
平成２８年度 第１回社会教育委員会議 会議録 

 

日  時  平成２８年５月２６日（月） １４：００～ 

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    ０ 名 

１ 開会 

   

２ 資料 

  第 3 回会議（平成 28 年 2 月 8 日）の意見要旨、前回会議までの流れ テーマ『家庭教育の向上

について』、県下の主な市の教育相談窓口（電話受付窓口） 

    

３ 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 

 

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）今の説明について、ご質問ご意見がありましたらお願いします。まず「前回までのまと

めについて」は、いかがでしょうか。特に第 3回の時に話し合った会議の内容が今の説明です。

新しく委員になられた方も、今までの流れを説明していただきましたのでご質問等がありまし

たらお願いします。まとめの最後に言っていただいた、「総合窓口を設置するということ」と「Ｓ

ＮＳの教育相談を立ち上げては」という二つのことがあがったということで、それについての

第 3回の議事内容の意見要旨があったと思います。 

（委員）以前なかなか登校時間に来ない子どもの話をさせていただいたと思いますが、無事小学

校を卒業して中学校に入学しました。母親と話をする機会があったのですが、小学校の時には

周りの人から「学校に行くように」と促されながらやってきたけれど、「今度は大丈夫ですか」

と尋ねると、「大丈夫です」と、「中学校は家から近いですから早く行けます」と言われました。

これは違うのではないかと思いました。家庭の中で決まった時間に決まったことをするという

ことすらできていないのが現状のようなのです。相談ということでいろんな機会をとらえてや

っても、親側としたら顔が見えない相手に相談に行ってもいいものかというのが出てくると思

います。コミセンで、子育てについて何グループに分けてやっています。校区外からも来てい

ます。その時にはいろいろな情報がとびかっています。同じ人たちなのでレベルはそんなに高

くはないけれども直近の相談ができるのかと思います。帰るときには嬉々として帰っています。

このような機会を明石のコミセンで行っています。このような場所の提供をすると、自然に皆

さん寄ってくるのではないかと思います。先日、林の海岸で潮干狩りを行いましたが、校区外

からかなり来られていました。潮干狩りというような情報は流していないのですが、自然に伝

わっていっていると思われます。そこで、「ここに聞いたらこういういい答えが返ってくるよ」

と自然に回るような、（ＳＮＳも大事だと思いますが、）顔が見えるような接触できる場所を作



っていってあげたらいいのかなと思います。 

 （議長）前回のまとめに対して、場所を提供して顔の見える教育相談とかそれぞれの情報交換

が必要であるということです。ＳＮＳの状況の中で「情報交換どうぞ」というだけでは問題が

あると思いますし、他市の状況でもなかなか双方向でやるのは難しいというのをお聞きしまし

た。そのあたりもまた市の方で管理していただくというのはなかなか難しい。私自身考えてい

たのですが、双方向になると個人の秘密、個人情報をどう扱うかになってくると思います。で

すから踏み切れなかった他市の中で、報告があったように小野市が一方向になったというのは

調べていただいた結果そういう状況があったのかなと思います。我々委員としてどのあたりま

でを求めていくかだと思います。 

  非常によくまとめていただいたので、他市のことはよくわかったのですが、1 点は窓口が広

がっている場合は、特に学校教育課に相談になるのでそれをどう対応していったかという他市

の経緯があったと思います。本市でもまだ解決されていない問題だとおっしゃられたと思いま

す。尼崎の例だとか姫路、加古川市もあったと思います。1 つに受けてそこから対応していく

こと仲介していくことだと思います。明石市ではどうかと思い、明石市のホームページを見て

みました。よくある質問一覧というのがホームページのトップページの下にあります。ここか

ら入っていけば、明石市でよくある質問というのが、安全・安心、くらし、コミュニケーショ

ン、健康福祉、子ども教育、観光、文化スポーツ、まちづくりなどにわかれていまして、子ど

も教育のところで子育て支援に入っていくとまたよくある質問にたくさんの項目区がありまし

た。そのなかで、「仕事をしていて、放課後の世話をする人がいません。放課後児童クラブにつ

いて教えてください」という所を押しますと、すぐ下にこの課で説明されているんだと思いま

すが、回答という所であります。4 段階になってやっと回答が出てきます。明石のホームペー

ジに入っていって質問に入っていってその中で、それぞれに入っていくということで、充実し

た面があると思います。すべての質問項目を調べたわけではありませんが、子育て支援の項目

の中でどのような回答で「いついつこうしたらいいですよ」という回答まででています。です

からよくある質問からの対応に関しては、明石市は充実しているんだなと今日感想を持つに至

りました。今我々の社会教育委員会議ではそれで対応できる方は、それで解答を導き出してい

ただいたらいいんですが、身近で相談されるような方は、そういうのには弱いのでそれだけで

はだめなので、我々はどのように話し合ってきたかというと、ＳＮＳのようなみんなが入って

いくことができ、そこで相談できるような広場のようなものができたらいいと言っていました

が、そこに個人情報、外へ出ていかない対応とかが必要です。ほんとに自分の悩んでいること

をどこの窓口に紹介すればいいのか、最後の議事録にもありましたように全部答えを言わなく

てもいい、ある程度その場で対応できるものでいいというレベルでもいいかなということを話

し合ってきたと思います。現実的に今日ご説明があったように、明石市では 6つの電話窓口が

あるとお聞きして、その中でも学校教育課にはいろんなものが入ってきているという現実もあ

るということです。 

（委員）今のおっしゃられた明石市の情報は、方法的なものとしてはほとんど出ていないのでは

ないかと思います。「見ればわかりますけど」という気がするのです。広報紙が出ていますが、

「各校区どこで何をやっているよ」「本庁ではこういう窓口をやっている」というように知らせ

てあげるという情報がないように思います。どこかの片隅にちらっと載っているという気がし

ます。だから子育て云々で悩んでいるお母さんがいるということを前提として話を進めていく

ならば、せっかく行政がやっているのですが、今言っていただいたのを失礼だけど皆さんご存



じだったかどうか、興味ある人はそこを見ているというぐらいだと思います。まず、知らせる

ということが大事ではないかと思います。 

（議長）この会議の中でＳＮＳの話題が出ると思いまして、明石はどうなっているかなと思い、

調べてきたらこういう内容が出てきました。すごいなと思って、明石市の対応に関しては感激

しました。これを作られた青少年教育課としては、それぞれ分担があって質問に対する Q＆A

を作製されていますか。 

（事務局）各所管するところで、市民の方からの問い合わせが多い部分についてまとめた形です。

青少年教育課でしたら、先ほど議長が言われました通り、児童クラブについて市民からの問い

合わせが多い事業になりますので、毎年問い合わせの多い内容について作成しています。他の

課でもそれぞれ所管されていることに市民からの問い合わせが多いものについて、またお伝え

したい内容を質問と回答の形式では載せております。 

（議長）学校教育課では、４つだけの Q&A になっています。少ないなと思っていましたが、そ

れぞれのところで手厚さが違うかなと思いながら見させていただきました。今日改めて見て感

心しました。これを活用することも市民としては必要で、今委員がおっしゃられたようにこれ

を知ることも大事なことかと思いました。ただ、前回の話し合いでは、ちょっと疲労的な悩み

がある場合どうすればいいかというのとはちょっと違うかもしれません。これは個人で見て回

答を得て対応していくものかと思いながら感じました。ですから、場所の設定が必要であると

か顔が見えるとかいうご意見もいただきましたので、そのあたりも参考にしていただきながら

ご検討いただけたらと思います。 

（委員）資料３を見て、今ある窓口を活用するのか、新しい窓口施設を作るのか、今あるものを

活用し、それを一括するような窓口にするのか、どの方向に議論が行くのかわかりにくいとこ

ろがあります。これはこれとして今あるからいじるような話ではないですね、青少年教育課と

しては。この窓口にではなく、この窓口を生かすようなものを作ってそれを市民に公開すると

いう話になるのでしょうか。 

（議長）前回までは、相談窓口があって、そこから仲介をしてそれぞれの窓口へ行ってください

ということを話してきたと思います。６つもあるとは知らなかったのです。６つの電話窓口に

関しても、この６つを知らせることが必要かなと思って、そういうことを今議論しています。

例えば青少年教育課で担当したら、一人ぐらいがせいぜいで、ある程度振り分けるくらいのレ

ベルか、電話も一つであって、「子育て支援課へ行ってください」「市に相談しにいってくださ

い」というレベルのものかとは思っています。ですから、おっしゃられましたように、新たに

これを組織替えして、どうこうではないと思います。ただ単に気楽にさっと入っていって何で

も相談口みたいなのがあって、そこから 6つの窓口へどうぞということかとは思います。ただ、

この場合でも一人はつかないといけませんし、電話の一回線を作らないといけませんので大変

なことだと思います。病院に行ったら、「内科へ行ってください」「何々科へ行ってください」

という前に、まず問診というのか、先に聞かれるようなのがあってそれぞれの窓口へ対応して

いくのだと思っています。 

  （委員）子ども会はこの方法をとらせていただいていると思います。28校区の子ども会がありま

して、年に一回ブロック懇談会をしています。28を 5つに分けて、本部役員が地域に出向いて

話をしています。その中には、いろいろな相談事があります。中学生と高校生のあるお母さん

がいらっしゃって、父親と仲が悪くけんかを止めるために顔に青い痣を作って出てきたので、

「どうしたの」と尋ねたら「父親と中学生、高校生の仲が悪いので会議に出て来られません」



というようなことでした。「学校教育課に相談したら」、「早い方がいいよ」とすでに言っていま

す。子ども会の役員をしていて「子どもが学校に行かない」という相談も受けて来ています。

ブロック懇談会の中で、適切なところに案内もしているので、すでに子ども会は仲介業をさせ

ていただいているかなと思っています。 

  （議長）子ども会へ相談があって、そこから「子育て相談はここですよ」とか「この相談は学校

教育課ですよ」というようなことも対応しているということです。 

  （委員）普段からそういうことはさせていただいています。 

  （議長）明石としてのまとめの窓口があって、その電話一本から 6 つの窓口、相談室へ持ってい

くという形だと思います。逆に質問ですが、システムをかえる必要があるのですか。6 つの窓

口は多すぎると思われますか。  

話題になっていたのは、敷居が高いというのがご意見の中にあったと思います。自分の子育て

に対して悩みがあったら、内にこもって誰にも相談しない人がいるではないかという議論があ

ったと思います。では、その人たちにどう気楽にさっといけるかということで、どうしたらい

いんだということが一つありました。電話だけでは入りにくいということで、SNS を使ってい

るから入っていけるんではないかということもあったと思います。その時に、今言われたよう

に 6 つの窓口があるんだということを広報で知らせていけば簡単に行けるんだということにな

ると思います。 

  （副議長）ホームページにでてくるような文字が読めないような人はいませんか。漢字がどの程

度読めるのかわかりませんけれども。 

  （議長）文字を読めない方がどれくらいいるのかわからないのですが、その方々には相談窓口の

ようなところに行かれない限りわからないわけですね。 

  （副議長）先生がおっしゃられたように、大まかな入口にポンと入りやすいように細かい項目を

羅列するよりも、とにかく入っていく方がなじみやすいかなと思います。 

  （委員）自分自身とっても揺れました。この回に繰るごとに揺れるんです。今あるものをもっと

活用していったらいいと思っています。何回も話している中で揺れ動くのは、「お前学校へ行か

んかい」とおっしゃられる、或いは、フラフラと来ているやんちゃな子に「おばちゃんと一緒

にこれしよう」というような動きの中で、いろんな変化があるという話がありました。青少年

教育課が訴えていく多くの家庭には、ほとんどの子どもたちは、課題を持ちながらも健全に生

きています。まず言わないといけないことは何かといえば、人間関係が脆弱になっているので、

「もう少しお節介しませんか」というようなことを言ってはと思います。子どもが元気になる

ためにとか、子どもが生き生きするためにとか、言葉を別にして子どもが健全に成長するため

に、私たち周りにいる明石市民は「お節介しませんか」、そのお節介の一つに、「黙っていて困

り切ってどうしよう」と考えている人に「自分で悩まずに相談したらどうや」というお節介を

する。そのお節介をどこにしたらいいかわからないから、例えばここやったらきっとあんたに

あった相談してくれるよという所を、そういう流れの中で気を使うことも考えながらしていっ

たらいいのではないかなと思います。教育委員会の皆さんに聞きたいのは、行政改革とかは私

らには分かりません。今明石市内には窓口がいっぱいありますよと、これを全部まとめて、青

少年教育課が全部やってくださいと、それが可能なのかどうかわからないのです。そうすると、

教育委員会に提言する中身が自分たちが考えている方向と、今話しあっている方向とが、「この

ままでいいんかな」とかにいつも揺れます。前回の会議の中で、冷蔵庫に貼れるようなもので、

挨拶しようとかのパンフレットを作られたと報告を受けたのですが、それはそれで素晴らしい



ことだと思います。全部の市民の家庭に、大人がそういうことをやることによって子育てがで

きますよと訴えてきたわけです。今度、私たちが話しているのはどちらかというと数が少なか

ったり外から見て分かりにくかったりするんだけれど、子育てで悩んでいる人も同時にいます

よ。その人たちに直接訴えるということもあるけれども、その人たちの周りにいる多くの明石

市民の皆さんにお節介をして、「お前学校へ行かないのは何や」というおっちゃんがいたり、「こ

っちへおいで、一緒にやろう」というおばちゃんがいたり、ちょっとお節介をする中の一つと

しての方向が出たらいいのかなと思ったりします。教育委員会としては、皆さん自分の範囲で

一生懸命考えていらっしゃるんですがその方向でいいのかどうかをどこかで聞きたいなという

思いを持っています。 

  （議長）そのあたりを事務局からこの資料に加味していただきながらお願いします。 

  （事務局）今の明石市の財政状況の中また全体の施策の中で新たに作るかどうかそこには当然人

を配置すれば人件費もかかってきます。それが、家庭教育の向上ということで、ここで議論し

ていただいて、それが市として必要だということになれば、当然そこには予算をということに

なってくると思います。そのなかで、明石では６つ、それ以外にも電話以外にも対面の相談と

いう機能も確かに複数分かれております。分かりにくさというものがあるものの、総合窓口を

設置した場合どう機能していくのかを考えた上で、今後必要であるとなればしていくというこ

とになるかと思います。その中で最初に話された委員の方から、自治会館を活用した行事で、

そこで来られた方に相談されたりとか、子ども会活動を通じて相談を受けるのではなく役員さ

んから気づかれてちょっと何かあるのではないかということでつないでいかれたという事例も

紹介していただきました。今までの議論の中でも、スポーツをしに来られた方に声かけをする

とかということもありましたのでそういったところも踏まえて、の資料を追加させていただき

ました。家庭教育の向上の方策ということで、今回委員として地域の方、学校園の方、子ども

会、スポーツ、人権、保護司の方といろんな方に参加していただいております。地域、子ども

を取り巻く環境の中でいろいろな大人の人が関わっていらっしゃると思います。例えばそうい

う所は連携した中で総合的な窓口と書いておりますがそういう支援が必要ではないかと思って

おります。地域は身近な相談とか情報できる相手ではないか、当然シャッターを閉ざされる方

もあるかもしれませんが、身近であるという所があります。また、学校とか園では、やはり先

生に相談しにくさもあればしやすさもあるかと思います。先生方からは気づきやすさというこ

ともあるかと思います。子ども会とかスポーツとかＳＣとか地域にはいくつも団体さんがある

かと思います。また、それとは違ってＮＰＯという団体で子育て支援というのもあります。そ

ういった方が「子どもの居場所作り」というのにもご支援をいただいております。そのうえで、

行政の中では連携して情報提供や相談しやすい体制作りが、総合窓口というものになるのかも

しれませんし、それがＳＮＳを活用した情報提供ということにもなるのかと思っております。

明石では就学前の子どもさんに対しては、いろいろな相談機能は充実していますが、小学校に

上がってからの体系的な相談とか家庭教育という所は手薄、わかりにくさという所もあるかと

思います。そういったところで今議論いただいています総合窓口、行政においてはそういうこ

とになってくるのかもしれませんし、それ以外にも、いろんな立場の方から家庭教育について

やっていただいていることを、今後こういうようにしていったらもっと家庭教育の支援につな

がっていくのかなという所をお話ししていただけたらと思います。行政としては、既存の窓口

を活用してうまく連携していくという所が今あるところかと思っています。 

  （議長）大切な所には人はつけるという方向だと思いますので、どこまで我々は訴えるかという



所だと思います。もう一点先ほど委員がおっしゃられたことで話したいのは、地域のおじさん

おばさんの子どもへのかかわりとか我々の情的なものを大事にする面と、便利でＳＮＳとかホ

ームページとか気軽に入っていけるような面と両方をつけていくべきかと思います。今は単に

片方だけ、若い人のためだけではなく、おじさんおばさんの声も子どもたちに伝わるようなも

のも並行しながら最終的には明石の持っている機能をフル活用できる、達成化できるような、

それを動かすための話し合いをしているのかと思います。社会教育委員会議の提言はそのあた

りにあるのかなと思っています。 

  （委員）地域の教育力を高めるということは非常に大事なことだと思います。それに対応して行

政がやるべきことがいろいろあると思います。質問ですが、６つの窓口がありそれを総括する

窓口をつくるのかというイメージがあったのですが、今あるものをいじるのでなく一括するよ

うな窓口に行くんですか。いろんな団体が集まっていろんな方向から子どもたちの教育に関わ

る、それも非常に重要だと思います。これは、今日中に作られるのですか。 

  （事務局）次回の時に今日までの分をまとめさせていただきまして、そして、見ていただいて一

応は教育委員会の方には提出したいと思います。 

  （委員）窓口に関してはここである程度意見統一しておかなければいけないのか、検討しないと

いけないのかわからないのです。 

  （議長）ある程度今日纏めてしまいたいです。次回は提案のような形の素案を出していただきた

いと思います。今日の議論では、６つの窓口のその前にあるものかなと思ったのですが、今事

務局から出していただいた資料ではちょっと違いますね。新たに作るような総合窓口ですよね。 

  （事務局）Ａ４の資料は、組織的なものではなくて、つながりのあるものとして出させていただ

きました。お互いがつながって総合的に支援をしていくためのものということで、人が配置さ

れてどうこういうものではありません。地域や学校が連携した中で家庭を支援していくという

イメージ的なものです。 

  （委員）こちらの窓口と地域の教育の向上とか学校との連携とかが必要ですね。仕掛けというの

をどういうふうに考えるのかという話です。単純に窓口を一本化しましょうというのであれば、

地域の教育力を問われるんだと直接かかわってこないといけない。だから、連携と６つの窓口

の関係をどうするかが重要です。 

  （議長）形としては６つの窓口がありますので、これを生かすようなことはどこかで仕事として

はあると思います。でも、我々がやろうとしているのはＡ４のものを内容としては取り組んで

いるのかなと思ったのです。６つの窓口はあくまでも対応していただけるそれぞれの窓口であ

ってそれをまとめあげる、簡単に振り分けるものはあってと思ったのです。総合的な窓口とい

うのは、あくまでも保護者と本市の活用できる組織、団体を結びつけるかだと思います。内容

論としてはこちらの方を述べて、具体的な行動面としてはこちらの６つの窓口のことかなと思

ってはいます。内容的なものとしては、情的なものを大事にする顔の見える場所を提供する、

顔の見える大事さというのもおっしゃったし、みんなの広場でＳＮＳ簡単に入れるような利用

の仕方もあるんだということで、これまで話し合ってきたかと思っています。 

  （委員）Ａ４横書きにまとめられたもの、こういうのは過去になかったのですか。過去にあった

のなら検証してみてどうだとかがあったと思います。まったく新しい形としてこういうのがあ

らわれてきたものですか。 

  （事務局）地域とか初めの段階の時には連携ということもありましたので、その中で今回の総合

窓口とかＳＮＳの活用というのが出てきましたので、今までの議論をまとめさせていただきま



した。以前の提言で家庭教育の支援とかありましたけれども、その中では出てこなかったよう

には思っております。 

  （議長）私も提言に関わってきましたので、これまでは地域に対する取組とか学校園に対する取

組とかにはやってきましたが、ＮＰＯとかこういうような分け方で保護者との関係をというの

では、なかったように思います。議論を戻しますが、26年度の最初のころには、前回のよく似

た家庭教育の向上の提言は大事にする。それを認めながら機能的にどうすればいいのか「その

上に立った提言にしたいですね」、ということを 6 回やったうちの 3 回目ぐらいにでてきたん

ではなかったかと思います。あくまでも前回とかぶらないものを、そして前回のものを基にし

て、今回の提言があるんだと思っております。まったく今回の焼き直しではないと思います。 

  （委員）同じような家庭教育の向上をしてきましたが、今回は違うかと思います。6 つの相談窓

口ですね、こういう窓口を一般の方は知っているのでしょうか。広報はすごく知っていただか

ないといけないと思います。「こういう相談ならここの相談室ですよ」というようなことは、し

っかり広報して頂かないと一般の方はわかりにくいと思います。 

  （議長）他市のほうががかえってわかりやすいですよね。同じ表を作っていただいて、他市の窓

口は先ほど説明していただいた中で、尼崎市であるなら教育相談センターからそれぞれ入って

いくんだとか、姫路市も教育総合センターの育成支援課の方に入っていって下の 4 つに分かれ

ていくとかですね。そういうようなことがわかってくれば、本市の 6つの窓口に直接どこかな

と思いながら電話するのではなくおりて行きやすいかなとは思います。いろいろな方がすぐに

使えて敷居が低くてさっと入っていけるようなもので、現存で明石市のもっている支援とか教

育相談とかそういうものをより生かしたいんだということで、現在まで話し合ってきたと思い

ます。その内容というのは、Ａ4 で作っていただいた体制の充実という意味のものをするため

です。一方では、ＳＮＳを取り扱って 24 時間いつでも入っていってもいいではないかという

ことで議論を進めていきたいと思います。 

  （委員）この相談窓口の現状はどのようなものでしょう。相談件数とか、相談内容など。 

  （議長）例えば、6つある窓口のそれぞれですか。 

  （事務局）どれぐらい利用されているかという所の把握はできておりません。子育て相談、子育

て支援課では、いろいろな事業を行っていますので、その中で相談というのは日々あるかと思

います。例えば、アスピアで母親と子どもとが集まって一緒に遊ぶ機会を通じて相談というの

もありますので、こういうところでは活用されているのではないかと思います。青少年育成セ

ンターでは、いじめとか学校現場で起こった場合に対応とかあります。学校教育では、先ほど

の説明にもありましたように、学校で起こったことがわからないということであれば学校教育

に問い合わせされています。 

  （委員）そのあたり相談窓口を設置されるということであれば、現状把握して、何件どの窓口に

入って、どういうふうな相談があるのか、そこを充実させるのであれば時間帯が今 7 時までな

っているなら 8 時までにするとか、土日はダメなんで、土日にやっているとかいうのもいるか

もしれませんし、相談件数によっても考えていかないといけないと思います。特に相談内容に

よっては意外と一人の人が時間をとってしまうということがあったりします。相談というのは

何か問題があった時のみ相談が基本的にはある窓口なのかなと思います。他市もそうなんです

が、いじめとか何か問題を抱えている保護者のみが利用するので、一般には普通に生活されて

いる人は利用されない可能性があるのと、その窓口を強化してもそこの本来の目的の家庭教育

の向上というと、窓口の充実ということになるとどうリークしていくことになるかなと思いま



す。ＳＮＳでの相談になってくると「言った」「言わない」ということになって、全部言葉にな

ってきます。その中で相談した方が答えた言葉によって揚げ足を取られたりということが怖い

と思います。お互いに普段の会話の中ではいいでしょうが、ここへ役所が絡んでくると、「役所

の方がこういったから、私がこう動いたらこうなってしまったよ」というところのＳＮＳの怖

さは皆無ではないと思います。この辺は注意しながらやっていくところであります。普段お母

さんが何かしたいというのであれば、ＳＮＳで普段からやっておられるでしょうし、なにかわ

からなければ調べて何でも分かる時代ですし、特に学生さんの子どもさんがする中で、情報が

開示されている量が多すぎて、どの情報が本物かウソかというのは分析力が高いのでこの情報

は本当だとしっかり分析された中で情報社会の中でうまく活用するのを見出していく必要があ

るのかなと思います。 

  （委員）行政は敷居が高いですからちょっとしたことで相談という形になればソーシャルネット

ワークを利用した形の苦情が多くあります。結構面白いやり取りもされているし、公開であっ

たり非公開であったりします。公開のものを見ても質が高くなってきたという感じがするので、

逆に行政対応の中にもそういう所とリンクしてやっていたりということもありますのであって

もいいと思います。ちょっとしたことで「どうしようか」と悩んでいる人は、行政には相談し

ません。例えば、「子どもが家でなんかをやってしまったどうしようか」と電話なんかをしてこ

ないで、ネットを引いた方が早いし、先輩のお母さんたちがどっと答えてくれます。行政のや

る仕事は、どういうものか再構築するのが必要かと思います。行政側からするとソーシャルネ

ットワークについてちょっと意識を変えてほしいです。質の高さや、そこに参画している人の

専門性のやりとりは、当初の頃に比べるとかなり発達しています。そのへんのことに対する行

政とかはかなり疎いと思います。見てはいけないという思い込みもあります。一般的なレベル

でのやり取りについていってないなと思います。意識改革がちょっと足りない気がします。ど

うせネットのやり取りでしょ。ネットでやり取りしているから匿名性が高いからとか決めてか

かっている。残念ながら今のソーシャルネットワークのやり取りは必ずしもそんなレベルでは

ないです。子育て関係を拾い上げたところすごくレベルが高いです。特に若いお母さんたちが、

子育てだけの悩みを直接話す機会がほしいということで、ランチ会の企画をしています。お父

さんが参加できるのは夜中しかないんですよ、仕事から帰ってきて、家の中で聞いたことにつ

いてやり取りしている。そういうのを見てみると、今、時代的にそういうものが発達している

ということをきちんと持って、では行政がどういう形でそういうことリンクしていきながら施

策が打てるかを考えていく時代になったのかと思います。時には匿名性があるゆえに匿名だと

ちょっといい加減なものがありますが、多くは教育しないと見れない形のものが多いですから

かなり辛辣なやりとりで、「ほんとに助かりました」というようなことが書いてあるし、相手の

顔が見えないことで真剣なやり取りがされていることがあったりします。これが今の状況なん

だということを把握したうえで、行政がプラスそこに何ができるかという形でかかわれるかと

いうことです。おそらくネットを見れば、行政の名前は出ていませんが、きちんとした行政が

関わっているものもあります。教育センターの分は結構あります。これが今の時代の特徴だと

いうことをきちんと認識したうえで、何ができるかだと思います。 

  （議長）私自身古いのかもしれませんが、マイナスのイメージばかりが出てくるので、ＳＮＳは

どこまで扱うべきか疑問を持ちながらやっているような一人です。レベルの高さが生まれつつ

あるという状況の中で、時間的なものとか空間的なものの利用しやすさで、それを利用するこ

との意義というか意味があるんだとおっしゃっていただいたと思います。それは行政として一



歩前へ出るべきでないか、これまでの何かあったらとか責任がとれないだけではなしに、どこ

まで責任が取れるかを明らかにしながら可能な限り受け入れていくような体制が必要ではない

かといっていただいたと思います。変えていかないといけないなということはよくわかります

ので、是非、我々の議論の中でもそういう方向性に一歩を進めるような形をとりたいと思いま

す。今日、最初にお示しさせていただいたような、この窓口であればこの相談窓口で調べたら

回答がありますよというのではちょっと弱いともいますので、できればそういうような意見交

換ができるような部分が含まれればいいのかなと思います。ただし、ある面、登録制にして双

方向の議論ができる場所が必要であるとは思います。このあたりもっと具体的になった場合に

は、市としては指導を仰ぎながらやっていただければと思います。検討をお願いします。ただ、

今の社会教育委員会としては、どこまでやっていけるかというとＳＮＳの可能性が求めたいと

いう、その辺のレベルかなという思いがするのですが弱いですか。 

  （委員）時代が変わっているという認識は子育て支援だけではなくどんなところでもあると思い

ます。昔は、高齢者はネット環境なんか関係ないだろうと言っていたのですが、今はとんでも

なくて、結構いろんな活用をされて、いろんなグループが生まれたりしてどんどん変わってい

ます。 

  （議長）我々としては、揺れ動いている状態なので議長としてまとめ方をゆれている部分はある

のですが、今までのご発言で、新しいところへ行かないといけないというのはよくわかってい

ますので、是非そのあたりを汲みながら提言の素案というものを作っていただけたらと思って

おります。私も意見を言わせていただきたいと思います。 

  （委員）学校教育の現場ですので、小学校の子どもさんの保護者は頻繁に相談に来られる。多岐

にわたる相談ごとがありますし、地域の方が今スクールガードとかいろんなことで学校に関わ

ってくださっていますので、地域の方から相談を受けることもあります。この資料 1 にも書か

れているように、学校というのは総合的なというのに近いところにいるのかなとは思っていま

す。期待に応えられているかというのは問題なのですけれども、量とかでいえば、かなりのも

のが来ているなと感じているところです。ちょっとわからなくなっていたのが、いろんな総合

窓口、ＳＮＳの話が出たのですけれども、なかなかそういうことが届きにくい人のことを考え

るのかなと思ったり、いろんな手段を持っておられる方はいろんな手段でなんとか相談をされ

ていくのではないのかな、何の手立ても持ちえないそういう方をどうするのか考えるのかと思

ったり、私の中でまとまっていませんので参加させてもらえなかったのですが、そんなことを

考えていました。 

  （議長）ご指摘いただいたように読めない方はどうするのとかと同じだと思います。その方にも

何も言わないでではなくどうするかということも提言の中に入れたいと思います。 

  （委員）幼稚園という現場は、子育てをスタートした年齢的なお母さんたちが多くて、今特に気

になる子どもたち、支援の必要な子どもたちを抱えているお母さんたちが多くて、入園前から

「ちょっとうちの子が」という相談が現場にいるとあります。来てくださるお母さんはいいの

ですが、来られないお母さんが、公園にも行けない（よく公園デビューといっているのですが）

お母さんが、誰に言ったらいいのか「うちの子本を読んでもちょっと違うみたいな、インター

ネットで調べてもちょっと違うみたいな」というところで、自分一人で抱えているような、お

父さんが協力してくれるところはまだいいのですが、お姑さんたちにあんたが悪いと言われて

孤立しているお母さんたちがいるのではないかなと思います。そんなお母さんたちに子育ての

しんどさみたいなところをどのように発信したらいいのかと思いながらお話を聞いていました。 



  （議長）いい指摘だと思います。今日ちょっとその話し合いが少なくて、窓口のことばかりだっ

たので、是非そのあたりを当然我々の提言の中で組み込めるところは組み込んでみたいとは思

います。 

  （委員）幼稚園と保育所が統合されて認定こども園に 4月からなったようです。待機児童が多い

からということで出来たようですが、見学に行って勉強したいと思います。 

  （委員）現場で相談を受けているものですから、総合的な窓口といったときに保護者の思いとい

うのは本音で語ってもらえていないです。ここへ相談に行けばと問いかけても、そこに相談に

行っても相談窓口で本音を語ってもらって、また悩んで、悩んで、結局何軒かで相談すること

になる人が何人もいました。今相談を受けているのは、中学に相談されたのですが、そこから

の動きもなくということです。もう一件は、男の子が 3 人兄弟でいるんですが、中学校から指

導を受けたのですが、保護者の甘えもあって甘い方甘い方に行ってしまって逃げたいものです

から相談窓口に行きなさい、青少年育成センターへ行きなさいといったら、そこに行っても聞

いたことも見たこともない世界に連れて行かれるもんですから、ワンクッションおいて、お節

介やきの婆さんでもいいからそういう存在の人がもっと地域ででてほしい。行政にしても学校

にしても本音で語れない部分というのがありますね。うまく話せる窓口というかそういう所が

あればいいと思います。 

  （議長）今いい事例を出していただいたのですが、我々窓口を作ったら解決したものではないだ

ろうと思います。窓口まで来られない人はどうするのか、そういうレベルの見極めをしないと

いけないということだと思います。子育て支援といいながら家庭教育の向上というテーマを出

しながら果たしてそこまで人が来るのかどうか、でも時代が変わりＳＮＳが発達してきた中で

価値があるのだとか、本市が持っている 6 つの窓口をいかに活かすかそれの財産もあるだろう

ということで、総花的な提言になるかもしれませんが、そんな形のまとめ方が必要かなという

感じをもっています。うまく進められなかったのですが、何か全体的にまとめてということで

ご意見ありましたらお願いしたいです。 

  （委員）大学ではハラスメント講演会があります。講演会に来る人はしないのですが、来ない人

が危ないんだという話です。大学の対応としては、にもかかわらず講演会をやるわけですね。

もう一つは来ない人に何らかの措置をする。今の話もそうであって、同じように一方に啓発活

動をやって、他方で相談に来られない人には別途考えるのかと思います。参加できる人たち出

来ない人たちはあると思います。だけど講演会のようにやらないよりやった方がいいと思いま

す。だけど、相談窓口に来られない人たちをどう考えるかということでしょうね。 

  （議長）確かにご指摘のように、二人の学校現場の委員さんの発言にもありましたように、来ら

れない方、本当に参加してくれない方にどう伝えていくか、そこが提言をまとめていく上での

課題なのです。だからといって、何もしないままではいけないので、くる方から広げていくだ

とか、これからの生き方に対しては例えばＳＮＳも 1 つの方法かと思ったのです。それすらも

できない方には申し訳ないけれどできないとは思うんですが、そういう方のためにはＳＮＳが

便利な手段かなとは思ったのです。まとまらなくて事務局に迷惑をかけるんですけれど全体的

にみられていかがですか。 

  （委員）6 つの窓口があるのですが、敷居が高いとか言ってもなくすわけにいかない。他の案件

でも広報は読まない、回覧板は見ない、社会福祉関係でもそのようなことがあり、どうしたら

周知してもらえるのかという話が出るわけです。窓口があるということもできるだけわかりや

すい、なじみやすい、敷居が高く感じないような伝達の仕方を市を通じて保護者に伝えるよう



な方法はないかなと考えたりします。ネット関係のことは、わかったようなわからないところ

もありますし、学校現場でもスマホの扱いでいろいろ問題がある状況です。私らも最初から入

っていくには、最初の手立てはどうしたらいいのかわかりません。そういうことでの相談もあ

りますというようなことを伝えることも大事なことかなと思ったりします。 

  （議長）1 つに偏らずにいろんなタイプの方がいますので、片方ではＳＮＳを利用される方がい

てもいいだろう、でも片方では、地域では場所を提供して顔の見える段階でのレベルも必要だ

ろう。提言としては広がってしまいますが、そういうような形の子育て支援も持っていくのか

なという感じは思います。広がり過ぎてまとまらないかもしれませんがそういう方向の手段と

しては 6つの相談課があればそちらに導いていく広報を明確にするだとか、そういうことをぜ

ひ今回の提言に主体的に持っていけたらいいかなと思います。ちょっとこれまでの提言内容と

違うんですけどそういう形でこの 2年間話してきたことに関してはまとめあげればいいのかな

と思います。今後のことについて事務局より説明お願いします。 

   

４ 事務局より今後の予定について説明 

  （事務局）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。今回を含めて 7 回開催いたしましたのでこれらをまとめまして、提言、現状、課

題の整理とこういうことが必要ではないかのようなまとめ方になるかもしれませんが、素案を

作りまして、7月末が任期になっていますので、7月中に最後の会議を開かせていただきます。

それまでに資料の方はできるだけ早く素案という形で作りましてお送りさせていただきます。

内容等を見ていただきまして最後の会議にご意見をいただいて修正という形に持っていきたい

と思います。期間が短くなって申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 

 


