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開会 

 

（小林 眞 市長） 

それではただ今から、平成 28 年度第 1 回八戸市総合教育会議を開催します。 

この総合教育会議でありますけども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されて昨年 4

月から施行され、全国全ての自治体でスタートしたところであります。今回が今年度の第 1 回ということであ

ります。 

これまで、教育の独立性ということで首長が教育委員会にあまり口出ししないようにという形であったもの

が、一体的に相談しながらやっていきましょうということになったものと理解しています。特に予算関連につ

いては、予算の編成権が首長側にあって、予算編成時点で最終的に短期間のうちに決着するということも

あって、教育委員会側からするともう少し日常的にいろいろな議論をしながら予算化につなげていくことが

あってもいいのではないかというような配慮もあっての改正だと、文科省は説明しているのですが、実際に

一年進めてきて、そのような趣旨でのこの会議はよい場であると思っています。 

規制したり、枠をはめるとかそういうことではなくて、首長と教育委員会が相互に意見交換ができる場にな

ればいいなということで、今後もそのような基本的な認識のもとでこの会議を開催させて頂ければと思ってい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

 

議題(1) 新聞を活用した主体性豊かな人材育成について 

 

（小林 眞 市長） 

今回は、既にお話ししてありますように議題を二つ用意させて頂きました。 

一点目は私の方からの提案でありまして、「新聞を活用した主体性豊かな人材育成について」ということ

で、学校教育の場で新聞を活かした取り組みができないかということです。Newspaper in Education (NIE)と

いうことで、これまでやってこられている学校もありますけども、ごく少数で、かつてはありましたが現在は八

戸市内ではどの小中学校でもやっていないということであります。 

私が思うに、一つは、インターネットとか、スマートフォンとかを利用することで、非常に情報は入りやすく

なったわけではありますけど、活字離れが進んでいるという状況が少し憂慮されるかなと思っております。 

日本は国際的に見ましても、識字率が断トツに高い国で、そういう意味ではこれまでの非常に優れた教

育が識字率という形で現れていると思うところであります。しかし、インターネットやスマートフォン等、非常に

便利にはなったんですけども、活字離れということに関しては危惧されるところではあると思います。 

今、本のまちということで取り組みをしていますけども、本に親しむのと同様に、義務教育時点から新聞を

活用する、新聞を読んで社会的な関心を持つということは意義があるのではないかと思いまして、今日は皆

さんのご意見をうかがいたいと思っています。 

もうひとつは、選挙権の年齢が 18 歳に引き下げられたということがあります。政治的中立というのは教育

に求められる基本的な点ではありますけれども、社会的な問題に対する関心が薄い若者が多いのではな

いかと思っております。諸外国の若い人たちが、正しいか間違っているかは別として、若い頃からいろいろ

な問題に積極的に発言したり自分の意見を持っているのをみますと、そういう意味では少し、日本の教育と
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いうのは社会的な関心を閉ざしているような面もあるのではないかと思います。教育の政治的中立というの

は非常に重要ですけれど、社会にはいろいろな問題があっていろいろな矛盾があったりいろいろなことが

あるということについて、選挙権を与えられたときにはそれなりの見識を持った人間として育つように、そうい

う意味でも新聞というツールは非常に有効なのではないかと思いまして、活字の問題、社会的な問題という

ことも含めて提案をさせていただいたところです。 

 

新聞の活用状況等につきまして、まず事務局から簡単に説明してもらったうえで、ご意見をうかがいたい

と思います。では事務局お願いします。 

 

（教育委員会 教育指導課 木村 一夫 課長  資料に基づき説明） 

 

（小林 眞 市長） 

はい、いま事務局のほうから説明がありました。活用している学校の例も紹介されて、いろいろ効果もで

ているということであります。この問題についてご意見等いただければと思います。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

子どもたちのための環境作りという視点からみますと、インターネットが普及して活字離れが深刻になって

いる。これは誰しもが認めることなんですが、ふと考えたのが、マイブック推進事業、ブックスタート事業、そ

れから 9 月から始まる読み聞かせキッズブック事業、こういったものが非常に効果をあげているという報告が

なされています。ですから、このように行政側で何らかの形で子どもたちが活字による新聞、ネットによる新

聞も効用があると思いますが、まずは活字による新聞に親しむ環境というのを整えていく必要があるかなと

思います。特に教育委員会の事業であったマイブック推進事業では、読書意欲が大きく喚起され、家庭で

読書に親しむことも増えてきたという効果も実際報告されていますので、新聞活用推進事業とかそういう形

でできれば具体的になるのかと考えているところです。 

 

また、もう一つ付け加えれば、私の現場の経験から言って、学校図書館は昔は本を読む場所という感じ

だったんですが、ここ 10 年 20 年の間に、いわゆる学習センターとか情報センターとしての図書館の機能が

見直されてきています。そこで、各小中学校などでは、特に私は小学校出身なので小学校では、調べ学習

という形で図書館を利用しようということが多くなっているんですけども、蔵書数の問題とかバランスの関係

から、調べ学習の資料や本などが揃っているとは言えません。文科省の調べでも、新聞の配備率というの

は、全国的にも 15％から 20％の間という調査もあります。新聞は最新のニュースが出ていますので、調べ

学習などに新聞を大いに活用することで子どもたちが社会にも目を向け、調べ学習にも資すると考えられ、

これは非常に子どもたちにとって大事なことではないかなと感じています。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございました。新聞活用推進事業という事業として打ち出してもいいのではないかというご意見

をいただいたと思います。 
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（武輪 節子 教育委員会委員長職務代行者） 

私も今簗瀬委員がおっしゃったとおり、パソコンからスマホの普及により新聞離れがあり、また事務局から

の報告で、若い世代の親御さんたちも新聞を取る方が少ないと言っておりましたが、若くなくとも、私たち世

代でも、私の周りにも新聞よりはまず今晩のおかずへという方が多いので、私も新聞を取っている割合がか

なり減ってきているのが事実であると感じています。その中で、パソコン・スマホにはない新聞を広げたとき

の目に入ってくる情報量の多さ、その中から興味関心があるものへ子どもたちが選択して読んでいく、活字

として見ていくという意味ではとても素晴らしい教材のひとつであると思います。 

その情報の中で自分が必要なもの必要でないものを考えてみたり、事実である、これは事実ではないん

ではないかというふうに考える、また地方紙ならではの、いま八戸市ではとか、いま自分が住んでいる地域

ではどんなことに取り組んでいる、どんなことをしている、自分の住んでいる隣で何が起こっているかというこ

とを把握する意味でも、家庭で取っていない分、学校で新聞の普及というのは、親としてもありがたいことで

はないかと思っております。 

実際、私の息子が中学校のときに夏休みの課題で、新聞の記事で関心があるものを切り抜いて、それを

夏休みの日数分ノートに貼って、その読み取ったものに対して意見や感想を書くという課題がありました。

実はその先生に今回このような会議で話し合う前に伺ったのですが、やはり家庭で新聞を取っている率が

減ってきて、2 年前にはそういうことをしていたものの、実は今年度はやっておりませんというお話でした。 

ですので、何かしら学校の授業で新聞を活用するときはやはり先生が自分のご家庭から新聞を持ってき

て、子どもたちにそこから興味のあるものを切り取らせたりとか、先ほどの説明にありましたように、先生方が

取っている新聞を学校で活用したりという部分もあるようなので、そういう意味では必要だと思います。 

ただ、最初私が思ったのは、新聞というのは日が経つと古新聞、つまり今日の新聞は新聞なんですが、

今日の新聞が明日になると古新聞になります。でもその活字だったり子どもたちの授業の教材としては新し

いものではなくても、古新聞でもいいんではないかとも考えました。 

しかし、中学校の先生に少しお話を聞いたときは、やはり中学校の生徒には今起きていること、今の新し

い今日の新聞がいいんですよということもお聞きしたので、そうだなあと思っております。 

 

あともう一点だけ、小学校・中学校となりますと、中学校は一般の新聞でもいいと思うのですが、小学生に

とってはやはり一般紙は活字も内容も大変難しすぎます。これについて小学校と中学校に関してはいろい

ろな形で変えるように、こども新聞、デーリーさんも東奥日報さんもこども新聞というのはありますが、たとえ

ば今日お持ちした毎日小学生新聞とか、こういうふうになると子どもたちもぐっと手に取りやすいんではない

かなと思っております。ですので、もし活用するとなれば、小学校と中学校の場合の新聞というのを少し変え

るということも必要ではないかなと思っております 

 

（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございました。いろいろご意見いただきましたけれども特に、情報の一覧性というかです

ね、ネットに入っていくのと違って、新聞は非常に情報量が多くて、その中から見つけるという、そういう能力

というのは非常に大事だと思います。それから、新聞を取っている家庭が少なくなっている、それを前提とし

た教育というのが支障が出ているというお話とか、特に小学生と中学生は少し違う形での利用法がいいの

ではないかというご意見を頂きました。ありがとうございました。 
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（油川 育子 教育委員会委員） 

私は小中学生の新聞購読について、保護者を含めた一般の方へのアンケートの結果についてと、二つ

めが、新聞を設置する場合に、導入方法を工夫することによって、大きな効果が得られるのではないかとい

うことと、それからなかなか馴染むことができない低学年に対してどのようにしたらよいかという、その三点に

ついてお話をさせて頂きたいと思います。 

 

まず、平成 27 年 10 月 11 日の読売新聞の記事についてなんですが、小中学生の新聞購読について保

護者も含めた一般の方へのアンケート結果について掲載されていました。 

小中学生の児童生徒が新聞を読むことが望ましいと思う人は 93％でした。新聞を全く読まないと答えた

人でも、新聞購読が望ましいと思う人が 84％。それから、新聞を必要としないと答えた人でも、新聞購読が

望ましいと思う人が 75％でした。家庭において新聞購読しているしていないに関わらず、児童生徒の新聞

購読に対して多くの方々がその教育効果に期待しているということが窺えると思います。おそらく、今の八

戸市の児童生徒の保護者も同じお考えなのではないかなと思いました。 

 

次に児童生徒の皆さんがこのことに興味関心を持つことができるように導入方法について二点ばかり考

えてみました。まず一点ですけれども、児童生徒の皆さん全員は難しいと思いますけれども、新聞会社の見

学に連れて行って、働いている人の様子を見せたりとか、働いている人からお話を直接聞くなどというのも

ひとつ案かなと思いました。導入方法の二つめです。学校に新聞記者をお招きして新聞を読むことの大切

さとか新聞ができるまでの工程とか、新聞記者の苦労の中にも使命感を持って取材をしているお話でしたり

とか。真夜中に行われている印刷作業について、または、早朝から働いてくれる新聞配達の人のお話につ

いて、この一枚の新聞にどれだけ多くの人の努力が詰まっているのかを、子どもたちに伝えることによって、

児童生徒の皆さんは心を動かされて主体的に新聞を活用するのではないかなということで、導入の仕方を

考えるというのもひとつかなと思いました。 

 

最後の三点目の実際導入する場合、なかなか親しみを持てないであろう小学生の低学年についてなん

ですが、先ほど武輪委員もおっしゃったように、こども新聞でしたりとか小学生新聞を活用する。それから古

新聞を活用して文字探しをするとか、漢字探しゲームをするなど、小学校低学年においては、そういった形

でゲーム感覚でまずは親しみを持たせることが第一歩かなと思いました。 

導入にあたって、ぜひ進めて頂ければと思います。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございました。非常に具体的な導入に向けたご提案をいただいたと思います。アンケート

結果についても、まあ新聞社がやったアンケートなのでそうなるかもしれないですけども、それにしてもかな

り高い、一般の方の新聞に対する期待が強いということが分かります。私も小学校の修学旅行が仙台だっ

たんですけども、河北新報の輪転機が回っている工場が、見学したときにすごく印象に残っていたのを覚

えています。そういう実際にどういうのを作られているかということを子どもたちに見てもらうのも、すごく効果

があるなと思います。大変ありがとうございました。 
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（大庭 文武 教育委員会委員長） 

いままでの委員あるいは提出された資料と重なるんですけれども、結論から言いまして、やはりこの事業

を進めて頂きたいなと思います。その理由としては大きく二点ほどですけども、いろいろな新聞を読むことに

よって情報の収集、まずこれができる。それから、比較する能力というものも生まれてくるだろう、つまりそこ

から読むだけではなくて、考えるという思考回路といいますか、そちらのほうにも発展できる活動だろうと。先

ほど市長さんのほうからもありましたように、最近は情報がどんどんどんどん流れていく、そういう中で新聞を

通して読むということで、読んで立ち止まる、まあ立ち止まるというか考える、そしてまた進んでいく、そこの

部分が期待できるひとつの活動だろうと考えます。それが活字離れの歯止めにもなるのではないか、思考

力を高めていきたいという点が一点目。 

それから二点目とすれば、先ほど資料の中にもありましたけども、教科横断型の指導ができるということも

ひとつあげられるだろうと思います。以上が賛成理由です。 

 

それで、この事業が進められたときに課題はなにかということも考えてみました。あくまでもこの事業が進

められるということで考えた場合に、一点目は新聞を置く場所の問題があるだろうなと。簗瀬委員から図書

室に置いて調べ学習とか振り返り学習などで使うというお話がありました。と同時に、今学校訪問をしていて、

各小中学校ともに玄関を入って脇の方とか、ちょっとしたオープンスペースがあることに気づいたのですが、

例えば、まずはそこに新しい新聞を二～三日置いて、図書館よりは生徒が往来しやすい場所だと思うので、

そこでまず生徒が新聞に目を向ける、そしてできれば生徒用のものでもいいと思いますが、机を四個ぐらい

並べておいて、要するに大人と同じような感覚でその場で新聞をめくってみる、まずそういう環境の場を作

って、それで、二～三日したら図書館のほうに移動し、今度は先生方が生徒に提示する場合にそこから記

事等をピックアップしてくるということで、置く場所を各学校で考えてみる必要があるんじゃないかなというの

が一点目です。 

 

それから二点目としてはやはり複数紙を置いて頂きたいということです。これは市の財政の問題もあるか

と思いますが、可能であればやはり複数紙を置いて頂けるような配慮をしていただければ、生徒の関心も高

まっていくんじゃないかということが二点目です。 

 

そして三点目、最後ですけれども、今度は先生方がその記事を活用して生徒に提示していく場合、例え

ば中学校であれば、どうしても国語とか社会とかその主担当の先生に負担が行く可能性があると思うんです

ね。それで、どうしてもその先生方はとりまとめ役にはなるかと思うんですが、ひとつの例として学年の先生

方、この先生はこの記事を提供してくれましたよ、というような紹介をしながら生徒に示していく、あるいは小

規模校であれば学年関係なく、この先生がピックアップしてくれた記事ですよと、いうふうにして紹介してい

くと、生徒も親近感が出てくるでしょうし、固定した先生が選んだ内容よりは幅広くなるといいますか、生徒の

関心も「あ、この先生はこういうこと関心を持ってるんだ」とか、そういう先生方への接近、と同時に最初に言

った教科横断型の指導にも関わっていくんじゃないのかな、ということを考えておりました。以上です。 
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（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございます。まず、思考力を強化するということ。それから、置く場所についても考えましょ

う、ということ。また、使うのであれば複数紙を、ということとそれから、教科横断型の取り組みにということに

ついてご提案をいただいたと思います。 

事務局のほうではこの追加資料については何かありますか？ 

 

（教育委員会 教育指導課 木村 一夫 課長  参考資料１をもとに説明） 

 

（小林 眞 市長） 

今、各委員からご意見賜りまして、前向きに取り組むべきだというご意見が多数だったと思います。 

これまでのご意見をふまえて教育長よろしくお願いします。 

 

（伊藤 博章 教育委員会教育長） 

もう皆さんから出尽くしましたけれど、今、木村指導課長から説明がありました「すべての教室に新聞を」

に 13 校とありますが、私が奉職した学校で、私もやってきました。私の場合は 3 年間、7 社から各学級毎に

2 紙ずついただいてやってきました。特に課題を出さずに自由にやってくださいと言ったら、各学級いろん

な工夫をしてですね、大変有効だったなと思っています。 

そういうことをふまえて、子どもたちは新聞に触れる時間よりも、明らかにテレビとか携帯とかスマホに触れ

る時間が多いと思います。また、市長もお話しましたが、新聞を購読していない家庭が増えている中で、ど

の学校も新聞を手にできる環境を作ってあげることというのはとても重要だと私は考えています。 

先ほども紹介がありましたが、これまで各校でも先生方が新聞を取っているんですけども、全て職友会等

で先生方がお金を出し合って新聞を買っているのが現状です。したがって、もしこの件を実現するとすれば、

学校の規模等に関わらず、各校の図書館等に 1 紙ないし、大庭先生が先ほど触れましたけども、できれば

複数紙。私も複数紙で 3 年間やってきましたので、1 紙ないし 2 紙の新聞を配備できれば、平等な環境整

備が担保されることになって、教育的な面からもその意義は非常に大きいものだと考えています。 

 

ただ、課題がないかというと、先ほど課題について大庭先生が三点、新聞を置く場所を工夫、二つめは

複数紙を置きたい、三つめは主担当にあまり負担がいかないようにと、三つ申し上げましたけども、全くその

通りで、新聞を必ずしも学校図書館に固定的に置くのではなくて、もっと子どもたちが自由に手にできるよう

な、学年のオープンスペース的なところに一日二日置くとか、もっと放課後とか昼時間、子どもたちが自由

に触れられる環境を作ってあげるということも非常に大事だなというふうに考えています。 

先生方が授業の中で教材の一つとして活用する部分については、特に大きな問題はなかろうと思います。

で、この課題を解決するのには、ご存知のように昨年度、ネットトラブル防止 3 つの提言というリーフレットを

作成したとき行いましたけれども、教育委員会からの、まあ上から目線とは言いませんけれども、学校にた

だこれを指示するというのではなくて、小中学校の校長会とか、連合 PTA と協議の場を持って新聞の有効

活用について意見交換をしながら取り組んで行ければ幸いというふうに考えております。要するに、子ども

たちや保護者、各校の先生方から、配備してよかったと評価をいただけるように丁寧に進めていくことが大

事だろうなと考えています。 
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ということで、新聞をもし配備できれば、おそらく東北の中でも、おそらく私の記憶ではあまり無いですね、

NIE ですとか「すべての教室に新聞を」というのはあるんですが、ただあれは 2 年とか期限が限られているん

です。じゃあ 3 年後はどうしますかというと、3 年後は無いんです。そういうのを考えると、3 年とか 5 年という

スパンでやる、やれれば理想的で、市独自でやれれば最高だなと、私はこの実現を非常に期待しています。

以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

私から今回提案させていただきましたけども、各委員前向きに具体的な提案も含めてご意見を頂いたと

思います。市でやるとなると、予算化というようなことになっていきます。これも事務局に調べていただいたん

ですけども、予算措置をして学校に新聞を配置しているところは少なくとも県内にも無いということです。 

今、教育長からもありましたけども、息長くやっていくということも重要だと思いますので、どういう形でスタ

ートして、その効果も見極めながら、それをまた充実させるためにはどうか、というようなことを、スタート時点

はこの形でやって次は、というようなそういう方向で取り組むということで考えていければなと思いますがいか

がでしょうか。 

具体的には、事務局の方で今回の各委員さんのお話を伺った上で、こんな形でというのを、学校の先生

方のご意見も伺いながらまとめていただいて、予算につながるような案を作ってもらい、それを我々の方も

見させてもらうということで、次の段階でまた議論できればと思います。 

よろしいでしょうか。 

じゃあ、この問題は、特に追加でお話があればですけど、よろしいですか。 

では、第 1 の議題についてはここで終わらせていただきます。 

 

 

議題(2) 子どもの貧困と教育について 

 

（小林 眞 市長） 

次に、今日の二点目。次第にも書いてありますけども、「子どもの貧困と教育について」ということでありま

す。この議題は教育委員会からの提案ということでございます、まずは教育長から、提案の趣旨について説

明いただければ。 

 

（伊藤 博章 教育委員会教育長） 

子どもの貧困が、皆さんもご承知のように一昨日の新聞とか、テレビでも連日のように取り上げられて、社

会問題として認識されることが多くなってきていると感じています。教育現場でも、経済面を含めた家庭環

境の悪化が子どもに影響を与えているのではないかと危惧されるような事案も増えてきているというふうに、

私自身事務局を預かる者として強く感じています。教育委員会内で知りうる、子どもを取り巻く状況につい

てはある程度理解はしているところでありますけれども、こうした貧困への支援策については市長事務部局

との情報の共有は非常に重要であり、今後の支援策の充実につながるものと考えておりますので、そのあ

たり、市長事務部局等々の情報もいただきながら、提案をした次第です。どうぞよろしくお願いします。 
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（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございます。今、教育長からお話があったように、近年この問題が非常にクローズアップ

されていると思います。特に貧困の連鎖というんですかね、格差社会のひとつの象徴のような形で取り上げ

られていて、それが教育の格差、社会的な地位といったものの格差ということで、教育における機会均等が

非常に重要だとそういう認識が広がってきていると思います。それから、具体策がどこまで届いているかとい

うようなことも、非常に重要な問題で、行政がどこまでできるかということも含めて、今日はご議論をいただけ

ればと思います。 

まず、事務局のほうから、国・県の子どもの貧困対策の動きであるとか、あるいは八戸市の現状及び児童

扶養手当などの支援策の状況について、まずは子育て支援課から説明をお願いします。 

 

（福祉部 子育て支援課 工藤 俊憲 課長  資料及び参考資料２～４をもとに説明） 

 

（小林 眞 市長） 

はい。それでは次に、生活福祉課から生活保護世帯の状況と推移、あわせて学習支援事業について説

明をお願いします。 

 

（福祉部 生活福祉課 松橋 光宜 課長  資料をもとに説明） 

 

（小林 眞 市長） 

はい、それでは 3 点目、就学援助の状況と推移、また、奨学金制度について学校教育課から説明してい

ただきます。 

 

（教育委員会 学校教育課 小笠原 徹 課長  資料及び参考資料５をもとに説明） 

 

（小林 眞 市長） 

今、関係する 3 課からそれぞれ貧困の実態、状況、そしてまたそれに対する様々な対策等について説明

してもらいました。かなり多角的に手厚く配慮していることもあるとご理解いただいたと思いますが、みなさん

からも質問も含めて、ご意見、感想をいただければと思います。 

 

（大庭 文武 教育委員会委員長） 

教育委員としては、最後にご説明ありました八戸市の奨学金制度、こちらの方に目が行ってたんですけ

れども、今回こういう形で、市長部局の子育て支援課、それから生活福祉課の資料もいただいて、現状それ

から取組みということについて理解できましたので、この機会はありがたかったな、と思っております。 

その中で特に、生活困窮世帯を対象とした学習支援事業、生活福祉課で取り組まれている資料 7 ペー

ジからのものですけれども、これについては今回初めて知りまして。あ、こういう取組みがされているんだ、と。

不勉強でしたけれども、こういう取組みをされているというのはありがたいなと感じました。 
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あと、奨学金制度のところについてちょっと触れたいと思うんですけれども、八戸市の奨学金制度につい

て、先ほどの説明の中にもありましたが、例えば母子家庭であるとか経済的に困難な生徒の保護者が、こ

の八戸市奨学金に申し込んでくれてるという、そういうことから考えて、市の奨学金制度をぜひ継続していっ

ていただきたい、と思っております。 

具体的に申し上げますと、例えば高校の場合、高校の視点で申し上げますけれども、例えば専門高校

に入った場合、どうしても入る時点で高校卒業後は就職ということで入っております。 

ただ最近、市内であれば商業高校、それから工業高校からも大学進学を志す生徒たちが増えておりま

す。そういうことを考えると、特にその大学の奨学金に関しては、給付制度を含めまして、こういう制度もある

ということで、八戸市の高校生は大学進学にあたっては、どんどん活用してほしいな、と。特に給付制度に

ついては、ありがたいな、と思っております。 

それから、在学中の高校生に関しては、授業料については、以前は全額免除になったわけですけれども、

今は変わりまして、所得に応じて免除される、そういう形になっております。それから、授業料以外のところも

就学支援金制度によりまして補助するシステムになっております。それでもなおかつ、高校生、学校によっ

ても異なりますけれども、口座引き落としができない、という状況の生徒が学校全体で 50 名から 100 名を超

す学校もあります。 

そのようなことも含めて考えると、大学と同時に高校生の奨学金制度、これはやっぱりありがたい、と。高

校にいたものとしては、そう思っております。 

 

あと、県育英奨学会で行っている 28 年度奨学生にちょっと触れようと思いましたら、今日配られた最後の

参考資料に入学時奨学生募集要項があります。新しく始まったものですけれども、入学時に 100 万円以内

で貸与するというものです。ただし奨学金の返還に関しては、一旦青森県に戻ってきて居住して就業すると、

3 年経過すればこれを免除します、ということで、やっぱりそういう免除、あるいは給付ということがどんどん

全国的にも必要になってきているんだろう、そういう実態があるんだろう、という気がしております。 

そう感じましたのは、国の日本学生支援機構の奨学金を大体 50％ぐらいの学生が利用していると言われ

てますけれども、今問題になってきているのが、奨学金を借りても、なおかつアルバイト等で思うように学業

に専念できなくて中途退学する。そうなると、就職も思うようにいかない、しかも、例えば国の奨学金借りた

場合、400 万円くらい借りているということになり借金だけ積もってしまう、そして職にも就けない、そういう状

況が全国的も問題になってきているということです。そういうことを考えると、やはりいろんな意味でも奨学金、

この制度は貧困家庭を何とかしていくという意味では大事だな、と感じますし、国の対応も含めて大事だな

ということを感じております。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

はい。ありがとうございました。では、油川委員、お願いします。 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

今、児童生徒の現状についてお話をうかがったんですけれども、私は幼児をお育ての貧困家庭につい

て前半お話させていただきまして、その後に小学生中学生をお育ての貧困家庭についてお話を申し上げ

たいと思います。 
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まずは幼児についてです。貧困であるために、幼児期において集団生活を送ることができない、もしくは、

人と関わる機会を持つことができない状況にある子どもについてです。 

ある統計によりますと、今の社会において貧困の家庭で育てられた子どもは、自己制御力が低いというこ

とが明らかにされています。この自己制御力というのは、3 歳から 5 歳に育まれるものであって、この時期を

逃すとその後育ちにくいと言われています。自己制御力というのは、目標のために何かを我慢して行動を

抑制するということができる、ということであって、自己制御力の高い子どもは、大人になった時に社会的ス

キルでしたりとか、学業などが優れているということが、研究結果で出ています。幸せな生活を送るといううえ

で重要な能力であると考えます。 

経済的に恵まれた家庭で育った子どもも、貧困な家庭で育った子どもも、就学前に人と人との間で切磋

琢磨される機会が、平等に持つことができるよう、そんな社会の仕組みが必要なのではないかと思いまし

た。 

次に小学生や中学生を持つ貧困家庭についてですけれども、先ほどの説明の中でレディスタ事業という

お話ありましたけれども、ある大学の同窓会に所属する東京都在住の青森県人会では、貧困家庭の子ども

に対してスカイプを利用して学習指導してはどうかというお話が進んでいるようです。 

貧困家庭はパソコン設置が難しいのでは、という問題がありますけれども、その問題ごと検討してくださっ

ていると思います。貧困家庭の子どもを支援する手段の一つとして、ぜひこのことが実現されることを願って

います。 

子どもの権利条約であります「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」「生きる権利」というそういう条

約が、どんな家庭環境の子どもたちも、この権利に基づいてしっかり守られていけたらな、ということを改め

て考えさせられた案件でした。 

ありがとうございました。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

スカイプを使って、というのは、どこでやるのですか？青森、東京都在住の方？ 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

東京都在住の、支援してくださる方と、八戸のほうで。 

 

（小林 眞 市長） 

それは、何か組織があるのですか？ 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

これからそれは具体化していきたいということです。 

 

（小林 眞 市長） 

それは、大学生ですか？ 
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（油川 育子 教育委員会委員） 

ある大学の同窓会の方々です。 

八戸市出身の同窓会なので、ぜひ実現に向けて、話がすすむといいと思っています。 

 

（小林 眞 市長） 

家庭教師になるわけですよね。 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

そうです。はい。 

 

（小林 眞 市長） 

なるほど。ありがとうございました。では武輪委員お願いします。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員長職務代行者） 

今回この総合教育会議の場で、3 課の方々からいろいろな資料を提示していただいて、この貧困につい

て説明を聞けたということは、大変よかったなと感じております。 

その中でやはり、学びたいと思う子ども、強い意志を持っている子どもへの支援というのは、先程来、奨

学金の話が出ていますが給付型奨学金の拡充というのは、これからも進めていただきたいなと思っておりま

すし、子どもの数が、出生率が低くなっているということは、やはり子どもを生み育てるにはお金がかかる、

子どもが欲しくてもどうしたらよいか、という若い人たちにとっては、この「子どもの貧困」のニュースが出るだ

けで、やはり躊躇してしまうことではないかなと思っておりますので、この貧困の連鎖を食い止めるために、

いろいろな形の制度を、ひとつだけではなくて様々の形で手当てをするということしかないのかな、と思って

おります。 

 

それで、1 点質問させていただきたいと思います。「子ども食堂」という言葉をお聞きになったことがある方

もたぶん多いと思いますけれども、今の説明の中には子ども食堂というのはなかったんですが、子ども食堂

は経済的な事情で食事を十分とれない子どものための、地域の方々がそれを提供する取組みであります。

八戸市の中では、食事を十分にとれないという子どもがいるかどうか、というか、子ども食堂のような取組み

は、八戸市で行っていますでしょうか。 

 

（小林 眞 市長） 

子育て支援課かな、生活福祉課かな。把握していなかったら把握していないでいいですよ。 

 

（教育委員会 野田 祐子 次長兼教育総務課長） 

正確には把握はしておりませんけれども、現在のところ子ども食堂などをやっている、活動している団体

はないと認識しております。今のところ聞いたことはございません。 
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（教育委員会 齋藤 信哉 次長） 

子ども食堂に代わるものとして、学校の状況を少しお話させてください。 

家に帰って食事が確保できない子どもというのは、小中学校の中にも実際にいます。そういった子どもに

対して学校のほうでは、その日の給食で出たもの、例えば、パンとか牛乳とか、それを他の子どもに内緒で

持たせてあげて、食べなさい、というふうにしてやってるのが 1 校だけではなく複数あります。以上です。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員長職務代行者） 

ほんとうに、そういうふうに食事を十分とれない子どもは現状としている、ということですね。聞いて、ちょっ

とどきっとしましたけれども、そういう状況が八戸市についてもある、ということがわかりました。 

 

（小林 眞 市長） 

経済的な支援という形で金銭的には各家庭に対応しているわけですが、いろいろな親御さんがおられる

ので、もしそういう子どもがいるのであれば、具体的に支援と対応をする必要があるかもしれないですよね。 

こそっとやるのも美談ではあるけども、そういうことも何かしら考えてあげるべきかな。 

実態をまず把握しなければだめだと思います。せっかくの委員からのお話でもあるので、もし各学校の状

況を調べてみて、きちんと組織的にやる必要があるのであれば、ちゃんと議論してやるということを今後考え

ていくということでまとめたいと思います。 

ありがとうございました。次に簗瀬委員、どうぞ。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

本日の資料説明は、先ほどから話あるように、初めて知ったこともあって、非常に意義があったなと思いま

す。同時に、家庭の貧困によって子どもたちの教育を受ける権利が阻害されている、ということには、大きな

危惧を覚えました。 

本日の説明にあったように、全国の数値ほどではないということですが、本心を言うと、学校現場での経

験からは、かなりの数の状況があるということは認識しております。 

具体的には、「給食費を払わない」のではなく「払えない」といったこととか、教材費とか諸経費はかなりか

かります。小学校においても月に万という単位でかかるわけです。後は修学旅行とか、毎日使う文房具も馬

鹿にできません。指定のジャージもあります。そういったことで非常に大変な状況もあるわけです。 

また、一見服装がしっかりしているように見えても、外から見えにくいこともたくさんあるということで、子ども

たちの姿からだけ、貧困がわかるということでもないと思います。相対的に貧困であるという状況は見えにく

いということもあります、先ほどから説明ありましたが、抜本的には経済的な支援が必要というところは国が

主導するということが先決だと思いますけれども、市でも進めているこういった取組みをさらに進めて欲しい

と思っています。 

また、学校現場から言うと、各学校で現在も熱心に取り組んでいますけれども、保護者も含めた教育相談、

その場での悩みとか本音を聞くとか、そういったことも先ほど市長からもあったように、現実を知ると手がかり

になるかと思います。市教委の事務局でもその辺は一生懸命やっているんですけれども。 

後は、カウンセリングの重要性とかですね、そういう場で本音を聞くことによって、子どもたちの貧困状況

がわかることもありますので、姿形とか、ただ食べてるだけではわからないこともありますが、そのあたりも気



- 14 - 

をつけていかなければならないんじゃないかなと感じています。 

最後になりますけども、せっかくの機会ですから、レディスタ事業について。教員である先輩がこの学習

指導に当たっているので、多少は知っていたんですが、こんなに詳しくは知りませんでした。 

この機会を契機として、広く市民にも、こういったことがあって、喘いでいる家庭や子どもたちもいるんだ、

何かできないかっていう、そういった世論というか、そういうのも起こしていく必要があるなと今日は感じまし

た。 

そこで、国のこういった事業への補助が減額しているようなイメージがあるように私には受け取っているん

ですが、そのあたりは今どうなっているんでしょうか。 

それともうひとつ、先ほど参加費は無料と説明がありました。ただ、かかる経費は別という説明もありました

が、そのあたり八戸市ではどういった工夫をしているのか、その 2 点、この機会に教えていただきたいな、と

思います。 

 

（小林 眞 市長） 

じゃあレディスタについて、財政状況とかその辺含めた説明をお願いします。 

 

（福祉部 生活福祉課 松橋 光宜 課長） 

まず補助についてですけれども、二分の一補助になっております。予算のほうは 938 万円、その二分の

一の補助を受けております。 

 

（小林 眞 市長） 

これは国から？ 

 

（福祉部 生活福祉課 松橋 光宜 課長） 

国からです。自立支援法の関係で補助を受けています。 

それから、工夫についてです。工夫というか、特にこちらのほうでは指示しているものではないんですが、

ワーカーズコープさんのほうでやる中で、元々困窮者の方やそういった方が対象ですので、経費をなるべく、

できる限りかからないような形でやっていただくようにはしております。 

 

（小林 眞 市長） 

八戸以外でもこういうようなものを手がけている？ 

 

（福祉部 生活福祉課 松橋 光宜 課長） 

全国的に手がけております。 

もちろんそれぞれの委託先は別々ですけれども、ワーカーズコープさんは全国的にもやっております。こ

ちらのほうも、委託先はプロポーザルで選んだのですが、たまたま選んだワーカーズコープさんが実際には

全国的に展開しているところだったということです。 
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（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

市としても先ほどの説明にあったように、対象世帯の拡大とか高校生の支援とかそれも含めて一生懸命

やっているということはよくわかりました。しかし国の補助はこういった面に関してどんどん減額されている状

況にあるということで、本来であれば全額、やはり国の補助が全額であるべきだな、という感想を持っていま

すので、できる範囲で努力していただければありがたいな、と思っています。ありがとうございました。 

 

（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございます。今、ご意見をたくさんいただきましたけれども、共通してみなさんからいただ

いた内容としては、現状について理解を深めていただいたということ、それから今の取組みをさらに充実さ

せて進めるべきだという認識を共有されたかな、と思います。 

最後に今回このテーマを出していただいた教育長からお話をいただければと思います。 

 

（伊藤 博章 教育委員会教育長） 

はい、ありがとうございました。大変勉強になりました。特に市長事務部局での様々な支援策を講じてい

るということを直接伺うことができて心強く思いました。ありがとうございました。 

こういう、教育委員会と市長事務部局を越えて情報を共有するというのは非常に有効だなというのを改め

て痛感をいたしました。 

 

子どもの貧困というのは、当然のことですが、保護者の貧困問題の解決をなくしてなかなか実現は難しい

というふうに感じているんですね。家庭の経済状況が子ども教育に少なからず影を落としているということは、

私自身学校現場で経験をして参りました。誠に残念ではありますけれども。 

ただ、これをすぐに解決というのもまた難しいですし、みなさんが言っていたように、市単独ですべてをこ

れを解決っていうのはおそらく厳しい、国や県の全面的なバックアップがなければですね。ただ、その影で、

言葉がちょっと強いんですが、子どもたちが犠牲になるということは、やっぱり避けなければならない。 

従って理想論かと思いますが、すべての子どもたちが等しく教育を受ける機会が保障される社会、八戸

市をつくることができればいいな、というふうに考えています。 

これからもどうぞ、教育委員会と部局というのにこだわらず、今のような事務局レベルで結構だと思います

が、情報共有を大事にしながら、いい支援策を我々も考えていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございます。大変この問題は重要というか、難しい事象の問題だと思います。 

総合教育会議ができて、市長部局と教育委員会の部門とが共通した問題で話ができたということは、ある

意味でこの会議ができたひとつの成果でないかと思っております。 

簗瀬委員のほうから国の責任という言葉がありました。実は全国市長会で、昨年国に対しても示したこと

がありまして、国は地方創生といって、地方の税と工夫で元気にしろと、元気になれ、と言ってるんですけど

も、基本的な、その国民がどこで生まれ育っても、暮らしても、しっかりと生きていける、というかですね、その

最低限の保障はやっぱり国に責任があるんじゃないか、というそういう提言をしています。 
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国の施策は、実物給付でやるべきだ、要するに授業料をみるとか、あるいは医療費をみるとか、そのかか

った実情に応じてやるべきだと。お金で配るのではなくて、そういう仕組みをしっかり作るべきだ、という方向

等を去年提言してます。 

というのは、やはり財政状況によって、自治体に差があるわけです。そうするとそういう自治体の財政状況

に応じて、その給付に差があるとですね、結局それは、二重の意味でということになるかもしれないけど地

域間格差というか、それを結局再生させていくようなことがあるので、そこのところはまずは国で保障すべき

ではないか、というようなことを言ったことがあります。 

ただ、それはあくまでも要望というか理想論ベースの話ですので、現実を踏まえて我々もしっかりと、今あ

るこの状況を前提としてやっていかなければならないので、今日もいろいろご意見いただきました、説明もさ

せていただきましたけれども、子どもたちのためにさらにどういったことができるのか、これから知恵を出しな

がら、また今日いただいた意見を反映をさせながら、施策を進めていければと思っております。 

また一定時間経った時点で、状況がどうなったかということについて、この後どうやっていったらいいか非

常に大きな問題でありますので、またご報告させていただくということで、今日は議論を終了させていただけ

ればと思います。 

 

ほかによろしいですか、何かあれば。 

 

それでは、2 つの議題、今日は本当に熱心にご議論いただきまして、ありがとうございました。 

以上で本日の議事は終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

 

 

（午後 3 時 閉会） 

 


