
平成２７年度 第１回社会教育委員会議 会議録 

 

日  時  平成２７年６月１日（月） １０：００～ 

場  所  市役所 分庁舎４階 教育委員会室 

出席委員  １０ 名 

 

１１１１    開会開会開会開会    

            

２２２２    委員・事務局紹介委員・事務局紹介委員・事務局紹介委員・事務局紹介    

   委員の交代紹介 

   事務局の紹介 

 

３３３３    資料資料資料資料    

            家庭教育支援の推進に関する検討委員会報告書概要 

   つながりが創る豊かな家庭教育 ～親子が元気になる家庭教育支援を目指して～ 

   方策に対応する明石市の事業 

 

４４４４    協議事項協議事項協議事項協議事項    

（１）家庭教育の向上に向けた明石市の取り組みについて 

・つながりが創る豊かな家庭教育～親子が元気になる家庭教育支援を目指して～（平成 24 年 3

月家庭教育支援の推進に関する検討委員会；文部科学省）の方策に対応する明石市の事業につ

いて 

 

（２）各委員の意見 

 （議長）会議の公開について、公開したいと思いますがいかがですか 

  （委員）異議なし 

  会議は公開となる 

  傍聴者 2名 

 

  （議長）本日の協議は配付資料についての説明を事務局お願いします。 

（事務局）配付資料の説明 

（議長）家庭、子育て支援というキーワードで話し合ってきました。どのように検討いくかとい

うことの具体策を出していただければと思います。 

まず資料の件について質問がありましたら出してください。 

（委員）明石市の事業の中の「子育て広場等への学習プログラムの提供、ファシリテーター派遣

などの乳幼児期の子育て支援」のファシリテーターとはどういうものでしょうか。結構軽く使

われますが、もともとの言語はすごく厳しい。コーディネーターとかアドバイザーとかいろい

ろカタカナをそのまま英語の言語を使うのはいいのですが、ただファシリテーターはあまりな



じみがないのでその辺はどのように使われているのかというのをお伺いしたい。 

（議長）よく使ってしまいますが、どうですか。現実的には支援できる人を派遣しているという

レベルで、先ほど委員から指摘があったようにあまり使わなくていいのではないかと思います。

今後これらの使い方は支援員だとか指導員だとかいろいろあると思いますので検討していただ

けたらと思います。市民の方に、わかりやすく誤解のないようにするためには大事なことだと

思います。この資料を読んでみて、たくさんの細かなことが関係していると思いました。しか

し、これが機能しているのかどうか、これだけのものが機能していけば素晴らしいと思うので

すが、所管は子育て支援課等あると思いますが、事業によって差異はないでしょうか。 

（事務局）この次世代育成計画につきましては、毎年度、今後に向けた検証を行っています。ま

た、外部委員の入った組織での検証も踏まえて事業を推進しています。 

（議長）ほかに質問はありませんか。 

  （委員）大事な計画をされていると思いながら見ています。父親の学びと参画というのがありま

すが、父親の役割が非常に大事なものだと思います。実態はいかがでしょうか。お分かりの範

囲で教えていただければと思います。 

  （事務局）啓発事業としては、父親への子育ての参画、家庭への参画があります。男女共同参画

課、子育て支援課では男性への子育て支援の事業を実施しています。子育て支援の中でも未来

のパパママ事業として妊娠中からお父さんにも子育てに参加できるように、土、日曜日に開催

しています。ただ、参加されている方は意識が高いと思いますが、まだまだ全体に浸透してい

るかといえば難しい点もあるのではないかと思います。 

  （委員）乳幼児とのふれあい活動というところに、トライやる・ウィーク推進事業というのがあ

りますが、この推進委員会に出席しました。訪問先の中には、本人の趣味のところもあります。

卒業してから進んでいく方向など、ゆっくり考えたらいいのではないかと思います。 

乳幼児との触れ合いというのでは、コミセンで、子育ての事業を自主事業として行っています。

明石市の地域では 2つだけだと思います。たくさんのお母さん方がお見えになっています。年々

増えてきているので、やってきたことが正解だったと思っています。教材などは我々が提供し

ていますが、意外とお母さん方でピアノを弾いて子どもと歌を歌われています。このようにし

ている地域はいいがしていないところは放置されたままなのかと思う。役所の方で指名してい

ますと言われている限りは具体的にどのエリアではどういうことをしているか知らせるような

ことがあったらいい。この地域では小さい子どもの参加が増えてきているのでよかったと思っ

ています。 

トライやる・ウィークにしても子どもたちは一生懸命考えています。学校としても、本来の目

的に沿っているのかと考えることが必要ではないかと思います。 

  （議長）それぞれの行事の中身で、一つの例として出していただいたと思います。 

資料を見て細かな事業を組んで、こんなにも明石市で事業をしているということを改めてみた

ところです。 

（委員）それぞれのセクションでやっておられるのをまとめていただいたのですが、ぱっと見た

ら、たくさんやっているとわかるのですが、どこが十分でどこが足りないか、この一覧表では

多分みなさんわかりにくいのではないかと思います。市の課題であったり、問題であったりと



かを整理した方がいいと思います。 

  （委員）例えば、この中で民間企業と協力しながら取り組んでいる事業はありますか。トライや

る・ウィークとかはそうではないかと思います。他に何かありますか。 

 （事務局）商工労政課で、男性の子育ての参加や男性の育休の取得の促進など啓発事業の取り組

みをしています。実際に一緒になって子育てとか学齢期の支援というのは先ほどのトライやる

ウィークではないかと思います。 

  （委員）民間には、やっていることが形で目に見えてこないことが多いです。民間も大学の先生

方、子どもたち、教育関係者そして明石市という三位一体で実施することによって見えてくる

ものがあり、新しい発想であったり行動であったりします。例えば一番目のこんにちは赤ちゃ

ん事業、子育て支援センターでの事業では、赤ちゃん先生という民間団体があります。江井島

小学校では 1か月から 1歳ぐらいの赤ちゃんと子どもたちとがふれあい、自分たちの生きた証

がわかる、このようなことを、学校での授業に取り組んでいます。明石西高等学校でも取り組

んでいるようです。高校生であっても自分たちが親になる一歩手前ですから、子どもに対する

生き方を考えるようになります。民間の介護施設や高齢者のディサービスでは、ディサービス

と子育てを一緒に行う、ディサービスをしながら子どもも一緒に見られる施設というのが、神

戸市にはありますが、明石市は完全に分けてしまっている。ディサービスで来られる元気なお

年寄りと子どもたちとを合わせることによって、おじいちゃんおばあちゃんから子どもたちに

教える、人とあまり付き合いのなかった子どもたちがおじいちゃんたちと触れ合うことによっ

て、子どもたちの考え方が変わるということがあります。高齢者と子どもたちと触れ合う場所

が必要だと思います。トライやる・ウィークで子どもたちは 1週間民間企業に入ってきます。

企業のあり方、企業の理念、考え方を伝えてほしい。そしてその企業から学ぶものは何がある

かということ、言いすぎると企業も嫌がって引き受けにくくなるかもしれないですが、お任せ

する側にしては子どもたちに夢を与えてあげるような、次にいかせるようなことを企業にお願

いしてほしい。そうすることによって子どもたちも次に生かす考え方ができてくる。ただお願

いするだけでなく見える形にするのが大事であると思います。 

  （議長）非常に大切なところをご指摘いただいたと思います。事業名ばかりを並べるのではなく

中身がどれだけできているかというのが大事ではないかとご指摘いただいたと思います。項目

ごとにあるからこれは厚い、これはいいという判断ではなく、中身が達しているのか、事業が

推進されているのかというところまで確認することだと思います。しかし、我々はこの事業の

評価委員ではありませんので詳しくは問うことはできません。 

親の育ちを応援する学びの機会の充実であれば、どんな事業がありその中身はどうなのかと

いう議論は大いにしていきたいと思います。事業自体の中身を精査しながら明石の事業に関す

る考え方を議論していかないといけないのではないかと思います。 

   もう一点はまとめていただいた報告書の支援の方策の中から、1 つめの親の育ちを応援する学

びの機会の充実、2 つめとしては親子と地域のつながりを作る取組の推進、3 つめが支援のネ

ットワークをつくる体制づくり、４つめが子どもから大人までの生活習慣づくりという大きな

１から４までの中身と下の項目の内容について対応していただいたと思います。こういう方策

にある程度乗っていきましょうというのが前回までの議事録であったと思いますが、あまりに



もこれに引っ張られ過ぎると明石の社会教育委員会議としての捉え方が薄れてしまうと思いま

す。大いに我々の考え方を出していけばいいと思います。あくまでも参考にするのは、４つの

柱からそれぞれの事業名が出てきたということです。たとえば今出していただいたトライやる

ウィークもいろんなところに出て来ますので、その事業の中身と関連でとらえていただけたら

と思います。検討委員会の報告書の支援の方策をある程度は明石でも取り入れていくという考

え方でよろしいですか。本市における家庭教育支援というものはどういうものか、我々なりの

考え方は定義づけていきたいと思いますのでお考えを出していただければと思います。 

  （委員）３年前の内容は、どこの自治体ともそんなに変わらないものだと思います。４つの柱を

見てもオーソドックスな感じがします。こういうことを踏まえて明石市独自の新たな家庭教育

支援のための策を考えていく必要があると思います。ヒント的なこととして、まだどこもやっ

ていませんが、アメリカのカリフォルニア州のエデュケーショナルブローカリングサービスと

いうのがあります。日本語にすると教育仲介業というものですが、参考にしながら明石版の家

庭教育支援のための新たな事業なり方策というものを考えていく。伝統的な日本の家庭教育と

いう概念は戦後占領軍から輸入された分で、当時の報告書を見ると日本の家庭教育というのは

素晴らしいと書いてあります。なんてすばらしい家庭教育をやっている国が無謀な戦争をした

のかを書いてあります。その報告が正しいとしたら、日本独自の家庭教育の在り方というのは

すごくいいものであると評価されていたところがあると思う。それを踏まえながら新たな今回

提示していただいたような今の時代の例えばＮＰＯなどとのかかわりやネットワークとか、こ

れまでの生活のレベルからあまりなかったようなこと、新たなものを大胆に出していくのがい

いと思います。保守的な人ほどそれは家の問題で、そこまで行政はやらなくてもいいだろうと

言うような考えを時々聞きます。でもこれは場合によっては、せざるを得ない。早寝早起き朝

ごはんというのは典型的です。１０年前に朝ごはんを食べましょうと言ったら何を言っている

のかと言われましたが、今それがごく普通に学校でも取り入れられている。実際に小野市では

データーに基づいてやっている。朝ごはんを食べた子と食べていない子とどういう学力が形成

されるか、実際に脳科学に基づくもので説得力がある。保護者も文句を言わない。別にごはん

なんか食べなくても生きていけるでしょうと言っていた人が、データーを示されると納得する。

かなり大々的に宣伝しています。大胆な切り口というかそういうのをやっていってもいいので

はないかと思います。 

  （議長）まとめていただいた方策の中の４つの柱に引っ張られがちになるのですが、これは一つ

の参考として、今言われたように教育の仲介業的なものも一つのポイントとして考えられるの

ではないかと思います。本市の売りは何かということで、新たなことも加えたりしながら項目

立てをし、それにかかわる事業を行った方がいいのではないかということだと思います。確か

にこの検討委員会の推進活動のまとめを読むと、なるほどこういうものだ、日本の家庭はこう

いう風に代わってきたとよくわかります。 

  （委員）明石市の独自の事業というのは何をされているのですか。 

  （事務局）民生児童委員さんによる「こんにちは赤ちゃん事業」は、民生児童委員さんが生まれ

た赤ちゃんの家に行かれて第一歩のネットワークをつくられて、ここからかかわりを持ってい

かれる事業で明石市独自ではないかと思っています。地域の方と親御さんが密接な関係を持た



れてそれによっていろんなことがあった場合にお互いに支援ができる、求められる、つながっ

ている、いい事業であると思っています。 

  （委員）具体的にはどんなことをやっていますか。 

  （委員）市から配布物を持っていて訪問します。お母さんや赤ちゃんの健康状態や困っているこ

とがないかを聞きます。もし何か困ったことがあれば連絡してもらうようにしています。赤ち

ゃんを抱かせてもらうこともあります。 

  （委員）痣がないかとか、虐待を受けてないかとかというとこまで、赤ちゃんを抱かせてもらう

ことによって見ている人もいます。 

  （委員）寄り合うことはないですか。 

  （委員）市では年２回あります。 

  （委員）初めての子育てで、お母さんが非常に不安で悩んでいる方がいます。悩んでいるお母さ

ん同士が、どこかの場所で寄り合って意見交換をします。昔は公園に行って子どもたちを遊ば

せながら親がお互いのことを確認していることがあったが、最近そういうことがなくなってき

ています。 

  （委員）子育て支援課の方で何かしています。 

  （委員）アスピアでしています。そこに来られるお母さん方の考えとか意見とかのアンケートを

とったような物はないのですか。 

  （事務局）いろいろなアンケートはとられて、事業への活用や事業の見直しにも活用していると

思います。アスピアだけではなく、市内のほかの場所でも子育て支援センター、サポートセン

ターというのがありますので利用はしているかと思います。 

  （委員）たまたま帰ってきた娘が、毎日そういうところへ行っています。「なにしにいくねん」と

聞くけれど、結局行っている人は行っているようです。親同士が情報交換できるからいいらし

いです。以前に我々が作ったパンフレットがどのように使われているかという調査は難しいと

思うのです。進んで複数回見るようなお母さん方から、いいところも悪いところも本音が取り

やすいのではないかと思ったりします。 

  （委員）子育てサロンに行っていらっしゃると思います。「こんにちは赤ちゃん」というのは、生

まれて１か月は保健師さんが訪問されます。２か月から４か月の間に民生委員が訪問していま

す。年に２回は地域ごとで交流会を持っています。地域で民生委員は支援事業を大体やってい

ます。４月は、子どもさん５０人お母さんが４０人くらいで１００人ぐらいが来られて、その

中に障害がある子どもさんがおられました。その子どもにも喜んでいただこうと思って、民生

委員が１年かけて手話を勉強しました。手話歌から入ると楽なんじゃないかと思って、29人で

手話歌を勉強し、この間披露しました。各地域で、民生委員さんは子育てサロンをしています。 

  （委員）民生委員さんは明石市内で、地域ごとにたりていますか。 

  （委員）３００軒に１人です。 

  （委員）たらないですよ。 

  （委員）本当に忙しい。 

  （委員）大久保ではどんどん新築の住宅が建っていて、まだどんどん増えてくる。子どもが増え

てくると民生委員さんが必要になります。 



  （委員）高齢者も障害者も一緒です。地区社協の中では、赤ちゃんと高齢者、障害者も地域のつ

ながりの輪を持ちましょうということで、それぞれが高齢者カフェとか赤ちゃんカフェとなど

を地域でたくさんされていると思います。地域で同じように生きていくのは難しいですが、地

区社協では、活発に活動しています。 

  （委員）今の民生委員さんの実践もそうですが、明石市内でいろいろな組織がいろいろな取り組

みをされていると思います。あるいは、民間のボランティア的なことで本の読み聞かせをやっ

ているところともありますが、つながりがないように思います。市の方も、それぞれの課で考

えていることにつながりがない。例えばこの社会教育委員会議で、こういった形でやりましょ

うと言ったことを核にして、各課の取り組みを見直していく、変えていくような有機的に提案

できたらものすごくいいと思う。それが可能なのかどうか。先ほど民生委員さんが直接出向い

てつながりができ、いろいろな問題がわかったり解決したりと、こちらが積極的にかかわって

いくという側面と、どうしようもなくて悲鳴を上げている方がいる。それが子どもへの虐待に

つながったりいろんな問題行動につながったりする。誰にも相談できずにじっとしているとい

う人たちもいる。少数ですが、いることは間違いない。その人たちを少しでも励ましたり、手

を差し延べたりできるような、「親の育ちを応援する」という中身を意識しながらやっていかな

いといけないのではないかという気がします。県や国も窓口はいっぱいあるが、つながりがな

い。相談を聞くだけでなく、アドバイスができるところまでのシステムになったらいいと思い

ます。一度には無理としても組織ができたら有効になるように、そうすれば青少年教育課にお

願いして明石全体の有機的なつながりが、力が発揮できるように働きかけてもらえればいいな

と思います。 

  （議長）今日、お示しいただいた文部科学省の内容にもあったように、親の育ちを応援するとい

う一つの具体例が今のこんにちは赤ちゃん事業、子育てサロンなどだと思います。親子の地域

とのつながりということ、ＮＰＯ等の必要性も出していただきました。ネットワークはどのよ

うにあるんだ、それぞれの事業は単独であるのではなく、本当はどうあるんだというこの項目

では１、２、３に該当するのかと思います。４つめは小野市の例を出していただきましたが、

生活習慣づくりというのは当然小野市の例を考えるとこの項目も関わっているということも感

じています。もう１点教育仲介業的なものの新しい独自なものを検討したらどうかということ

もあると思います。 

  （委員）本校は児童数が８００人を超える学校です。総じて家庭環境はレベルが高い家庭が多い

のですが、一部難しい環境の子どもがいます。４月，５月に民生委員さんから何名かの貴重な

情報をいただきました。本校としてもある程度は把握しているのですが、なかなか生活面まで

踏み込めない、子どもの教育に関することは連絡などできるのですが、そういう親御さんには

会えないことが多い。このような中で、民生委員さんの精力的な活動により、場合によっては

保護者レベルでの支援策をいただいて、非常にありがたく思っています。年々問題行動が複雑

化、深刻化、長期化する中で学校だけでは対応しきれない問題も多くなってきています。そう

いう時は専門機関なり行政なり一緒に子どもたちを支えていくという視点でかかわっていただ

きたい、応援していただけたらと思っています。スクールカウンセラーという非常勤の先生が

週１回程度来ていただいているのですが、毎回１時間刻みで子育てや問題行動、不登校等に関



する親御さんの相談の窓口になっていただいています。月３回４回では足りないぐらいで満杯

の状態です。現場としては、スクールカウンセラーは増やしていただいたり中学校で言う生徒

指導相談員を配置していただいているのですが、どうしても制約があります。人件費の問題が

あると思いますが少しでも拡充していただければという思いでいます。今日は、トライやるウ

ィークの初日で、６名の中学生が来ています。職員朝会の時に自己紹介と目当てを言わせまし

た。次の時間は一緒に話をしまして、どういう目的意識を持ってきたのか、小学校を選んだの

かを聞いてみたら、ほとんどが教員という職業に関心や夢があってきているということでした

が、中には教師にはなりたくないけれどもコミュニケーション能力を高めたい、先生方の教え

方指示の仕方を学びたいと言った子どももいて、なかなかしっかりしている子が来ているな、

よかったなと思っています。自分の生き方、あり方を見つめなおして考える貴重な 1週間にし

てくれたらと思っています。ぼーっと過ごしても、ダラダラ過ごしても１週間、逆に毎日目当

て、目的意識を持って明るく楽しく笑顔で過ごすのも１週間で、どっちがええと投げかけて子

どもたちに話をしてきたところです。総合的ないろいろな施設、事業がぶつ切りの事業でなく

情報交換なりを集約されてそれが提供されるようになるといいと思います。 

  （議長）現場の小学校の内容から一つの事業例を出していただきました。報告書にあるような 4

項目プラスアルファーというのもあるのですが、明石市の環境、社会的風土の中でどのような

子育て支援が必要なのかという理想像を描き、それに関連するものはこういうものです、とい

うような展開の方がいいのかということが今発言の中から感じ取りました。明石市はこれに対

応しているからこれでいいとか、不足している、とかいうのを社会教育委員会議がやるべきで

はないと思っています。あくまで求める子育て支援はどうあるべきか、具体的な施策が必要な

のかを提言するような、各論でもいいのではないかと思います。いつも提言が総論をしっかり

述べるのでなくてもいいとは思います。特色をしっかり出した方がいいのではないかと指摘が

あったように、核論に入って、今力を入れること、事業の見直しが必要なこと、この事業は有

益に働いているなどの提言に持っていってもいいのかなと思ったりもします。 

  (委員)私自身の体験なのですが、地域の連携というところがあります。地域には民生委員の方や

自治会の方がおられるのですが、私は、サッカーチームを立ち上げています。そのなかで、子

どもの家庭環境の複雑なお子さんが 1割ほどいます。そこでのクラブと学校と地域、保護者と

の連携というのは重要ではないかと思います。本音で話してくれることがあります。幼児から

中高生までの教室があります。集団になると悪いことをしていることもありますが、私の話は

よく聞いてくれる。今そういう子どもたちがまた戻ってきて、地域の中で手伝ってくれます。

例えば、祭りがあるよと言えば集まって手伝ってくれます。プロジェクトで家庭教育支援の情

報が集められる方がいいと思います。情報を集められない方もいらっしゃいます。パソコンで

ネットワークと言われますが、おじいちゃんおばあちゃんでパソコをしない方はどこへどうい

う情報を持っていったらいいかわからない。私は、たまたま行政とのかかわりがありますので、

相談先の紹介や、校長先生への相談を助言できますが、地域によってはそこまで手が出せない

というところがあると思います。中高生も大事なのですが、幼少期にどれだけの愛情をかけて、

どんなネットワークの中で子どもを育てていくかというのが大事だろうなということをずうっ

と中高生をみてきて感じています。 



  （議長）現場の状況だと思います。ありがとうございました。今まで話してきましたが、今後の

まとめ方としてどのようにしていくのかをご示唆いただけたらと思います。 

  （委員）現状を踏まえた上で新たな市独自の提案をすることもいいのではないかと思います。問

題状況というのは、家庭教育というのはどこも変わらないので、新たなものを作っていくとい

うことを提言していく方が建設的だと思います。社会教育委員会議として新たな家庭教育支援

ということであれば、大胆に言っても構わないと思います。神戸市で今やっていることで社会

教育委員会議で出したものもあります。最初はＰＴＡからも反対されました。子どもを褒める

なんてことを教育委員会がやっていいのかと、最初はみんなが賛成してくれないですが、今は

定着しています。大胆にこういう会の中で提言していくというのは悪いことではないと思いま

す。 

  （議長）明石市独自の子育て支援のポイントで、情報やネットワークがスムーズに伝わっていな

いのではないかということ意見としてでました。本当に伝えたい人には伝わっていないのでは

ないか、それと単独で終わっていてストーリー性がないということが感じられる。いいことを

やっているところを讃えるために、明石市から表彰し、元気づけるようなことがあってもいい

のではないかということを以前の会議でまとまったように思います。今日は、赤ちゃんの頃か

らどうしていくかというキーワードが非常に多かったと思います。若い親になった人たちが子

育てできない、この答申にも書いてありましたが昔は 3世代ぐらいの関係の中で、おばあちゃ

んに教えてもらいながら子育てをやってきたというのが、今はまったく核家族化してどうした

らいいのか、この子どもをどう育てたらいいのかわからない。そういう状況の中で、地域とし

てどのような育て方をするかということだと思います。親の育ちの応援だと思います。キーワ

ードとしては事業所、ＮＰＯなどだれかが間に入っていくというのがキーワードかと思います。

ネットワーク、カフェ、サロンだとかいいものはもっと推進していくべきかと思います。 

  （委員）市の事業がいろいろ並んでいますが、それぞれの事業が結果としてどういうものかとか、

どのような状況で実施されているか、できればピックアップして委員会に出していただければ、

何かの目標が見えてくるのではと思いました。 

  （議長）キーワードは、トライやるウイークやこんにちは赤ちゃん事業などに視点を当てて話題

提供をしていただければと思います。 

  （委員）親の人生観と子どもの育ちというのはイコールですか。 

  （議長）イコールではないと思いますが、非常に関係はあると思います。やはり、親が持ってい

るものは、子が引き継ぐというかそういう循環はあると、学校教育関係者としては思います。

よく言われますが、高額所得の方は東京大学へ行っているのではないか、もう一つは、見分や

知識、財力があるからこういうことをしておけば、こういう大学へ行ける、こういう仕事につ

けるという知識を持っているわけです。そういう方が親であれば子どももそうなっていくとい

うのが近いのではないかという傾向があります。それと相反して、まったくわからない今日明

日の仕事を一生懸命頑張っているお父さん、お母さんが育てた子どもは、そこまで情報が与え

られていないので東大へ行くのが難しくなるという、親の影響というのは子に伝わっていくと

いう影響があると思います。 

  （委員）親の教育ですね。 



  （議長）子育て支援と言っているけれど、じつは子どもを育てている親に何か訴えるものをつく

っていると思います。 

  （委員）保護者の職の階層が高いのは東京大学です。現実問題として、金持ちの子でないと東大

などには行けないのではないかと思います。我々が受験生のころは貧乏でも頑張って勉強した

らという形があったのですが、低所得層あるいは学校外教育の経験値が少ない子は、残念なが

ら我々がちまちましたことを言っても変わらない。政治的な施策、昔のように国立大学の授業

料が無料とまではいかないけれど安いという形にしておかないと無理だろう。日本の場合はア

メリカのように階級文化していないということがあるので、学校教育を通じて先生方に努力し

てもらうしかないかなと思います。社会教育としては、同じような形で連動して、補足したり、

付加したり、家庭教育支援という形でいえば何が必要かという事を見極めていく必要があると

思います。学校に頼まれて講演に行ったら、そこに集まっているお母さんたちは熱心で全然問

題がない。今日来ていない人たちが問題だと思います。今は、ネット時代だし何とか届けなけ

ればいけない人たちに届ける努力をする。この前も、フィリピンから来ている人たちのお母さ

んたちは、何とか自分たちに有用な情報を手に入れようと努力をしています。残念ながら日本

の行政の出す情報はほとんど日本語です。せめて英語ぐらいプラスして、届けたい人に届ける

努力が必要かと思います。情報を届ける努力をしないといけないと思います。支援を求めてい

る人は確実に増えている感じがします。 

  （議長）明石の子どもたちに何かしたいことを主なテーマとして考えていますが、その後ろにい

る親社会、地域に伝えるメッセージを提言として出したいと思います。 

  （事務局）熱心な議論ありがとうございます。家庭教育支援というなかで、子育て特に幼少期か

らの支援が、この会議の中でも相当中心になってきているのではないかと思います。また、ネ

ットワークなど様々な課題や、トライやるウイークでは中学生自身が考えるという問題提起も

出していただきました。企業への参加も含めて地域社会の支援づくりも課題としてあるのかと

認識しています。社会教育委員として、例えば家庭に対する教育的な配慮や求めるものについ

ても議論をしていただければと思います。 

理想を持ったうえで教育的観点から様々な施策や、具体的な事業を議論いただければと思い

ます。教育委員会では、小学生中学生を中心に所管しています。高校生の配慮への事業もあま

りないということがあります。絶え間ない世代を通じての支援、施策、事業の取組みについて

議論いただいき、その中で明石市として独自策を出していただけると非常にありがたいと思っ

ています。本日の議論で課題を提供いただきましたので、事務局で、各課題ごとに整理をさせ

ていただいて明石にたらない点、資料の方で言いますと子育て支援に対する事業はいっぱいあ

りますが、ただそれが横のつながりなり、縦のつながりなりが十分なのかということも含めて

次回に議論のテーマとしてご意見いただけるようまとめていきたいと思います。次回もよろし

くお願いします。最後に、本日の事業の資料ですが、何年か前に作成した計画から導き出した

ものもございまして、所属部署とかは現在と一致しないという所もありますので、ご理解よろ

しくお願いしたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

５５５５    事務局より今後の予定について説明事務局より今後の予定について説明事務局より今後の予定について説明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、8 月中旬

を考えております。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。 

 


