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開 会 

 

（小林 眞 市長） 

本日は、平成30年度第１回目の会議になります。平成27年度から始まった総合教育会議も、

今年で４年目を迎えました。これまで「教育大綱の策定」、「新聞を活用した主体性豊かな人材

育成」、「小･中学校のスポーツ活動の充実」など、様々な課題について話し合ってまいりました。

今回も皆さんで忌憚のない意見を出し合い、市長事務部局と教育委員会が連携して、より良い

教育環境の整備に取り組むことができれば良いと考えております。  

早速ですが、本日の会議を進めてまいりたいと思います。それではまず、報告事項となりま

すが、「平成30年度教育委員会視察研修」について、図書館から報告をお願いします。 

 

 

報告事項 平成30年度教育委員会視察研修について 

 

（教育委員会 図書館 磯嶋 副参事  資料に基づき説明） 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございます。ただいまの報告に基づいて、視察研修の感想やご意見等をお伺いしたい

と思います。では、簗瀬委員からお願いします。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

他の委員からは、他都市の先進的な取組をお話しされると思いますので、私は市長が掲げている

「本のまち八戸」構想について、最近感じたことを含めてお話ししたいと思います。 

一つ目は、「マイブック推進事業」になりますが、この事業は５年という節目を迎えました。マイ

ブッククーポンの使用率は 97.4％となっており、様々な事情により使わなかった子どもを考慮しま

すと、ほぼ 100％に近い数値であり、着実に成果が上がってきていると思います。書店からの感想

を聞くと、親子での来店も見られるようになってきているとのことで、非常に良い取組だと思いま

す。 

二つ目は、一昨年の総合教育会議の場で、市長から提案のあった「ひらく・楽しむ新聞活用事業」

についてです。小学校は 6,200 円、中学校は 9.300 円の新聞購入費を予算措置していただき、各学

校では新聞を活用した取組を様々行っております。学校訪問した際には、その取組の展示等が見受

けられ、着実に浸透していると感じています。 

最後ですが、学校司書の派遣を行っている「学校図書館支援事業」についてです。28年度から実

施し、３年目を迎えました。今年度は学校司書４名が派遣校を担当しており、学校図書館の整備状

況に徐々に成果が出てきていると実感しています。また、学校司書を中心に、地域ボランティアと
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一緒に学校図書館を運営している学校もあり、地域密着型教育による連携が図られていると感じて

います。「学校図書館支援事業」については、私は一番力を入れていかなければならない事業だと考

えています。しかし、全国的な学校司書の配置率は、青森県が全国最下位の 5.5％となっており、

10％未満は全国でただ一つの状況です。島根県や鳥取県などは配置率がとても高くなっています。

全国的な傾向を見ましても、「本のまち八戸」の推進のためには、「学校司書」がキーワードになる

と考えていました。青森県を引っ張る八戸市ですので、市長の特段のご配慮をいただき、学校司書

の全校派遣ができるようになればと思います。そして、いずれ全校配置まで踏み込めれば良いと思

います。現状では全小・中学校に派遣ができるように、人員の増加をしていただきたいと思います。

調布市と大和市には触れませんが、八戸の良さとこれからの課題を申し上げました。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございました。次は油川委員お願いします。 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

  私からは二つの図書館を視察させていただきまして、最も印象に残ったことを述べさせていただ

きます。 

  まず、調布市立中央図書館ですが、ハンディキャップサービスの中でも、「布絵本」が最も印象に

残りました。利用ができるのは障害のあるお子さんや、障害のある子どもを預かっている施設から

紹介のあった子どもが利用できる、とのことでした。マジックテープ等により指先を鍛えることが

できる布絵本が中心になっていて、布絵本の目録というのがあることに驚きました。また、図書館

や分館の数が充実しており、調布市民の誰でも 10分歩けば図書館を利用できると断言されておりま

した。 

  続いて、大和市立図書館についてです。赤ちゃんから高齢の方まで、皆さんが図書館は楽しいと

思いながら利用している様子を拝見することができました。特に一人暮らしの方や高齢者の方にと

って、図書館が有効なものであることを改めて認識いたしました。子どもの絵本は除きますが、本

は基本的に一人で楽しむものであり、一人暮らしの方の居場所づくりにもなるのではないかと感じ

ました。 

  八戸市では、「本のまち八戸」という全国に誇れるキャッチフレーズを掲げ、それを推進するため

に多くの事業や活動を展開しているところでございます。学校訪問を通して、学校図書館や学校図

書室も年々工夫が見られ、特に「ひらく・楽しむ新聞活用事業」による新聞の配置がきっかけにな

り、さらに小・中学校の図書館が充実したなと感じております。活字というものに対して、身近な

ものであり、楽しいものであり、役に立つものであるという意識が高まっているのではないかと感

じました。 

  また、八戸市においても、調布市のような「10分歩けば図書館がある」という環境づくりになる

よう、ブックセンターを中心に公民館の図書室をさらに充実させていただきたいと思います。図書

室を持たない公民館では、ほんの狭いスペースでも良いので図書コーナーでも設けていただければ、

八戸でも 10分歩けば本に触れることのできる環境が整備され、また一人暮らしの方の居場所づくり

になるのではないかと思いました。利用する人の善意を信頼して、あらゆる公共施設に図書コーナ
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ーを設置してはいかがかなと思いました。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございました。では引き続き、大庭委員お願いします。 

 

（大庭 文武 教育委員会委員） 

調布市立中央図書館について気になったのは経営方針です。その中に「子どもに良い読書環境を

作る」、「情報のバリアフリー化」というのを挙げており、その点についてお話ししたいと思います。 

「子どもに良い読書環境を作る」では、とても細かな配慮がなされているという印象を持ちまし

た。子どもたちに本を紹介する際も、小学校は 1～2 年、3～4 年、5～6 年生用と３種類、幼児を含

めると４種類とか、学年を意識した案内書作りをしていました。 

  もう一つの「情報のバリアフリー化」の点ですが、高齢者や障害のある方を意識した取組がされ

ていました。録音図書や点訳図書の貸し出し、さらには対面朗読をする部屋もあるほか、「音訳・点

訳プライベートサービス」というものがありました。要望があれば、電気機器の説明書や学校だよ

りなどを音訳、点訳をしているそうです。他にも図書館に来られない方への図書の宅配サービスや

布絵本など、いろいろ工夫していることが感じられました。 

  展示等について良い取組だと思ったのは、「ＦＣ東京選手の私の薦めるこの一冊」というコーナー

を設けて、その選手の薦める一冊、そしてその選手も紹介していました。八戸市においては、サッ

カーのヴァンラーレ八戸がＪ３に昇格し、アイスホッケーでは東北フリーブレイズが活躍しており、

選手を紹介しながら本を紹介するのも、面白い取組になるのではないかと紹介しました。 

  大和市立図書館については、近未来的な図書館の在り方かなと思います。教員時代には図書館を

利用する生徒に対して、騒がず、読書する人の迷惑になるなと注意しますが、大和市立図書館は飲

み物も可能であり、うるさくない限りはおしゃべりも自由です。学習者と読書する人の共存が上手

く行われているという印象を持ちました。平日の夕方や土日は、中高生や大学生などの学習利用者

が多くなるという面で苦情がきたことがあるそうですが、全館の中で 800～900の座席数があるとの

ことで、両者が上手に調整されていると感じました。 

多種多様な情報が流れている中で、活字を媒体として、読んで立ち止まって考える、そして、思

考力を高めて判断していく、という考え方がますます要求されていくと思います。ただ情報を流す

だけではなく、聞き流すだけではなく、活字、本を通した感性を育てるということがますます重要

になってくると思います。 

 

（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございました。それでは武輪委員お願いします。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員） 

私からは感想と八戸市への要望を申し上げたいと思います。 

  まず調布市立中央図書館ですが、私が思ったのは、職員の体制が大変充実しているということで

した。図書館からの説明では職員の人数の話もありましたが、大変多くの職員が関わっていて、勤
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務時間も２交代制で、開館時間も午前９時から午後８時 30分までと大変長く、サービスがとても充

実していると感じました。２週間で１人 20冊まで借りることができ、さらに延長システムもあると

いうことでした。 

また、ハンディキャップサービスの中の「配達サービス」について強く印象が残りました。事前

に登録をしていただいて、職員又は市民の配達ボランティアが本を届けてくれるというサービスで

す。本を届ける宅配協力員を市民から募っており、図書館での大きな役割を果たしているというと

ころがとても印象的でした。また、小・中学生のみならず、高校生にも図書館から情報を発信して

いる、というところも印象的でした。 

  次に大和市立図書館は、６社の共同体による指定管理を行っており、民間企業の良さを十分に生

かした、柔軟な発想をうまく取り入れたユニークで心地の良い図書館だと思いました。従来のイメ

ージからは型破りな斬新な発想、おしゃべりは多少なら OK、写真撮影や飲み物を片手にとありまし

たが、市民の方々が良識をわきまえて利用しているのも、素晴らしいと思いました。 

  図書館を核とした複合施設ですので、いろいろなことが行われています。施設内には大和市役所

大和連絡所があり、戸籍・住民票の写しや証明書の発行、市税の納付や、母子手帳交付、また針灸

マッサージが受けられる券を発行しているとのことでした。さらに、大和市イベント観光協会も入

っており、市民にイベント情報や観光情報も発信していると話していました。本当に本を核とした

複合型施設で本当に利用しやすい、毎日でも行きたくなる、ずっといて楽しくなるような、本当に

素晴らしい図書館だと思っています。 

  最後に要望の部分ですが、調布市、大和市どちらも学校司書の体制が大変整っていると感じまし

た。調布市の小学校は20校、中学校は８校、大和市内の小学校は20校、中学校は９校となっており、

学校数からすると八戸市の半分以下という部分はありますが、学校司書の役割がとても機能してい

るのではないかと思っております。他県でも学校司書の充実により、子どもたちが本に親しむ環境

づくりに大変効果を上げているということですので、子どもの頃からの本との出会いを大切にする

ために、八戸市でも学校司書の増員を検討されているということですが、ぜひ体制を整えてほしい

と思いました。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございました。最後に伊藤教育長からお願いします。 

 

（伊藤 博章 教育長） 

今年で教育委員会の視察が５年目になりました。平成 26年度の日野市の「エール」や立川市の「子

ども未来センター」の視察が最初でした。今回は「本のまち八戸」を標語にする八戸と規模を同じ

くする図書館での取組を見たいとのことで行ってきました。いずれの図書館も八戸と共通するとこ

ろは、まちづくりの核に図書館を据えて取り組んでいる部分です。調布市立中央図書館は特に児童

選書に力を入れており、質の高い本を子どもたちに提供しているとのことで、その選書の仕方が特

に新刊書の場合は、各自が家に持ち帰り、読み、記録し、その後選評会を行い、評価、決定する流

れとなっています。職員が全部の本に目を通して、感想を集めて最終的に選んでいるという労力も

すごいし、それだけ児童書や新刊書など「良いものを子どもたちに提供したい」という思いが伝わ
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って、大変感動しました。 

大和市立図書館については、先ほど大庭委員からも近未来的な図書館だとの意見がありましたが、

私もそう思いました。特に禁止事項が限定的で、かなり自由度の高い図書館運営となっていました。

人手不足ということもあろうと思いますが、専門業者に委託をして、民間業者の持つ専門的なノウ

ハウが遺憾なく発揮されて、円滑に運営することができているに大変感激しました。生涯学習等も

考えてみると、複合施設で一か所に来たら、様々なことができるというのも面白く、八戸市の図書

館が新しくなるとすれば、そういう形になるのかなと思いました。 

いずれにしても八戸市も学校図書館も、この５年で子どもたちの本に対する意識、先生方の本に

対する意識、それから小学校では地域の方の読み聞かせが定着してきましたので、皆さんの思いが

具現化され、形になってきたと感じます。 

最後になりますけれども、先日、初めて「マチニワ」に行き、JAMSTEC の４人の研究者のレベル

の高い発表を聞く機会がありました。しかも大変面白く、最後にはマリエントの「ちきゅうたんけ

んクラブ」のジュニア、シニアの発表もありました。確実に JAMSTEC の大人たちの姿が、子どもた

ちのレベルアップに繋がっていると感激しました。 

本を活用した取組については、費用対効果とか話す方もありますが、なかなか費用対効果では計

ることが難しいですね。今蒔いた種が５年先、10年先に子どもたちが芽を出していくのだという、

長い目で温かく見守っていきたいと考えています。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございました。今回の視察は有意義だったということが分かりました。先日、会議で

陸前高田に行きました。あそこは津波で町ごと無くなった、消えてなくなった所になるのですが、

まずは嵩上げ工事を行い、今その上に町を作っている状況です。ようやく中心部ができたところで

したが、新しい町を作るときに、まずは図書館を考えたということで、なるほどと思いました。ま

ちづくりの核として図書館を位置付け、大きくはないけれども居心地の良い、市民がゆっくり時間

を過ごせる空間になっています。今回改めて皆さんの報告を聞いて、また、皆さんから意見を踏ま

えながら、前に進むようにご協力いただければと思います。どうもありがとうございました。 

  報告事項はここまでとさせていただきたいと思います。 
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議題 総合保健センターの移設を踏まえた子ども支援センターの役割について 

 

（小林 眞 市長） 

それでは、議事に移ります。 

議題は、「総合保健センターへの移設を踏まえたこども支援センターの役割について」です。 

こども支援センターについては、平成27年度においても協議したところではありますが、開設

から４年が経過し、平成32年度には総合保健センターに移設予定となっております。乳幼児期

から学齢期の子どもたちの継続的な支援体制のさらなる充実のため、現在の状況を確認しなが

ら、今後の方向性について皆様と意見交換できればと考えております。 

それでは、こども支援センターから説明をお願いします。 

 

（教育委員会 こども支援センター 本間 孝浩 所長  資料に基づき説明） 

 

（小林 眞 市長） 

こども支援センターについて、現在の状況、就学に向けた適切な支援の充実、今後の課題に

ついて説明をいただきました。今後の課題として、相談体制の充実、就学に向けた適切な支援

体制の充実が挙げられました。今後の対応については、人員の増員や組織の再編などの説明が

ありましたが、課題解決に向けては、総合保健センターの機能複合化のメリットを活かせる部

分も多々あると思います。総合保健センターには「保健所」と「こども支援センター」が併設

されることで、教育委員会が担う「就学に向けた支援」の部分と、市長部局の健康づくり推進

課が担っている「母子保健事業」が、より一体的に業務を進められるものと考えています。こ

の点について、健康づくり推進課から現在の活動状況等も含め、今後期待できる効果などにつ

いて意見等あれば、お願いします。 

 

（健康づくり推進課 石藤 フキ野 課長） 

  保健所健康づくり推進課の石藤です。よろしくお願いいたします。当課で行っている「母子保健

事業」についてですが、妊産婦さんが安心して子どもを産み育てられるように、また、お子さんが

健やかに育つように健康相談、健康診査、家庭訪問などを実施しております。八戸市においても出

生数が年々減少しておりますが、相談内容の複雑化・多様化に伴い、産科医療機関や関係機関と連

絡を取り合いながら、継続的な支援をするケースが増えてきています。その中で当課では、妊娠期

から子育て期まで切れ目のない支援体制の構築を目的して、先月ですが子育て世代包括支援センタ

ーを開設しました。妊娠中の早い段階からお母さんと信頼関係を築いて、きめ細かい切れ目のない

支援を通して、子育ての安心観を持っていただけるよう業務を進めています。例えば、母子健康手

帳の交付の時には妊婦さん全員と話をして、今後のプランを話し合ったり、妊娠後期も連絡を取っ

たり、家庭訪問、幼児検診を捉えて幼児相談をしたり、様々な機会を捉えて就学まで支援をするよ

うなことでございます。 

  期待できる効果としましては、当課で実施している幼児検診等の際に、こども支援センターの専
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門指導員を派遣いただいておりますので、総合保健センター開設後は、同じ建物の中で、より近い

関係で情報共有を密にすることで、さらなる連携の充実が図れるものと考えています。 

 

（小林 眞 市長） 

 はい、ありがとうございました。さらなる連携体制の充実に向けて、十分に検討していただきた

いと思います。それではこども支援センターと健康づくり推進課からの説明を踏まえて、今後の就

学支援、育児支援の充実に向けて話し合っていきたいと思います。先ほどの順番と反対に、武輪委

員さんの方からお願いします。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員） 

現時点の状況について情報共有ができたことは、有意義であると感じます。その中で３つお願い

をさせていただきたいと思います。 

資料を見る限り、今後さらに増えると予想される相談や支援について、相談員等の増員をお願い

したいと思います。きめ細やかな対応をするためには、さらなる職員の方々のスキルアップ、専門

的な研修が必要になりますが、職員の業務負担増による健康面も懸念されます。 

それから、もう一点。常勤の専門的な職員の配置についてもお願いしたいと思います。現在は臨

床心理士が非常勤で配置されていますが、複雑化、多様化する相談に対して、臨床心理士からの専

門的なアドバイスを常にもらえるような体制づくりも重要かと思います。 

三つ目です。こちらは、切れ目のない連携、支援をお願いしたいと思います。子どもは生まれて

から成長とともに担当部署が変わっていくわけですが、可能な範囲で子どもたちや保護者の不安や

悩みを解消するために、情報提供を保護者の了解のもとに共有し、継続的な支援をしていくように

お願いしたいと思います。 

私も子育て世代包括支援センターに先月お伺いしましたが、大変すばらしいと感じております。

母親が安心して出産や子育てができるように、切れ目のないサポート体制を構築するということで、

別館２階の同じフロア内に「はちまむ相談室」が設置されました。こちらもお邪魔させていただき

ましたが、３畳ほどの広さにマットが敷かれており、靴を脱いで入ります。そこにはベビーベッド

やソファー、棚には絵本などがあって、手作りの小物が飾られたかわいい空間です。とても心地よ

くリラックスして相談できるスペースだと感じました。母子保健サービスなどの情報をまとめた「は

ちまむサポートブック」の配布や、支援プランの作成、保健指導、必要な場合には医療関係や庁内

の関係機関と連携して包括的に支援をするということです。妊産婦さんや、悩みを抱えて不安が多

く、鬱になりやすい産後のお母さんたちの強い味方ができて、これまで以上にサポートできる体制

が整うということで、大変嬉しく思います。 

  子育て世代包括支援センターとこども支援センターが、課を越えてさらに手を取り合って、お互

いが情報を共有し合っていくような体制を整えていっていただきたいと思います。 

 

（小林 眞 市長） 

  ありがとうございます。それでは大庭委員お願いします。 
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（大庭 文武 教育委員会委員） 

  未就学児、小学校の児童の相談件数が増えていることは、こども支援センターの果たしている役

割が浸透してきたという結果であろうと嬉しく思っています。ただその反面、今の職員で対応して

いけるのかと考えると、職員の増員、あるいは体制の強化を図り、連動的に対応できるよう考えて

いく必要があると思います。特に支援を要する子どもたちの場合、子ども自身よりも背後にある家

庭の状況等がとても深く関わっていると思います。そういう意味で保護者への支援体制をきちんと

していくことが必要だろうと考えます。 

 平成 26年度に東京都日野市の「エール」という施設を視察しましたが、最初に受付で相談をする

と、そこから担当部署にすぐ連絡をし、担当者が受付にきて詳細な相談を受け付けていました。た

らいまわしではなく、すぐに次の支援に入って行ける、そういう体制を見てびっくりしました。ワ

ンフロアの中には、教育委員会が主体となる教育支援課、福祉部門の発達支援課が入っており、奥

の方には県の関係する部署があったと思います。医療の専門職の方が控えているので、すぐ次の相

談部署へ動いていけるシステムを見て、すばらしいと思いました。 

総合保健センターの中にこども支援センターが入ることで、医療に関わる部分はかなり連携がと

れると思います。施設の関係でワンフロアの中に全部入るのは無理かもしれませんが、同じ建物の

中であれば、すぐ次の相談に入っていける体制になるのかなと思います。 

医療健康面、教育関係、福祉関係が一緒に入っていれば、連携が図られていくと思いますので、

そのような方向で考えていただければありがたいと思います。 

 

（小林 眞 市長） 

 はい、ありがとうございます。では次は油川委員お願いします。 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

  こども支援センター、健康づくり推進課の皆様におかれましては、これまで不安をお持ちの保護

者に心を込めてご支援、ご指導をいただいており、まず心より感謝申し上げます。 

  先ほどのお話から、総合保健センターへの移設にあたり、チームで支え合う体制が構築されるの

ではないかと、大変ありがたく思っております。また今年 10月にオープンした子育て世代包括支援

センターは、安心して子どもを産み育てられる環境の充実を図るものであり、大変うれしく思って

いるところでございます。こども支援センターでの相談件数が増え、内容が多様化しているとのお

話がありましたが、そのことに対しまして、それから教育環境、療育環境のさらなる充実のために、

少しだけ提案させていただきたいと思います。 

  それは世界保健機構で推進されている、オーストラリアのクイーンズランド大学が開発した「ト

リプルＰ」というプログラムがあります。「前向き子育て」という意味になりますが、親の知識、技

術、自信を高めることで、子どもの行動面、情緒面、成長過程の問題を予防対処するために提案さ

れたプログラムです。八戸市は自治体を挙げて子どもをかわいがり、そして子どもを伸ばすために

多くの事業を行っていますが、総合保健センターへの移設を機会に、このプログラムを導入するこ

とで、全国に先駆けた子育て支援の総合体系が構築されるのではないかと思いまして、予算的な問

題もあるかと思いますが提案させていただきました。 



- 10 - 

 

（小林 眞 市長） 

  はい、ありがとうございました。簗瀬委員お願いします。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

  いろいろお話が出ましたので、簡単にお話しさせていただきます。こども支援センターからの説

明の中では、市長部局と連携、相談体制の充実ということを述べられていました。また、健康づく

り推進課からも、総合支援センターのメリットを活かした連携をしたいという言葉がありましたの

で、非常に今後に期待できると思って聞いておりました。よろしくお願いしたいと思います。 

  大庭委員も述べましたが、以前に視察しました日野市の「エール」については、とても印象的で

した。総合保健センター建設にあたっては、ぜひそこよりステップアップしたものにしてほしいと

いうのが正直な感想です。実施設計も建設も進んでいますので、ハード部分は難しいかもしれませ

んが、ソフト面ではさらにできるところで連携を図る工夫が可能であると思います。簡単に言えば、

発達や教育にかかる相談・支援窓口の一本化と、福祉と教育が連携した切れ目のない体制を作って

いただきたいと思います。こども支援センターからは「教育支援部」という新しい部門を作りたい

との意欲も感じられましたので、健康福祉分野との連携も模索していきながら、前向きに進めてい

ただければありがたいと思います。ありがとうございます。 

 

（小林 眞 市長） 

 ハード面で変更する予定がありましたが、今の予算でしたか。来年の予算でしたか。 

 

（総合保健センター推進室 小笠原 光則 室長） 

  総合保健センター推進室で施設の設計を担当していますが、２階にこども支援センター、３階部

分に健康づくり推進課を始めとする保健所が入ることとなっております。現在、３階の機能強化と

いうことで、設計を少し変更することを考えております。先ほどもお話しのありました、ハード面

での大幅な変更は難しく、できない状況にあります。そこは運用の方でカバーしたいと思っており

ます。以上でございます。 

 

（小林 眞 市長） 

  それでは最後に、教育長の方からお願いします。 

 

（伊藤 博章 教育長） 

  大庭委員、簗瀬委員からも出ましたが、平成 26年８月に視察に出掛け、その年の４月にオープン

したばかりの日野市の発達教育センター「エール」を見てきました。教育委員会のみならず、行政

と一緒になって市民に対応しているのを見て、これはどのようにして対応しているのかと、カルチ

ャーショックを受けました。いつか八戸にもこういったものができればと言いながら、翌年４月に

教育委員会の中にこども支援センターがオープンしたわけです。そして、いよいよ１年半後には、

こども支援センターと保健所・保健センター機能が一緒になって、名実ともにワンストップになり、
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市民から見ると窓口が一つという、教育委員の皆様も夢に描いたことが本当に実現していくという

ことは、私は素晴らしいことだと思います。この「エール」は日本の中でも先駆的な取組であり、

行政と教育委員会が一体になることは少ないのですが、立川市でも日野市でもやっていました。次

は、そのような取組を八戸市が実現するということです。 

  先ほど、こども支援センターの相談者が増加しているという話がありましたが、それは言ってみ

れば、保護者や学校の先生方の困り感の解消に確実につながっていると考えています。成果も大き

いけれども、当然課題も見えてきたわけです。でもこれは、物は考えようで、立ち上げて見なけれ

ば見えなかったはずです。何もしなければ課題も何もなかった訳ですが、こども支援センターを立

ち上げたからこそ、いろんな課題が出てきたので、そういう部分を改善していければと思います。

特にポイントになるのは、私も教育委員も同じことを考えていると思いますが、やはり教育委員会

と市長部局の緊密な連携、まさに先ほど石藤課長さんも同じ表現を使いましたが、市長部局と教育

委員会との緊密な連携ができるかどうか、というところが一番の課題であると思います。 

物的な環境は確実に良くなると思いますので、組織体制とか、人的整備、配置が問題になると言

ってもいいかと思います。その辺を市長部局と教育委員会の壁を越えて、一緒にどういう体制、人

的配置が市民にとっての困り感の解消につながるか、協議をしていけばいいと思います。 

私は個人的にスタートから万全の体制で、最初から 100 点を望んでやるというのはかなり厳しい

と思います。相談内容の内訳として第１位になった「発達行動」、第２位になった「不登校の問題」

と、これはどこの県でも国でも簡単に解決していません。困り感の解消には繋がっているけれども、

根本的な解決はもっと難しいと思います。総合保健センターを作ったらすべて解消することはあり

ませんので、困り感解消から徐々に何度も相談を繰り返し、コミュニケーションを図りながら、少

しでも解決の方向に向かっていく、これがこども支援センターの大きな役割だと思うのですね。そ

れには教育委員会やスタッフだけではなく、医師とか福祉とか、そういう関係者の力を借りながら、

市民に言わせれば、作っていただいてすごく助かったという声が聞こえるように、私たちもこれか

ら１年半、できれば今年度中にある程度の体制を作って、来年１年間は予行演習ですよね。そして

２年後にはそのまま移転してスタートできるように、ぜひ皆さんと作っていきたいと考えています。

以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

  ありがとうございます。それぞれ貴重なご意見、ご提案を賜り感謝申し上げたいと思います。今

まさに体制を作っているところですが、現場でしっかり準備しながら進めてまいりたいと思います。

本日の会議の内容を反映できるような感じで前に進めていきたいと思います。 

 相談件数の増加は、問題が増えたのではなく顕在化してきたということで、教育長が言ったよう

に、確実に困り感の解消に繋がっていくと思います。完成後１年、２年くらい経ってから視察がた

くさん来て、我々が感じたような感想を持って帰られるような施設を目指していきたいと思います。 

  他にご発言はよろしいでしょうか。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員） 

 大庭委員や教育長さんから日野市の「エール」の話がありましたが、「エール」と立川の「子ども
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未来センター」という所を視察しました。是非、皆さんには立川市の「子ども未来センター」の子

ども家庭支援センターの特別支援教育課も調べていただいて、そこもぜひ参考にしていただきたい

と思いますので、一言付け加えました。 

 

（小林 眞 市長） 

 ありがとうございました。それでは特になければ、本日の会議をこれで終わりにさせていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

（午後3時22分 閉会） 


