ろうとしている保護者

の方の悩みが多くて、幼稚園の先生につないだりしていますが、来てくださるのを待っていて

は窓口を作ってもどうなのかと思います。 

  （議長）相談したい方がおられるのはわかってきました。その方たちは、幼稚園、小学校、中学

校とかに子どもを行かせているけれど、敷居が高いとかでなかなか相談には行きにくいという

面があるのではないか、サティとか広場があるようなところにはぱっと相談に来られるのでは

ないかということでした。相談が簡単にできる、気軽に地域に入っていけるような場所が必要

ではないかということでした。ただどのように具現化するかということが浮かばなくて、相談

員を 50人据えて５0か所でというのは難しいことで、市としても施策としてもどのように具現

化できるのかな、と考えているところです。ただ、敷居は高いとはいえ幼・小・中・高等学校

の先生方は相談員にはなっていただきたい、これは基本だと思いますので、これを外してまで

はすべて外へ出ていくことは言えないかと思います。学校などは相談窓口があってもいいと思



います。学校側としては、地域が困っていたら相談を受ける窓口は日ごろから十分されていま

す。 

  （委員）民生児童委員さんや補導委員さんと情報交換する場があったりと、地域で活動されてい

る方との情報交換をさせていただいています。保護者の相談は随時受け付けて、保護者が集ま

る会があれば学校の校長でもだれでも構わないので相談してくださいと言う発信をしています。

担任にも子どもの様子を見ていて、子どもたちがＳＯＳを発信したら、必ず保護者に声をかけ

るようにし、保護者の方が相談をかけやすい形を作ろうとしています。しかし、不登校になっ

てしまった、問題行動を起こしてしまったという子どもの保護者には全員ではないのですが、

子どもに関わる時間が少ないということでこちらから連絡してもなかなかか伝わりにくい状況

があるので、メールで連絡をとったりするような工夫はしています。 

  （議長）幼稚園、小学校、中学校では当然窓口は開いている、どうぞ来てくださいということで

すね。さらに先ほどの話にでてきましたように、プラスアルファーとして広場などでイベント

する時にもあってもいいのではないかということです。ただ、具現化する時にいろいろな問題

が起きてくるので、そして、我々のキーワードは仲介ということが出てきたと思うのです。決

してそこで解決するような相談ではなくていいと思います。あなたはここへ行きなさいよ、こ

ういうとこがありますよ、こうしたらどうですかというような相談だと思います。アドバイザ

ーでありコーディネーターであり明石市の持っているよい機能を生かして行くための潤滑剤で

あり、いろんな情報提供をしようというのがこれまでにいろいろな話に出てきて、その中の一

つがＳＮＳというキーワードだったと思います。ぜひそれも考えていただきながら②も話題に

入れながらお願いしたいのですが、どのように具現化するかを事務局の方で考えていただく宿

題になっていくと思います。では、どうのようなＳＮＳがあればいいのかという話題にも入っ

ていただくとありがたいのですが。総合窓口というのは、仲介をする窓口のことですね。ＳＮ

Ｓはどこを使えばいいのかわかりにくいのですがどうでしょう。若いお母さん方お父さん方に

とっては使いやすいのですか。 

  （委員）学校、家庭、地域からあらゆる相談を受けているということですが、あらゆる相談とい

うのは、具体的にどのように想定すればいいのですか。学力低下、問題行動、学童がものすご

く増えている、母子家庭、就学困難などいろいろありましたが、これらすべてを抱え込むわけ

ですか。それともある程度限定をかけるのですか。ＳＮＳというよりＳＯＳで、家庭教育の向

上というよりは今困っている問題がある、せっぱつまって抱え込もうとしている、あらゆる相

談を受けるのですか。 

  （議長）いや、そこまではまだまとまってはいないのですが、明石にある今まで備えている機能

を生かしたいという所まで考えています。家庭教育の向上というのは、自分で解決できないこ

とに対して、どう駆け込んでいったらいいのかということをスムーズにすることによってその

家庭の問題が少しでも改善されるのではないかと我々が考えてきた議論だと思っています。で

は、そこに持っていくためにどのようなサポートをしたらいいのかということで、仲介という

キーワードが出てきたのではないかと思っています。その家庭の教育力を向上するために何か

の施策をしましょうと言うのではなしに、結び付けてこうすれば解決していくのではないかと

いうことを推し進めるよう、1回目 2回目の会議録を読んでいたのですが。 

  （委員）ＳＮＳに対応するような組織をきちっとつくることは極めて重要だと思いますが、それ



を具体化する場合に限定をかけないのかということを確認としてお尋ねしました。かけないの

ですね。 

  （議長）まだ想定できていないのではっきり答えられないのですが、かけないで何でも相談でき

るから来られるのかと思います。就学困難はこことわかっていたら動いているのではないかと

思います。それ以前の方をいかに相談に来ていただくか、どこに行ったらいいのか敷居が高い

と思われていらっしゃる方をまず受け付けましょうというレベルを考えているのですが。だか

らＳＮＳはいい手段かなとは思っています。 

  （委員）「情報を一元化し」というのがありますね。情報の一元化というのは「こういう問題には

こういうことがある」「こういう問題にはこういうものがある」といったデーターベースのよう

なものを作るわけです。それを共有化するわけです。それだったら別に一つにしなくてもいろ

いろあった方がいいのではないかと思います。 

  （議長）一つは学校レベルとか、先ほどのようにスーパーの近くとか、時には行事の場所だとか

そういうものができるのかどうかです。やったことがないのでわからないのですが。 

  （委員）情報の一元化で、こういう問題にはこう組織があります、いろんな人に共有化して、複

数の方がいいと思います。一つにして、そこが敷居が高いと目も当てられない。 

  （議長）あまりきっちりと固めてしまわないで、なかには相談に乗れないことがあってもいいと

思います。いったんは受け入れます。すべてについて回答ができないかもしれないというよう

なレベルだと思っています。 

  （副議長）振り分ける人のようなことですか。 

  （議長）そうですね、事務局であり、時には学校の教育関係でありと、こういう人が 3人 4人と

話題が来たときにこれはこうですねと振り分けないといけない。1 人でできればそれでもいい

と思うのですが、他分野の方が振り分けないといけないかなと思います。 

  （委員）子ども会のお父さんお母さんが来られたら、他の大人の人の目をすごく気にしていて、

これを言うことによって自分の評価はどうなのかと気にされているのが見えてきています。あ

らゆる相談を受け付けて、だれがどこで相談を受け付けるかが非常に難しいので、本当は一番

駆け込んでいきやすいのは地域だと思います。一番気軽に相談できるのは地域の中で、コミセ

ンの中であれば遠くまで相談に行くというよりはよいと思います。役所に弁護士さんがいると

いうのは公にできるかなと思うのですが、地域で受けるのが楽かなと思いますが、相談内容に

よっては守秘義務が出てきますからなかなか難しいと思います。まとまっていないのですが、

地域の中で相談できるのがいいと思います。 

  （委員）ＰＴＡのお母さん方と話をした時に、昔は家庭と学校と連絡帳がありましたが、今ある

のでしょうか。それに記載することによって、先生が現状を把握され、学校での行動を伝える

ことが情報の一元化だと思います。親としては子どものことに関してはまず一番は先生です。

地域が関わらないといけない場合は、民生委員さんを通じていろいろあると思います。子ども

がとっている行動がおかしいと気づけば、先生もアンケートをとれば子どもは情報を発信して

います。それを問題と捉えていない先生がおられるのは、結果でてくる話ですけれど、その時、

把握したうえで共有して話をしていかないときれいごとを言っているのでなく、日常おきてい

る中での特異な行動が起き出した時に学校と連絡を取り合ってなにかをするというのが原点で

はないかと思います。 



  （議長）毎日見られている先生方というのはチェックは大切だと思います。教員というのは毎日

大変な仕事量で長時間勤務をし、その時に見落としてしまうというのは時にはあるのではと思

います。いつも教育現場では、報・連・相という言葉で、学校で会議をしていると思いますが、

そういいながらなかなかつかめないこととかがでてくると思います。しかし、かといって体制

的には学校の中にあるだろうと、今話題にしているのは内容に対しても仲介は必要だし、もっ

と子どもが住んでいる地域でということも片方ではあると思います。先ほどの委員は、固定化

しないでいろいろなレベルの相談があってもいいのかとおっしゃったと思います。私自身もこ

ういう状況を見たことがないのでいかにすればいいのかまだ方向性がつかめてないんですけれ

ど、言えることはただいろんなタイプの方の相談があるので、学校で相談すべきこともあれば、

地域で相談することもあれば、遊んでいる時とかに相談することもあるだろ。その時にあらゆ

るものを受付けるのですが、窓口のようなものがあればいいのではないかと今は思っています。

どう組織するかというのが非常に難しい問題です。 

  （委員）5 年前に明石市が行った人権にかかわるアンケートというのがあります。1 つの項目で

「あなたは自分が人権を侵されたという経験をお持ちですか」という質問に対して、「私の人権

が侵されたと思っています」と答えた方は 4 人に１人います。明石は 30 万人いるとしたらそ

のうちの７５，０００人の人が、自分の人権を侵されたと思っていると、その時あなたはどう

しましたかという問いに、「おっちゃんに言った」「上司に言った」、「先生に言った」という人

たちはいいのですが、何もしなかったという人たちが侵されたと考えた人の３０パーセントで

す。ということは２万人余りの人が人権の侵害を受けて非常につらいのに誰にも言わずに悩ん

でいるという状況が浮かびます。これだけ困っている人がいるのであれば、もっと相談を受け

てもいいのにと思うのですが、そうでない現実があります。なぜなのかな、知られるのが嫌な

のかな、相談したら他人に漏れへんかな、そのことがかえってきてまたやられるのと違うかな

という不信感とかから、そういうことが起こっているという現実があります。たとえば、相談

窓口が明石市にあります。あるいは、本局の窓口にあります。ところが東部にあります。それ

だったら中部や西部に出先のところをつくって、月一回でもそういう窓口を作ったらどうだろ

うかと、一生懸命考えます。一方、身近な人が、自分が相談に行っているのを見られたくない

とかいうような配慮も、考え方も浮かんできます。ですから、身近なところにあったら誰でも

行けるという考え方もできるし、ちょっと離れているからかえってよいとか、電話で相手の顔

が見えないから相談できるとか、非常に困っている方はいろんな形を考えながら、結局相談で

きていない。こういったことを踏まえた時に学校の例が出ましたが、学校は子どもに関わった

相談を受けるのは当たり前で、どこの学校もやっています。ただ十分か十分でないかはあると

思いますが、こんな言い方をしていいかわからないのですが、人間は不十分な存在ですので、

そういった意味で学校でも不十分なことはあるんですが、やっぱり学校はそういった子供の相

談を受けます。民生委員さん、この方も周りの相談で、「おばちゃんな」という形の中で相談を

受けています。それぞれの機能があるわけですから、こういった機能がいっぱいいろんなとこ

ろにあるのにどこに相談していいかわからない、誰にも相談できないというのがあるというこ

とです。組織とか人になるので簡単には言えないのですが、個人情報のことも出ました、ある

程度明石のことをご存じで、それがかかってきたときにいっぱいあるところに、ＤＶだったら

ここがいいですよ、子どもの体罰だったらここがいいですよといってあげられるような総合窓



口のようなものがあったらいいなと思います。それは、自治会には言えません。コミセンとか

公的な大久保支所であるとか魚住支所であるとかを取っ掛かりにして、いくつか作ってみてそ

こで相談の状況を考えながら進むというのも一つの手でないかなと思います。次のＳＮＳはま

ったくわからないので、自分自身が使ったり、便利だなといったりの感覚がないものですから、

仲介とかつながるとか相談を受けやすい場所だとかそんな方向で考えていけたらと思います。 

  （議長）うまくまとめていただいいていると思います。今、そのような状況で話し合いができて

いるのかなと思います。 

  （委員）もう一つ言えば、身近なところでちょっとおせっかいな大人が「あんたどうしたん」と

言えるような明石市民が多くなってきたらいいのですけれど、これは相談ではなくて身近なと

ころで自治会の方が当番をしながら「おはよう」と挨拶をしているという話がありましたが、

何かそういったものも同時にあったらいいなと思います。「余計なことをせんとって」と言われ

る世の中ですから難しいなと思いますけれども。 

  （議長）おせっかいな施策をしたらいいかということですね。町もきれいになって人間もきれい

になって進んでいるけれども、昔のように「ごてごて」としたおせっかいおじいちゃんとかお

せっかいお婆ちゃんというタイプの施策を今回考えてみてはどうかということだと思います。

当然守秘義務だとか、人権とか、個人のプライバシーを守りながら、「ちょっとあなたどうした

の」というようなことが言えたらいいのかなと思います。難しいことなのですけれども。 

  （委員）ＤＶとか虐待といった重篤な問題については行政の対応窓口とかいろいろなセクション

がありますが、前にＳＮＳの価値を言わせていただいたのは、かなり広がっている現状があり

ます。いろんなＳＮＳの中でも子育ての交流化、あるいは子どもがこんなことをしてたたいて

しまったと、それに対していろんな人たちが答えて、どういう状況だったのか、どういう場合

だったのか、その場合だったらけっしてお母さんが卑下する必要はないとか、しまったと思う

必要はないとか答えがあります。ＳＮＳはとりわけ若い世代の人がほとんど使っています。教

育委員会がそういう窓口的なＳＮＳの窓口を立ち上げたとして、どのくらいの人が乗るかとい

うのは未知数ですけど、ただいくつかの自治体が現実にやっています。それを見ると、いい悪

いも含めて盛んに活用されているのはあるかと思います。気軽に普段お母さんが家庭の中で子

育てしている時に、ちょっと悩んだことなんかを情報交換するサイトとかのきっかけを行政側

が作るというのはいいことではないかという気がします。行政への相談というのはしたくない

のです。校区の顔がわかっている人とか普段お世話になっている人に、そういうことを相談す

るのは普通の人はしないと思います。というかしづらいと思います。中央の社会教育委員をし

ている後輩がいるのですが、「今の子育て世代の人たちの感覚に合わせてやり方を考えないとだ

めだと思います。いいわけだとか本来あるべきだとか言ってもあまり意味がないと思います。

相談がないから問題がないのではなく、今の子育て世代の人の感性に合ったものを作らないと

ダメだと言ってもなかなか難しい」と言っていました。今回のテーマで、一番大事なのは当事

者の人たちが乗ってくるかということ、その仕組みができなければある種画餅になります。教

育委員会というのはある種画餅を描くことが大切だったのですが、時代的に実態に即したこと

をやっていかないと、若いお母さんが悩んだ時にどういう形が一番相談しやすいのか、それに

対してどういう形が解決に向けてサゼッションしやすいのかという視点に立たなければ難しい

と思います。 



  （議長）新聞などを見ていると、俳優の方が陰でＳＮＳでいったらそれをたたかれて降ろされて

いるんだとか聞くんですが、要するにどんどん書いたものが広がっていくことがあります。そ

ういう怖さもあるけれども、逆に言えばある面気楽に「困ったよね」とかを言うんだと思いま

す。知らなかったのですが「センテンス、スプリング」とはいったいなんなのとわからなかっ

たのですが「文春」であると初めて知ってわかりました。そういう気軽さが今の若者には求め

られているのではないか、そういうレベルを大事にしたらどうか、やり方いかんでは難しさも

あるだろうからしっかりとどのレベルにするのか、どう対応するのか、決して解決できるもの

ではないかもしれないけれど、まずは聞きましょうというレベルかと思います。これに踏み出

すのは明石市にとって必要なことかと思います。 

  （委員）台湾は家庭教育のサイトというのはいくつも立ち上がっているけれど、日本にはないん

ですね。問題状況は日本と単純に比較できないと思いますが、そういう風土がないのかもしれ

ない。ただ、ネットの中のやり取りを見るとかなり辛辣な意見とか、気軽な子育て相談だとか、

子育てでちょっとしたことで悩む、子どもがジュースを欲しがっている、親だったら 100％の

ジュースをやったらいいなと思うけれど、100％のジュースは糖分が高くて現実にそればかり

与えると小児糖尿とか問題があったりする、そういう気軽な相談は今ネット上では多くなって

いるのが事実です。そこに行政がサービスとしてどういうことをプラスアルファーしたり、整

備したり、さらに深刻な問題なり必要な課題を解決するようなところに導くような仕組みがで

きたらいいのかと思います。 

  （議長）明石市がＳＮＳをやっているのだとしても、いっぱい書いておかないとだめだと思いま

す。100％信じる回答がかえりませんよとか、いろんなことがあると思います。嘘も入れば揶

揄も入ってくるだろうし、そういう中でのＳＮＳだと思います。ただ、若い人を見ていると、

ぱっとＳＮＳを使って「こんなときどうしたらいいの」と聞いたら 5個くらい回答が返ってき

て「こうしたらいいんや」というように情報収集しています。こういう意味での気軽さぜひ悩

んでいる家庭で子育てで困っている方に利用したらどうだってことです。それがすべて正しい

かどうかわからないです。「熱を出して寝ているんだけれどどうしたらいい」と言って、その時

に「お風呂に入れなさい」という人があって、病気になるかもしれないのですが、責任は負え

ないんです。そういう怖さがあります。でも、「考えずに病院に走りなさい」というコメントが

あれば生きてくるだろうし、いろんなことが出てくるのかなと思います。学校とかに相談に行

きなさいでは無理な時にはＳＮＳが生きてくるのかなと思います。 

  （委員）消化する能力のある人はできますね。 

  （議長）学校では今、子どもたちに情報処理能力といってたくさんの情報が入ってくるけれど、

どれを選択したらいいのか考えなさいと言う教育をどんどんやっていますので、いい意味での

情報能力はつけていると思います。 

  （委員）コミセンで子育てについての話をいろんなグループがやっているのですが、校区外のお

母さんの参加が増えてきた。そこにもコミセンはあるのにと思いながら、自分たちの校区の中

で一対一で相談したらどう広がるかわからない。お母さん方は、一方的なものでなくやり取り

をしたい。ですから、違う校区までも出向いていくのもやぶさかではありませんとおっしゃっ

ている。 

  （委員）相談のレベルによるわけで、軽い相談ならばヤフーの相談窓口に出てくるわけで、真剣



に悩んでいる場合に信頼できる筋に相談したいという場合に、最近ちょっと知ったのですが、

「お医者さんネット」というのがあります。セカンドオピニオンというのがほしいわけです。

かかりつけに行ってしまうのですが、そこの先生大丈夫なのかな、軽い病気でなくもうちょっ

と重い病気の場合に他の先生に診てもらうのは遠慮するので、今のセカンドオピニオンという

のはよくって先生の紹介をしている。「インターネットで相談をしてください。他には言いませ

ん」と、窓口の相手は医者なのです。ホームページを立ち上げて、ホームページに、何人かの

臨床心理士さんに相談できますよ、秘密は厳守しますというような形であったら割と深刻な問

題でも聞けます。どのような仕組み、教育委員会がバックアップするのかワンクッションおく

のかがあると思うのですが、なかなか相談できないという場合に専門家に相談できるわけです。

これがあれば、結構いいインターネットになるのではないかと思います。 

  （議長）つないでもいいわけですね。その役としてどこかの窓口を作ればいいのではないかと思

います。 

  （委員）ある種の相談は私のところに言ってください。私が相談に乗りますが、軽かった場合は

もっと責任を持って相談できる人を紹介します。というような仕組みで、今のは全国組織でし

たが、明石の組織という限られたものでいいと思います。 

  （議長）仕掛けが大事だという考え方だと思うのですがこれでいいですか。どう具現化するかが

難しくて、意見は言っているけれど実際にいろんな問題が想定されると思うし、それにどう対

応していけるのか、また、明石市にそういうのができるのかなということはあると思います。

ただ、相談窓口はいろんなレベルがあるのではないかということがあると思います。当然学校

の窓口もあれば、いろんなところに窓口があって、それを吸収してくるシステムを作り、片方

でそういうところに行けないような人に対してはＳＮＳのような気軽に相談できるようなまた

深刻な個人のプライバシーが守られるような相談の仕方もありますというような一元化したも

のを今回の家庭教育の向上というキーワードのもとに作ればどうかなと思いました。いろんな

ところでこういうことをやっている情報とかありませんか、この近くの市でやっているところ

をご存知ですか。 

  （委員）行政側として、姫路と小野が単なる従来のサイトよりも多角的にやっている感じがしま

す。前に小野市と関わっていたので話しますと、行政側は後ろにいて地元の人たちが気軽に相

談できるシステムをということなので子ども情報センター開設の時から割と熱心なことは熱心

でした。敷居を高くしないということが一番だと思います。行政へ駈け込んできたということ

は最終レベルで重篤な課題なので、それ以前のちょっとした躾の悩みとかあるいは「父親母親

にこの時には『こういうようにすべきだ』と言われたのですが、本当なのでしょうか」世代感

覚がちょっと違うんで、こういうようなことは子ども情報センターの時には熱心にやっていた

ように思います。市民感覚からアクセスしやすい形がないとだめだろうと思います。ネットや

スマホで気軽に悩んでいるお父さんやお母さんが聞けるというのが重要かと思います。 

  （議長）もしＮＰＯとかあれば利用してもいいだろうし、まだ日本では少ないとおっしゃったの

ですが、小野とか姫路とか出していただいたので、ちょっと調べていただきながら、先進的に

やっているようなところのことも次の時には分かったらいいのかなと思います。そういうもの

をまとめていただいて具現化するということで、まとめていただいている資料は資料としてそ

の中身をどう具現化するかということで、今日だしていただいた 1の 3のかっこの内容につい



て発言が出たのかと思います。話をさせていただいたのですが今のような①②のまとめ方でよ

ろしいでしょうか 

  （事務局）①②を進めていく中で、キーワード的なところが出てきたと思います。家庭や地域を

つなぐコーディネーターや、敷居が高くなればいろんな情報を収集できる窓口があったとして

もそこにはなかなか入っていけないということがありました。情報を必要としている世代（30

代、40代）に応じた市民感覚でアクセスできる情報を一元化して提供できる、また、フェイス

ブックやＳＮＳといったものを活用していくことが大事であったということを意見としていた

だきました。姫路市や小野市が多角的に取り組んでいるということですので、次回の会議で、

先進都市が行っている情報提供のあり方や相談を事務局としては調べておきます。仲介という

中で、学校が相談されるのは当たり前という意見がありました。学校と地域の方をつなぐとい

う意味で、地域では顔が知れて相談しにくいということもありますが、身近な所ということも

あり、情報が載ったようなパンフレットを渡してもらうという方法もあるのかと思います。事

務局としては次回までにまとめたいと思います。 

  （議長）ではその方向でお願いします。 

  （副議長）何かの形でやってみて、反応を見ながら手探りでいい方向へ行けばいいのではないか

と思います。我々のところは昔からの集落ですけれど 2代 3代前までのおじいさん御婆さんの

名前がわかっている時代は、「あそこへ聞きに入ったら行ったらええがな」と言っていればよか

ったのですが、今新しい人が入ってきて、道で出会っても挨拶もなかなかできなくなっている

状態です。そういう中で、ネットで探して別の相談されるような方もいらっしゃいますので先

ほどのＳＮＳを使うとか窓口を市役所だけでなくて市民センターとか各地区に設けるというよ

うなことを考えていただいたらいいと思います。 

  （議長）試しながらいいものを作っていくという意見だったと思います。 

 

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。 

 


