
平成２８年度 第２回社会教育委員会議 会議録 

 

日  時  平成２８年７月２６日（火） １０：３０～ 

場  所  市役所 分庁舎４階 教育委員会室 

出席委員  １０ 名 

欠席委員   ３ 名 

傍聴者    ０ 名 

 

１ 開会 

   

２ 資料 

  提言書（案）、第 1 回議事録、「（仮称）明石市子ども総合支援条例」の制定について 

 

３ 協議事項 

（議長）会議を公開とし 

   「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 

 

委員からの意見 

  （議長）提言書（案）について事務局から説明をお願いします。 

（事務局）提言書（案）の説明 

（議長）全体的なまとめかたから考えていただいて、そこから具体的に審議に入っていきたいと

思います。いま、研究テーマはじめにから終わりにまでの間に、現状と課題を「１、２」と大

きなくくりでまとめ、本審議会が提言すべき内容が「３」の家庭教育の支援のあり方としてま

とめてあります。提言書のテーマが「家庭教育力の向上」だけでいいのか、サブテーマの設定

が必要ないのか考えがありましたらお願いします。全体的な提言書のまとめ方自体の感想、具

体的な文字、表現は変えるべきだとか、この項目は話し合ってきたのに欠けているではないか

など具体的内容として意見をお願いしたいと思います。まず全体として、テーマ、書き方、そ

れぞれの内容についての全体的な見方はいかがでしょうか。私自身は、読ませていただいたと

きに、現状、課題それから社会教育委員会議が言いたい支援のあり方という形でうまくまとま

っているかなとは思ってはいます。わかりにくいとかがあればお願いしたいと思います。 

（委員）読ませていただいて、文章的に優しくて理解できます。気になるところが、家庭・学校・

地域・ＮＰＯ・行政という 4 つの文言が、6 ページの（２）になると学校、地域やＮＰＯ等と

なっており、たくさん出てきますが、大事な順番に書いているのかランダムに書いているのか

分かりにくいかなと思います。家庭での教育力の向上に、先に行政が来るのかなと思います。

小さいことですが、たくさん出てくるので整理をした方がいいかなと思います。 

（議長）話し合いとしては、家庭・学校・地域・ＮＰＯ等というのは出てきたと思いますので、

中身はいいということで、順序性があるのかどうか、関連性がどのように書かれているのかが

不明であるとの指摘であったように思います。例えば 5 ページの上から４行目もそうですね。

「家庭をとりまく学校、そして地域、ＮＰＯ、行政等が連携し」という、その順序性があるの

かどうかですね。他にも出てきていると思いますが、いかがですか。 



（委員）まちづくりの関係でも同じですが、例えば自助・共助・公助といういい方がありますが、

行政が最後ですが、行政が最後といってもうちょっと積極的に関わってもらわないと、独自に

進んでいるものに行政が噛んできてひっくり返されるということがあれば地域がどんどん離れ

ていきます。共助と公助は共にないと、細かい話ですが備品 1 つにしても公助のものがないと

対応しきれない。だからこの文章の流れでも、最後だけ行政ということが、ぽつっと入ってき

ている。もうちょっと行政も関わっていく項目があってもいいのではないかという気がします。

言葉的には地域とか社会とか学校とかだったのですが、もうちょっと行政も関わる方がよいか

と思います。 

（議長）3 ページで括弧が、家庭・地域・学校・社会の順番に現状をまとめていただいています。

（１）が家庭の環境、（２）が地域の環境、（３）が学校の環境、（４）が社会の環境と、広がり

を感じる書き方かなと思ったのですが、それが 4 ページの（2）では家庭・学校・行政・地域

というようになっている。これはまた別に課題だからこういうようになったのかもしれません

がそういうような連携になっています。原文を作っていただくときに、このあたりのことをい

かがお考えですか事務局として、「こういう視点で順序性があるのです」ということがあればお

願いしたい。 

（事務局）家庭を取り巻くそれぞれの環境という点で、学校、地域、ＮＰＯなど市民相談団体が

関わるという意味で、まずは家庭を前に持ってきました。少し表現の中でばらつきがあります。

身近な所では学校かなというところがありましたので、学校、地域、市民活動団体、そこにど

のように行政が絡んでいくのかという点も含め整理したいと思います。 

（議長）我々もイメージ的には、今回の主たるテーマは家庭教育ですので、まず、家庭があって、

その家庭が存在する地域なり学校がある。どちらを先に持ってきても考え方だと思いますが、

その家庭の子どもの行く学校なのか、住んでいる地域なのかということになると思います。家

庭があって、地域なり学校があって、そこの存在する社会というのがある。社会の中には、Ｎ

ＰＯがあってそれに関わってくる行政というのはまた別の状況かなと思います。だから、１の

ところに（１）～（４）のところに行政というのが出てこないというのは、そうかなとは思い

ます。それはそれで、そのまとめ方でいいのかなと思います。２の課題になってくると、行政

との関わりが（２）に入ってくるので、家庭と学校と行政と地域等の連携がどうなっているの

かということになってくるのかと思いました。最後の提言の中には家庭、学校、地域、ＮＰＯ

等というのは社会という意味だと思いますが。我々はあくまで家庭教育ということで、家庭を

一番最初に持ってきて、それが存在する地域になるか学校になるかはご意見をいただいて、そ

して社会に持っていくという順序性で、それにかかわる行政という位置づけではどうでしょう

か。行政は関わってくるところが多いので、家庭にも行政が、学校にも行政が、地域にも行政

が関わる、そういうような状況としては違うのかなという感じは持つのですが。では、今のよ

うなことを踏まえて、家庭なり、学校、地域、社会、または、ＮＰＯとか、文言の整理をもう

一度行ってきたいと思います。今簡単にまとめましたが、家庭教育力ということを起点にする、

そこから書いていくということでよろしいですか。具体的にこう直すというのは少し時間をい

ただいて、ご指摘いただいたように位置関係なり構造的なものを具体化していくということで

行きたいと思います。まず、委員もおっしゃられたように言葉としてはわかりやすくて市民の

方にも読んでいただいた時に、また、教育委員会の教育長に当然渡すのですが、教育委員会に

も誤解を生むような文言の示し方でなくて良かったというようなご指摘もいただいています。

では、全体的な骨組みとして問題ないでしょうか。 



（委員）全体としては手際よくまとめられているように思います。事務局が大変な努力をされた

んだろうと思っています。もう一つは、現時点での大幅な修正はちょっと難しいだろうなと思

います。若干の加筆修正はできることなのかとは思いますけれど、今気が付いたのですが 3 ペ

ージで一番上が「家庭を取りまく環境の現状」ですよね、家庭を取りまくであれば地域、学校、

社会になるので、言葉としてはもう少し練らないといけないのですが、「家庭及び家庭を取り巻

く環境の現状」というような形に変えた方がいいのかと思います。文言に関しては議長と事務

局に一任しますけれど、家庭を取りまくであれば、学校、地域、社会ということになってしま

う可能性があります。ただ、重要なのは家庭の環境なのでここを落とせないと思います。まず、

家庭環境が深刻な状況になっていますよというようなことを伝えるのが重要なことだと思いま

す。修正内容に関しては、議長と事務局にお任せします。 

（議長）「家庭を取り巻く環境」とあって、そこから 1 番に「家庭の環境」が来ているというのが、

代案はないのですが委員ご指摘のように感じました。言いたいのは、現状をまず書くんだとい

うことで、家庭を取りまく環境というよりも、１番自体の文言を変えてみるということではど

うでしょうか。また、（１）（２）（３）（４）の順序はどうでしょうか。 

（委員）まずは家庭ですが、後ろとの関係で（２）（３）（４）以降は多少順序を変えないといけ

ないかもしれませんが（１）は家庭環境だと思います。 

（議長）１の文言を変えてみるのかどうかを考えながら、後は家庭の環境から書いていくという

のはご指摘があったと思います。 

（委員）提言書としてわかりやすいです。現状であったり課題であったりで、後には支援という

形でまとめられて全体的にはいいのですが、これを提言書としてどういうふうに活用していく

のか、そしてここでいろいろ協議した具体的なところも話をしたなかで、支援とか情報提供と

かを明石市ではどのような形で、具体的にどう取り組んでいくのかという所の次のステップと

いうか、逆にこれで終わってしまったら提言を出して見届けられないということもあるので、

具体的なところが見えてくるともう少し提言書を生かしていけるのかなと思います。具体的に

日程的なことなどの提言書を出して引き継いでいきましょうということで、絵に描いた餅にな

ってしまうともったいないのでこれを生かせるようなところを具体的にどのように考えている

のかを聞かせていただきたいと思います。 

（事務局）この提言につきましては、教育委員会に提言書を提出し、教育委員の方からご意見が

いただけるかと思います。そのなかで、ここでは、具体的な総合案内の体制づくりであるとか

情報提供にはＳＮＳの活用という具体性のあるもの、次にそれを施策としてどう向けていくの

かまでは提言に含まれていませんので、教育委員会の方からご意見をいただき、その中でどう

いうことを施策としていくのかが出てきたら、それを所管する部署にお伝えできます。一方で、

皆さん方の任期が切れるのですが、引き続き新たに社会教育委員を委嘱させていただいて、具

体的なところを、平成２１年度の時の提言書を踏まえてそのあとパンフレットの作成というこ

ともありましたので、次の社会教育委員会の方で議論していただくということも、教育委員会

に提言した後の意見を踏まえて考えていきたいと思っております。できるだけこの２年間かけ

てやっていただいたことが絵に描いた餅とか提言して終わりにならないように具体的な施索に

つなげるように、事務局としては行っていきたいと考えております。 

（委員）そのへんを含めて何か具体的なものがあればいいと思います。そうすれば、いつまでに

こういうことができるよね、と、もし具体的なものがあればきちっとして行けるかなと思いま

す。 



 

（議長）５ページ６ページでまとめた内容が、今回の具体的な提言内容だと思います。これにつ

いては、いつまでにこういう部署でやってくださいと、本当は書きたいのですが、そこまでは

ちょっと書けなくて、例えば６ページの「啓発パンフレットの配布と検証」はどのようにする

のかとかを我々委員でありながらわからないので、確かにどうするのかという具体が見えない

ので、この文章がいいのかどうか指摘しにくいかもしれません。ある程度提言書というのは、

大きく括っていただいて提出することによって、それを事務局の方としても具体化していただ

くように青少年教育課に動いていただくのが今後だと思います。当然それは教育委員会の方に

お渡しして、委員の先生方がご理解していただいた上でだと思います。我々も何回か経験した

のですが、出しっぱなしで終わっているのではないかという指摘がいつもあります。できるだ

け先が見えるような方向でお願いしたいと思っています。今そういう状況でしか言えませんが

よろしいでしょうか。出しっぱなしにならないような手段を、事務局と私も関わっていますの

でやっていきたいと思っています。では、まとめとしては先ほどから申し上げていますように、

現状があって、課題があって、支援のあり方というような書き方、当然それと前と後ろの終わ

りにという書き方の５つの大きなまとめで括っていただいています。研究テーマが「家庭教育

力の向上」だけでいいのかどうか、これまでは副題がついていたとか具体的なテーマだったの

ですが、テーマが「家庭教育力の向上」だけでいいということでした。副題をつけるとかのご

意見は特にないでしょうか。これまでの２年間の話し合いの中で、テーマについて考えましょ

うとか、いろいろなことがあったと思います。その中で、「家庭教育力の向上」というのは以前

にもやっているではないかというご指摘もありましたので、一歩進めるということで来たので

はありますがどうでしょう。副題は特につけなくてもこのままの状態でよろしいですか。 

（委員）いいと思います。 

（議長）「家庭教育の向上」に今年の提言は絞られているということになっています。問題ないで

すか。違和感がなければ今のところこういう「家庭教育力の向上」という形のテーマだけで行

かせていただいていいでしょうか。ではテーマに関してはそういう形で押さえさせていただき

たいと思います。それぞれ具体的にいかがでしょうか。文言に関してはもう少し変えるべきだ

という所が何か所かありました。読んでいただいた内容でお願いします。 

（委員）３ページの（２）の下から２行目の自治会や子ども会など地域で活動する団体への未加

入者も増加し、の「増加し」を「多く」に変えてもらえたらと思います。増加はしていなく、

徐々には減っております。 

（議長）当然そうですね。 

（委員）２ページの真ん中の「子どもは１歳になったとき、親も親として１歳です」の後あたり

が、ちょっと理解しにくいです。「完璧な子育てを期待することは適切ではないかと思われます。」

のところです。 

（議長）そうですね、私もラインをいれました。 

２ページの２つ目の真ん中のパラグラフで、下から３行目。「子どもは１歳になったとき、親も

親として１歳です。完璧な子育てを期待することは適切ではないかと思われます。」のところで

す。言わんとするところはわかるのですが、「期待することは適切ではないか」という所が非常

にわかりにくいです。 

（委員）「か」があるとないとで意味が違います。言わんとすることはどっちなんでしょう。 

（議長）適切ではない。の方でしょう。完璧な子育てができないということを言いたいのだと思



います。だから、ストレートに「完璧な子育てが期待できない状況であります。」と、すっと書

いた方がいいのかなという感じがしました。「１歳になったとき親も親として１歳で、」で、止

めて「完璧な子育てが期待できない状況であります。」とわかりやすく示したらいいかなと思い

ました。今のところ、子どもは１歳から３行あたりを表現を変えたいと思います。言いたいの

は、親が子育てはまだまだ不完全であるということを書きたいということで、同じです。同じ

ところの１行目が少し気になりました。「個を大切にするようになってきています」の個を大切

に、というのが分かっているようで分かりにくい。「個を大切にする」というのが唐突なように

感じました。このあたりも表現を変えたいと思います。一人一人に対応した必要性を論じたい

ということがあります。「なってきています。」というのはちょっと怖いかなと感じました。今

のあたりを少し変更するということでお願いします。 

（委員）読ませていただいて思ったことしか言えないのですが、今の「個を大切に」という所で

すが、『「集団」より「個」を大切にする傾向にあります。次の「家庭が担ってきた」のところ

を「家庭を含む地域が」にしたらいいと思います。家庭の教育力ということで、家庭をターゲ

ットにしているのかもしれないのですが、家庭を含む地域が担ってきたというこれまでの経過

としての表現にした方がいいのかなと思います。社会のルールやマナーは家庭だけが担ってき

たのではなく、地域のおじちゃんおばちゃんがいたからこそ躾ができていたと思います。 

（議長）具体的で、非常にわかりやすかったです。要は、家庭を含む地域が担ってきた社会のル

ールとかマナー、地域のおじさんとかおばさんがいるのだというところも話し合いでありまし

たのでそういう意味だということです。ですから、そういう表現がいいのではないかというと

ころです。家庭が担っているルールというのは表現としては濃いものがありますので、家庭を

含む地域が担ってきた社会のルールというのがあります。 

（委員）それでいいと思いますが、先ほどの「１歳になったとき」のところですが、これは何を

言っているかというと、家庭の教育力が低下して、家庭だけできちんと子どもにルールやマナ

ーを身につけさせることが難しくなっている。だから、地域、学校、行政などが家庭教育を支

えていくことが大切です、ここの１歳になったときに完璧な子育てを期待することは適切でな

いということが、２ページ以降から出てくる家庭の教育力が残念ながら落ちてしまっていると、

だから昔から家庭とか社会がそれをやっていたんだけど、家庭の教育力が落ちているからこそ、

地域、学校、行政などが家庭を支えていくことが大切です。と言うように結びついていくので

はないかと考えます。そういう流れであれば、話はスムーズに流れていくかなと思います。細

かい文言は議長にまかせます。 

（議長）流れとしては、社会のルールとかマナーは地域が担ってきた現状があったけれど非常に

家庭の教育力が落ちてきて、子どもが１歳の時は親もまだ１歳ですよというようなことの誤解

を生まないような表現で伝えていって、最終的には、地域、学校、行政が家庭を支えることが

必要だとなってくる。だから、構成としては間違っていないと思いますが、表現だと思います

ので、文章自体は生かしながら行きたいと思います。最後の下から２行目３行目はもう少しテ

コ入れして表現を変えるということで行きます。初めのところはそのあたりでいいですか。 

（委員）「はじめに」のところの終わりの３行ほどなのですが、「このような家庭を支えるために

は地域社会がいかに協力していくかが課題です。家庭の教育として子どもの育ちを自ら実践し

ていくことができるように地域社会が支えていくことが求められています。」は同じようなこと

を言っているような感じがします。課題という決めつけでなく、この文章はいらないのではな

いかと思います。地域社会が支えていくことが求められています。で上の１行があえているの



かなという気がします。 

（議長）これは、おそらく「しかし」あたりから受けているのだと思いますが、上の４行あたり

が「すべての教育の出発点です」まで、親というものを書いていただいて、親はこう、こう、

だということを言って、「しかし」のあたりから現状把握が来ていて、それが「課題」なんです

よ、と言って、そのため家庭の教育としてのものが求められているんだという書き方だと思い

ます。ご指摘があったように「このような家庭を支えるためには地域社会がいかに協力してい

くかが課題です。」は、けっして大きな課題ではなくて、協力が必要ですというような意味だと

は思います。 

（委員）「課題」という言葉は硬いですね。下の文になると「求められています」と、ソフトに表

現されているので、どちらかにしたらいいと思います。同じように言っているという気がしま

す。 

（議長）流れとして、問題はないけれど、「課題」という文言の書き方に問題があるのではないか

ということですね。 

（委員）「このような家庭を支えるためには地域社会がいかに協力していくかが課題です。」で、

一旦切れるということですね。 

（委員）行を変えてもらってもいいんです。 

（議長）切れるというのは、「課題です」で終わっているということですか。 

（委員）「しかし」を受けているということで、内容としては「しかし」から「課題です」までが

ワンパターンで、一旦そこでおいて、「家庭の教育として」ということであれば、課題という硬

い言葉を変えたらいいことだと思います。 

（議長）「家庭の教育として」という前にちょっと何か言葉をつけ足してもいいですね。一つのま

とまりは改行をあまりしたくないと思いますので、きっとこの纏め方になっていると思います。

この前にちょっと接続詞で、課題という文言を変えることと、家庭の教育の前にトーンを変え

る接続詞を入れるということでまとめていけばいいかと思いました。最後のところの「家庭は」

という３つ目の段落ですが、「安らぎの場」「生き方などの学びの場」という書き方はどうでし

ょう。家庭は何々の安らぎの場と要らないですか。「生き方などの学びの場」であれば「生活す

る安らぎの場」とかなんかあってもいいのかなと思います。ちょっとここも検討はさせていた

だきます。 

（委員）「このような家庭を支えるためには地域社会がいかに協力していくかが課題です。」「家庭

の教育として子どもの育ちを自ら実践していくことができるように地域社会が支えていくこと

が求められています。」とあるのですが、最後に「家庭教育を支援するため、行政として取り組

むべき方策を提言としてまとめてみました。」というのが、この地域社会という上の方にある言

葉の持っている範囲ですが、学校、地域、行政を全部入れた意味なのか、それとも家庭、学校、

地域の連携の地域なのかということについて、この言葉について少し考えておかないと行政と

して取り組むべき方策を提言としてやっているので、地域の取組ということでなくて、明石市

の行政というのが支えるということが必要です。だからこの地域社会の中に行政を入れた言葉

にする必要があるんではないかと思いますので、適切な言葉に関しては今さっと出るわけでは

ないので議長の方に検討して頂ければと思います。 

（議長）今、ご指摘いただいたのは下から 3 行目の「地域社会がいかに協力していくかが課題で

ある」の地域社会という意味が最後の行の「行政としての取り組むべき」の行政というのがど

こまで入っているのかということの関連性だと思います。このあたりも検討させていただきま



す。次に、１と２の現状と課題を検討いただけますでしょうか。先ほどおっしゃっていただき

ましたように「家庭を取り巻く現状」という文言自体も変えたいと思っていますが、まずは実

態を示すというのが 1 番だと思います。2 番がこの家庭教育というテーマの課題というものの

具体化したものだと思います。 

（委員）3 ページ（１）の 3 段落目に「子どもの教育への関心が低い家庭では、学校や放課後の

子どもの様子や友達関係などを把握していないことがあります。」とありますが、関心が高い家

庭もなかなか子どもの様子を把握できないというところがあります。なぜかと言うと、（４）の

「保護者は子どもの行動を把握できにくくなってきています。」につながるのですが（１）では

関心の低い家庭というのを限定するのではなくて、「さらには、ＳＮＳなどの普及によって、親

の知らない子どもの世界が広がり、子どもの行動の実態把握ができていない家庭も増えていま

す。」というようにすると、次の段落でＳＮＳのことが出てきているので広がっていくのかなと

思います。あわせて（４）のことで、インターネットの部分ですが、ここも「保護者は子ども

の行動を把握できにくくなってきています。」は、（１）で言っているわけですから、この部分

は削除して、「また、顔の見えない交流が増え、そのことに起因する事件や犯罪が増えています。」

と書く方が社会全体の今の流れになっているのかと思います。 

（議長）家庭の環境では、保護者が子どもの行動を把握できないという方を強調したいというこ

とですね。（4）の方の社会の環境の方ではインターネット等を通じていろんな事件とか、顔の

見えないものを書くと、ですから最後の 2 行が同じことの繰り返しになるので変えるというこ

とですね。確かに家庭の環境の書き方と（４）の社会の環境の書き方はトーンを変える方がい

いと思いますので、今委員がおっしゃられたように変えていけばいいと思います。２の課題の

ところですが、最初の 3 行に全体的なことを書いているのですが、「自信が持てなかったり」の

分ですがよく言う「たり」「たり」の表現の文章があってもいいのかなと思います。また、「子

育てに対する情報についての支援を求める保護者への支援は大切です」と支援、支援が 2 回く

るので読みにくい文章になっているかなと思いました。たりに関してはたりで受けたりとか、

支援という言葉が 2 回つながっているということを感じました。もう 1 点は、（１）の孤立し

がちな保護者のところに、本文の 2 行目「教職員の多忙もあり、相談内容に家庭の問題などが

関わると相談はしにくくなります。」という表現は少し変えるべきかと思いました。教職員は多

忙で相談はしにくくなっているというのを言い切ることがいいのかということを感じました。 

  （委員）保護者は、家庭の問題であろうと何でも相談はされます。そのことが多忙化につながっ

ているので、事務量は確かに増えていますが、多忙だから相談に来ないというのは無くて、ま

ず相談を電話でもメールでもなんでもされます。また、直撃で来られる場合もありますので、

そんなに相談しにくいことはないと思います。この 2 行は違和感があります。 

  （議長）そうですね、この表現は変えないといけないかなと思いました。 

  （委員）4 ページの（２）の文中にそれぞれが 3 つ入っているので、ここもちょっと直した方が

いいのではないかと思います。 

  （議長）ここの文章そうなんです。それと 1 文目と 2 文目が同じような書き方です。「なりませ

んが」というのが同じようになっています、強調するために同じようにそろえているのかもし

れませんが、「それぞれの役割を果たさなければなりません」「支援する側の課題を解決しなけ

ればなりませんがそれぞれの取組」となっていて、それぞれが 3 回出てくることと、なりませ

んということで内容は別に悪くはないと思っているのですが、そういうようにその文章を感じ

ました。ここは変えないといけないと思いました。もう 1か所、「自信を持つことができるよう



になったり、孤立感を軽減させることができると考えます。」の「たり」に対しては「たり」で

受けた方がいいかなと思いました。文章の内容ばかりになってしまうので、そこまではいいか

なと思いますけれど書き方としてはそういうように考えています。次に、３の家庭教育への支

援のあり方で、我々が 2年間の話し合ってきた内容が 4ページの下から 3行目あたりから、５、

6 ページにあります。我々の委員会としての提言内容になるわけです。この書き方について、

先ほどの学校、地域、ＮＰＯ、行政の書き方は後で直すとして、それ以外のところでどうでし

ょう。我々の提言の具体化ですので、この辺のことのご検討をお願いします。逆に私が尋ねる

のはおかしいのですが、まず（１）の保護者への支援ですが、「乳幼児期から青少年期までの一

貫した情報提供」というのは、ちょっとわからないのですが。乳幼児期に情報提供があるのか

ということ、これは乳幼児期をもった親御さんという意味かと思ったのですが、ここの 1 行目

を読んだ時に乳幼児期から青少年期までというのが何か言葉不足かなと思いました。 

  （委員）そう思えるんですが、おそらく保護者への支援ですね。それで、保護者への支援で、4

ページの「孤立しがちな保護者」のところで、「しかし乳幼児期の子育て支援の手厚さに比べる

と、学齢期には十分な支援ができていない現状があります。」ということで、保護者の支援だか

ら、「保護者への乳幼児から青少年期までの一貫した情報提供」と言った方がいいんだけれど、

ちょっとこれを省略しているのかと思いました。 

  （議長）当然省略ですよね。それで通じるのであればこのまま置いときます。 

  （委員）読んでわかりにくければ議長の判断でいいと思います。 

  （議長）最初読んだとき違和感があったのですが、確かにご指摘のように前のところはそういう

ように書いていますし、私も読むときは、乳幼児から青少年期までの子どもを持つ親への一貫

した情報提供だと思っていますのでこれでいいと思います。あまりにも問題がなければこのま

までおいておきますが、いかがですか。 

  （委員）乳幼児期という表現なのですが、教育委員会に出すと「就学前」と変えられるのではな

いかなと思います。乳幼児期という表現はしていないと思います。たいてい「就学前」という

表現になっています。 

  （議長）0 歳から入っていますか。 

  （委員）子ども園になって、0 歳児からになっています。 

  （議長）そのあたり、事務局で調べていただいて、このまま残すべきなのか、就学前とかに変え

るようになるのか考えたいと思います。 

  （委員）子ども未来部や教育委員会では乳幼児は使っていないと思います。 

  （議長）青少年期は就学後となるんですね。 

  （委員）いやそういう言い方はしないですね。 

  （議長）就学前から青少年期までの、ということになるのですね。何か所か出てきますのでその

辺もチェックします。 

  （委員）会議は何時までですか。 

  （議長）12 時を目標にしています。 

  （委員）少し長い話をしていいですか。枠組みとしてよくまとめられているなと思ったんです。

事務方は大変な努力をされたんだろうなと思うんですが、ちょっと気になったのが、保護者の

支援に関わるところです。7 ページで、「家庭の教育力の向上には、悩みを持つ保護者の支援が

欠かせません。保護者の悩み、子どもの悩みについて相談する団体、機関はいろいろあり素晴

らしい成果を上げています。しかし、どこに行ったらいいのかわからない、近くでは顔がわか



るので相談しづらいなど、どこにも相談に行くことができず悩んでいる家庭があることも確か

です。」というのがあります。今回の 1 つの目玉というのは、相談体制で情報の一元化と総合的

な相談窓口の開設ということだったと思うんです。今いただいた、議事要旨にもあるのですが、

最後の事務局の今後についての説明で「今日いただきました意見の中で、相談ができる人、し

ようと思っている人、孤立してしまって相談しようと思わないとか、思っていてもできないと

かいろんな方がいらっしゃるということでした。」というように書かれているんですが、最後の

方で一元化しようというところがあったのですが、そういうようなところにも行けない人がい

るのではないかと、「総合的な窓口にも来ない人、来られない人」にどのように対処するかとい

う話が出てきた気がするんです。一般的な相談窓口だけではなくて、こうした人たち「来ない

人、来られない人」に対するケアが必要じゃないかということが、7 ページに書かれているこ

とだとは思います。提言としては結構いいと思うんです、が、今からはそんなに大きな訂正は

できないとも思うんですが、1 つちょっと付け加えられないかなと思っていることがあります。

それは、一般的な相談窓口を作った時にも「来ない人、来られない人」の対応をどうするかと

いうことなんです。7 月 13 日にこの提言書が送られてきたときに、この問題がちょっと気にな

っていたんです。きちんと一元化するのはいいんですが、そういうところにも「来ない人、来

られない人」がいるだろうと、これをどういうようにフォローしていくのかというのが重要だ

なと思うんです。明石の皆さんは結構ご存じだと思うんですけど、泉市長が対談しているんで

すね。湯浅誠という社会学者と対談していまして、非常におもしろかったんです。そのヒント

になるかなとちょっと思ったんです。結論から言いますと、保護者の支援のところで、1 行か 2

行足せないかなという話なんです。委員が資料を配るのは構いませんか。 

  （議長）ハイ構いません。お願いします。 

  （委員）これは明石市の市長が言っていることなんで、配っても大丈夫だと思います。例えばで

すが、この 3 ページに家庭環境で、一人親世帯が増えてくる、子育てが孤立化している、とい

うような問題。1 回目の会議にいろんな資料が出ました。鮮明に覚えているんですが、それに

関わって実際に相談窓口ができた時に、問題なのはそういう窓口に「来ない人、来られない人」

を同時に考える必要があるんではないかというように思っています。それで、これを読んでい

ると、「明石市はいいな。いい市長だな」と正直思いました。市長が、母子家庭等の社会的弱者

に対して様々な取り組みをされているので２ページ位に、母子家庭に子どもの養育に関する同

意書を配っているという話をそうなのかと思っていたのですが、今さっき言いましたように、

窓口を作っても「来ない人、来られない人」をどうするか、そういう人たちをどういうふうに

見つけるかというのが問題としてあると思います。3 ページの真ん中に写真:明石市というのが

ありますね。その次の行に、湯浅という学者の話ですが「お話をうかがっていると、行政サー

ビスを行う機会をこまめに捉えて、そこを気になるご家庭や子どもの発見やチャンスとして活

用しているように見えます。」「おっしゃる通りです。役所は様々な行政サービスを、該当する

すべての市民全員に届ける業務を日々行っています。その機会を利用すれば、そこから漏れて

しまっているご家庭や子どもを発見することができます。」とあり、これはおもしろいなと思っ

たのです。通常のいろいろな行政サービスがあるけれども、その機会を利用すれば漏れている

相談窓口に来ない人を発見することができるという話です。「ヌケ・モレを防ぎながら、そこに

相談機能もつけていけば、虐待や貧困の早期発見・早期対応にもつながる。」というような話が

ありまして、重要なのは、市役所が日々やっている行政サービスをすべての市民に対して行政

サービスを利用すると、そこから漏れている人たちを見つけることができるということを言わ



れているわけです。この漏れている人たちというのが、前回の問題にしました、そういう施策

をやっても「来ない人、来られない人」はかなり重複しているのではないかという気がします。

具体的な話というのはどういうことなのか、どういうような形で見つけるのかというのは、市

民との接点をフルに活用で、3 行目ですね「明石では乳幼児健診を 4 か月児、10 か月児、1 歳

6 か月児、3 歳児に実施していますが、その時に会えれば様子がわかります。明石市の乳幼児

健診の受診率は約 98％ですから、そこから漏れてしまった家庭を訪問すれば足ります。」とあ

り、98％の人は一般的なサービスの中でサービスを享受するわけです。後の２％は漏れている

人たちです。この人たちに、「保健師さんに訪問してもらい、その機会を活用して相談に乗りま

す。」このようにすることで行けるんだということです。言いたいことは、窓口の一元化という

ことで相談体制をきちんとすることはいいけれども、そういうところに「来ない人、来られな

い人」をどうするんだということ、まずその人たちを見つけないといけないという話だったと

思います。明石市長は、それに関して、例えばですが乳児健診でそういうことができるんだと、

ほとんどの市民というのは、９８％の市民はそういうサービスを享受できるんだけれど、そこ

に来ない人がいる。それに対して、相談業務をするというのはいいのではないかという話です。

もっと重要なのは、次の４ページです。面白いなと思ったのは、「子どもの貧困対策をするつも

りはない」というところで、「社会的弱者」と呼ばれる方たちに対して、とても積極的な取り組

みをしておられるのです。子どもたちの貧困対策もその一環ですね。という問いに「子どもの

貧困対策をするつもりはない」と、どういうことかというと「貧困家庭の子どもたちだけをタ

ーゲットに施策を行っているつもりはない。あくまで、すべての子どもです。すべての子ども

の発達と未来を保障しようとする中で、残念ながら漏れやすい、行政サービスの届きにくい、

また不遇な状態で育たざるを得ない子どもたちが出てくる、それを防ごうとすると結果的に対

象者が貧困家庭の子どもとなることがある。」と、そこで先ほどの乳幼児でいえば２％漏れてく

ることがある。それに対応して、その人たちに行政サービスをすればいいんだというふうなこ

とが書かれているわけです。それを防ごうとすると、結果的に貧困家庭の子どもになることが

あると、だから貧困家庭に向けた施策をするのでなく、あくまで明石市の子どもたちにするん

だけれども、そのなかで、漏れてくる子どもたちがいる、それに対応してやらないといけない。

「なので、児童手当を該当する市民に行き渡らせようとすれば、またその機会を活用してご家

庭の困りごとを解決していこうとすれば結果的にそれで浮かび上がってくるのは貧困家庭の子

どもたちであったりするわけで」というふうな書きぶりになんです。すごいなと思ったのです

が、保護者の支援の中の①の乳幼児期から青少年期までの一貫した情報提供に、市長の言われ

ているような内容を２行ぐらいで盛り込めないかなと思います。ただすぐできるわけではない

と思うのですが、例えばですが、「明石市役所がすべての子どもに対して行う行政サービスにつ

いて、これらのサービスを享受しない家庭の子どもたちを見つけ出しそれらの子どもたちに教

育相談等を実施する。それらの人に教育相談を実施すること等を一層促進する（実際にやって

いるわけですから）必要がある」みたいな文章や、そういうような内容を入れられないかなと

思います。これは、私自身、一人親家庭が増えているので難しい家庭状況になっていると前か

ら言ってきたので、なかなか入りにくかったのですが最後の７ページに少し入れていただいて

いるんですけれど、合意形成ができれば、相談窓口に来る人はいいと、来られない人たちがい

る。それに対するケアのようなものを考えているという内容のことを文面は議長に一任します

し、入れるかどうかも一任いたします。一応意見として話しました。 

  （議長）ありがとうございました。これまでの審議の中では、確かに窓口まで来られない方、漏



れている人たちにどうするかが大きな課題だということが何度も出てきておりますので、今の

ご指摘あったことは、この委員会の協議と相通じるものだと思っておりますので文章の中に少

しでも加えたらどうかというご提言です。 

  （委員）これはあくまで教育委員会に提出する文章なので、行政全体にかかわる文章になるので

ここの内容にちょっと無理があるということだとそれはもういいです。最終的にはお任せしま

す。提言内容に入れていただければと思います。 

  （議長）確かに配布していただいた資料の内容を考えると、そういう漏れている人たちの対応と

いうのが見えてきていると思いますので、我々の協議の内容として加えるということで行きた

いと思います。委員の期待に添えるような文章になるかどうかわかりませんが、事務局と相談

しながらやっていきたいと思います。各委員の方よろしいですね。頷いていただいていますの

で反対はないと思います。５ページ、６ページ、７ページも加えていかがでしょうか。提言し

ていいのかどうかということで読み直したのですが、我々自身が多様に話してきたことだと思

いますのでいいのかなと思いました。もう少し具体化をどうするんだというところまで本来は

書きたいのですが、そこは提言書にはなかなか盛り込みにくいというのがこれまでの状況だと

思います。それが以前の提言の時はポスターを作って何千部配布しようとか、提言書自体を公

民館などにおきましょうとかいう行動まで行ったのですが、それ以上のことはできていないで

す。それでは、全体を通してお伺いしたいと思います。今、具体的には言っていただきました。

発言がなかったからとか、指摘しなかったではなしに、各委員も赤を入れていただいて事務局

に言っていただいてその部分は検討することにしたいと思いますので、この会議で出なかった

から何も取り上げないのではなしに、個人的に気が付かれたこと、「てにをは」がおかしいとか

まで指摘していただいて、できるだけ事務局に出していただいてすべてを束ねてもう一度作り

直したいと思っております。今日は、どの委員からもご指摘がなかったと思いますが、概ねこ

の流れで行きたいと思っています。ご理解をいただいたということで行きたいと思っておりま

す。全体を通してよろしいでしょうか。もう一点今後の協議のことがあると思いますので、最

終確認をしたいと思いますので事務局の方からまずそのことをお願いしたいと思います。 

  （事務局）委員の皆様から頂いたご意見を基に提言書を作成させていただきます。その内容を安

東議長に確認をいただきまして、教育委員会に提出させていただきたいと思います。提言書の

内容につきましては安東議長に一任いただきたいと思います。皆様よろしいでしょうか。あり

がとうございます。提言書と一緒に本日の会議録につきましては事務局の方で作成させていた

だきまして後日皆様方に送付させていただきます。議事録につきましては修正等がありました

ら事務局の方までお申し付けください。 

  （議長）いつまでだったらいいですかね。 

  （事務局）できるだけ早い方がいいので今月末でも、今日修正をされていましてご意見としてい

ただけてないということ、また時間の制約もありましたので、もうすでにされておりましたら

それをこの場で提出していただいても結構です。もう少し加筆修正があるということでありま

したら今週の終わりか来週の月曜日位までに頂きましたら、こちらとしては大変幸いです。 

  （議長）申し訳ありませんができるだけ見ていただいて出していただいたら、事務局と私の方で

まとめ上げたいと思います。では、今後の予定につきまして事務局の方からお願いしたいと思

います。 

４ 事務局より今後の予定について説明 

  （事務局）机上に「（仮称）明石市こども総合支援条例」の制定について、ということで６月の議



会への資料ですが、今、明石市では子どもの育ちをしっかり応援していくという趣旨で、仮称

ですが明石市こども総合支援条例を制定しようとしています。来年４月の施行を目指して今準

備をしているところです。これについては２の概要というところにも書いていますが、こども

に関わる各主体の果たすべき役割を明確にして、様々な状況にある子どもや子育て家庭への支

援などについて取りまとめていくということです。内容については、各主体の責務、子どもへ

の支援の内容、子どもにやさしいまちづくりの推進といったところを策定していく予定にはな

っています。子ども未来部が所管してこの条例を制定していきます。 

今回社会教育委員会議で、家庭教育の向上ということで様々な家庭を取り巻く子どもの支援と

いうことでお話をしていただきましたので、提言書を市長部局にも参考として提出していきた

いと考えております。条例制定の参考として役立てていただけたらと思っておりますので提言

書を市長部局に提出したいと思っております。 

  （議長）そういう方向で進めていただきたいと思います。 

  （事務局）本日で最後の会議になりました。本日も様々な議論をいただきました。今後の予定で

ございますが、７月末で皆様方の任期が満了ということになりますが、引き続き社会教育委員

につきましては委嘱させていただきまして就任をお願いしたいと思っております。委嘱期間に

つきましては教育委員会からの委嘱ということもありますので、９月からを予定していきたい

と考えています。学識関係者また、学校園代表として入っていただいている委員の方々にはそ

れぞれご都合もあるでしょうが、このまま引き続きお願いしていきたいと考えております。各

種団体からの代表として就任していただいている方々につきましても、引き続きお願いしたい

ところですが、各団体さんの考え方というところもございますので、改めて各種団体からの推

薦をいただきたいと考えております。今後の社会教育委員会議の進め方でございますが、社会

教育委員の会議の中で議論していただいているところが、教育委員会の青少年の健全育成とい

う限られた分野になっております。というのも、本来でしたら生涯学習という部分も入ってく

るのですが、生涯学習は、市民生活にかかわる総合行政として推進していくということで、平

成１８年度から市長部局の方に所管が移っておりますので、生涯学習にかかわる多くのことが

市長部局で行われているという現状になっております。そういったところから先ほども申しあ

げましたけれども、教育委員会の青少年の健全育成という限られた分野になっておりますので、

今後の社会教育委員のあり方や役割についても意見交換していただきたいと思っております。

また、本日の提言書を教育委員会の方に提言しましてその結果を踏まえて、いろんな意見も出

てくるかと思いますので、出てきた意見についても会議の方で意見交換をお願いしたいと思っ

ております。引き続き９月からの２年間の委嘱ということになると思いますが事務局として事

務を進めていきますのでその際にはよろしくお願いいたします。以上でございます。 

  （議長）どのような状況になるかわからないところもありますので、今日参加していただきまし

た委員の方ご発言していただきたいと思います。お願いします。 

  （委員）送っていただいた文章を読みながら２年間かかって、間違いなくこういう話をしてきた

なあ、と思いました。ただ前回の様子を拝見していると、例えばステッカーを作るとか具体的

な方向での取り組みがあったようにお聞きしましたけれど、今回はもっと広い立場で一般的に

は今の子育てについてはこう言われているけれども明石市において一つ一つにおいてそれぞれ

の立場においてみてみるとやはりそうだと言わざるを得ない状況にあるんだな、ということが

皆さんのご意見をお聞かせいただいてはっきりすることができました。やや、これっというも

のがないのが残念ですが、それでも一つの方向性を示したことになるんではないかなと思いま



した。感想です。 

  （委員）２年間、私の立場はスポーツ推進委員という立場からいろいろとお話をさせていただき

たかったのですが、現状の暗いことばかりで、でもこの場をお借りしていろいろな発言をさせ

ていただいたということと、私が見方を変えることができたなあ、というのが私にとっての成

長であったかなあと思います。ご縁がありましたらまたお願いします。 

  （委員）私なりにいろいろ勉強させていただいた中で皆さんの活発なご意見をお聞きしまして参

考になったかなと思いました。連合ＰＴＡも今年で終わりますのでよろしくお願いします。 

  （委員）いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。 

  （委員）お世話になりありがとうございました。 

  （委員）お世話になりました。いろいろ勉強させていただきました。 

  （議長）今日欠席の委員にもお世話になりました。もたもたした進行で申し訳ありませんでした。

皆様のおかげで審議提言書としてまとまりつつあると思っております。ありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願いします。 

  （副議長）この提言書で我々が申しあげたいことは十分通じるんではないかと思います。２２年

の県の研修会で明石で研修内容の提案、提言をせよということで、２１年度にパンフレットを

作るという件について提案したところ、質問の中に、それを配って後がどうなりましたかと質

問がありまして、そこまでまだ手がまわりませんと答えたのですが、なかなか結果がどうなっ

たかというのを探るのは難しいということは皆さんわかっていてわざわざ質問しないでおこう

という方もたくさんおられると思います。それで、常に集まって協議した結果が社会一般にど

う作用したかを知ることは難しいですけれども少しでも知りたいなという観点を持って今後議

論していきたいなと思います。ありがとうございました。 

  （議長）ありがとうございました。これを持ちまして２８年度社会教育委員会議を閉会します。

どうもありがとうございました。 


