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１０月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年１０月２６日（水） 場  所  市役所本庁 災害対策本部室 

開 催 時 間 １３時３０分 から １４時５０分まで 

出 席 者 

教育長 澤野 幸司 

教育委員 宮田 靖、久世由美子、高橋勝栄、甲斐千尋 

参 与 
齋藤章二、瀬之口博行、伊東洋之、黒木幹生、志道里香、山田 聡、 

岡田健一、工藤靖治、吉田 等、吉岡秀晃、安藤貴明、川越康弘 

◎ 議 事   

 ◆議案第 18号 令和４年度延岡市社会教育功労被表彰者の決定について（社会教育課） 

  ● 社会教育課長より、令和４年度延岡市社会教育功労表彰の候補者について説明が

なされ、下記の質疑の後に、異議なく承認された。 

    

        ◎） 表彰要綱の「推薦、選考及び決定等」については、それぞれの部

門で決められた数があるのか伺いたい。 

        ⇒） それぞれの部門で何人までというようなことはないので、それぞ

れの団体から推薦があった方について、すべて社会教育委員による

選考委員会にかけて推薦するような形になっている。年によって多

くの団体の推薦がある年もあるし、なかなか推薦が出ずに、こちら

から直接依頼する場合もある。 

        ◎） Ａ団体が今回優良団体部門で上がっているが、これまでの受賞者、

受賞団体を見るときに、この団体は塾生というか、そういった人達

からお金を取ってこういう指導をしていると思う。今回の受賞理由

としては、社会貢献の部分でということになっているんだと思う

が、ちなみに、今までこういった塾のような団体が受賞をしたこと

があるか確認したい。 

        ⇒） 選考委員会の中においてもそのような質問があり、やはり広く社

会貢献活動を、地域に出ていろんな音楽祭に出たり、いろいろ教育

をされたということが評価されてということである。資料に今まで

受賞した団体が掲載されているが、団体で会員が集まって貢献活動

をしているところが表彰されており、こういうお金を集めて活動し

ている団体について受賞したところはなかったと思う。それでも、

こういった長きにわたって貢献活動されているということは評価
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されていいんじゃないかというのが選考委員会の意見であった。 

        ◎） 難しいなと思うのは、受賞されることによって、この団体は非常

に周知されることになる。そのあたりも踏まえて、選考委員として

は、社会貢献活動のところを評価したいという、そのあたりについ

て意見はないか。 

        ◎） この団体は簡単に言えば自分の仕事で、他の人たちはグループを

作っていろいろやったりしている。社会貢献をしているからいいん

じゃないかというが、それを決定するのは難しいところがある。そ

こはもう少し何かはっきりした理由等があれば、そうなんだと思う

が。簡単に言えば、商売をしている人がそういう感じに受け止めら

れてしまったら、せっかく一生懸命やっているのに、かわいそうじ

ゃないかなと感じる。 

        ⇒） 文化連盟からも推薦いただいているし、ここで選んでいただくわ

けなので、表彰の当日にきちんと説明をしないといけないと思って

いる。資料に書かれているとおり、施設や学校での訪問演奏とか、

市民音楽祭などにも参加しているというような、そういうことが一

番に評価されているということだと思っているので、その辺をもっ

と分かりやすく説明するような紹介文にしたいと考えている。 

        ◎） 自分も商売をしていて、海の清掃活動等、県外から人を集めてボ

ランティア活動をしてきているが、実際ここにボランティアでやっ

た話等が明確に表記されていないので、さっき委員が言われたよう

に誤解を受けるとか、商売をしているのにっていう意見も出る可能

性があるので、その辺をまた明確に表記したり、当日説明をすると

いうことなので大丈夫だとは思うが、そういうふうにすると、商売

をしているけど、社会貢献だったり他のそういうボランティアも含

めてやられていることでの表彰だと思うので、誤解がないようにし

てあげて欲しいと思った。 

        ⇒） 受賞団体の地域貢献の内容などが正しく伝わるような紹介の仕方

等、工夫したいと思う。 

 

 

◎ 協議 

 ◆熊本市教育委員会視察について 

● 10月 25日（火）に実施した熊本市教育委員会視察について協議を行った。 

 

        ◎） まだ記憶の新しいうちにこういう議論ができることを大変ありが

たく思っている。昨日視察をして、いろいろ話を聞いて、まずどの
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ようなことを感じたかといったところ辺りから少し共有したいと

思う。昨日話を聞いたことで一番心に留まったこと、また感じられ

たことについて話していただければありがたい。 

◎） 不登校の子どもたちへの対応という部分については、学校、家庭  

もそうだし、行政ももちろん大変苦慮している問題。どういった対

応がよりベターなのかなっていうのはなかなかその答えが見つけら

れないという部分もあって、私も学校現場にいるときにもそうだっ

たが、どうやって対応すればいいのかなっていう部分がなかなか見

いだせないままの状況だった。今回教育ＩＣＴを活用したオンライ

ン学習支援という部分で、非常に興味を持って参加させてもらった。

全体的に非常に面白かったというところであったが、まずその中で

一番注目した点は、臨時休業中のオンライン授業の数値が掲示され

てあったと思う。休業中に授業に参加できた不登校生のパーセンテ

ージもそうだが、より注目したいのは、休業が終わった後。授業が

再開した後に、不登校生が登校できたパーセンテージが非常に上が

っているという点。小学生で約 40％、中学校で約 30％だったと思う。

そういうようなことを考えると、このＩＣＴを活用したオンライン

授業というのは、不登校生にとっては、よりいい効果というか、良

い面で採用されたんではないのかなあっていう感想を持った。ただ、

そのＩＣＴを活用したこと自体が不登校生にとってプラスになった

という部分もあると思うが、大切なのはそのオンライン授業を通し

て関わった学習支援の先生方であるとか、ＩＣＴの専門の先生方っ

ていうこととの関わりが、私は非常に大きいんではないかなあと思

う。だから、ＩＣＴを活用するだけじゃなくて、そういった関わる

先生方の力量っていうのか、そういったものも非常に成果を上げた

ものには繋がっていったんではないかなと思う。ただ、ハード面だ

けじゃなくてそういったソフト的な対応が加味されることによっ

て、より成功していっている事案なのかなと思った。あわせて、そ

のＩＣＴ専門の加配的な配置の話もあったと思う。やはりその専門

的な立場からのアドバイスというか、そういったような部分を行え

る専門性のある人は、やっぱりこういった加配的なもので入れても

らうっていうようなことが大切なのかなと思った。それともう一つ

は、配信拠点校の設定について、小さい学校が小学校と中学校で一

つずつ設定されていた。やはりこういった先端的な要素を持つとい

うことは、こういった事業を推進していく上においては、やっぱり

非常に重要な一面なのかなという印象を持ったところであった。と

にかく、学習保障と居場所づくりというコンセプトについては大変
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すばらしい取り組みなのかなと思った。 

        ◎） 遠藤教育長の話で、単純なことだが、「学校とは。なぜ学校に行

くのか。」ということをまず最初に言われた。自分は学校って言っ

たら勉強する所と思っていた。昔の自分たちの固定観念からする

と、学校とは勉強するところで、行かなかったら親が怒るという、

そういう家庭環境で育ってきたと思う。でも今はＩＣＴっていうの

を活用すると、今度は学校以外でも勉強はできるっていう、そうい

う環境になる。そういう環境になってきて、今仕事でもリモートで

いろんな営業活動をしたり、ウェブで面接をしたりとか、いろんな

ことをやるが、人と接することは無くなるよねって思って。自分た

ちのような中小企業で人を募集することっていうのも今非常に困

難。なぜかというと、その若い人達の担い手っていうのは、だんだ

んとＩＣＴ化している。事務的な仕事っていうのが主体で、現場で

機械を使うとか、現場で何か仕事をするとかいう、体を動かす仕事

からどんどん離れていっている。だから製造業っていうのは人不足

って言われている。これが進んでいっていいのかな、悪いのかなっ

て思う。学校教育っていう中ではやっぱり先生と子どもたちが直接

いろんな話をしながら躾ける、それから勉強っていうのをしていっ

たと思う。そこで学ぶことは、集団生活の中で、こうしたらいかん、

いじめに繋がらないこと、人を思いやること、そういうことってい

うのを思いながら学校教育っていうものになると思うが、不登校生

を主体的に考えるとＩＣＴも要るのかなって思うが、やっぱり今か

らの授業っていうのも、子どもたちがあと何年学校に行って授業を

受けているのかなあと。10 年も 20 年もしたら、もう、今度はＡＩ

が子どもを教えるような、そんな時代があるんじゃないかなと思

う。何かそれが発達するのはとても悪いっていうわけではないが、

ＩＣＴの評価っていうのか、授業を受けた人がどこまで理解したの

かとか、そういうことが不明確なまま先に進んでいるような感じが

して。変えることも大事ではあるけれども、やはりもっと人に触れ

る教育の仕方っていうのもあるんではないかなと、そういう考えに

なった。 

        ◎） 自分自身も学校が大好きというわけではないが、行きたくないっ

て思ったことがない人間なので、また自分の育てている子どもたち

も、学校で多少のいじめとかけんかとかはあったんだろうが、学校

を休むとか不登校になるとかっていうところを経験していないの

で、保護者としての目線で今回の話を聞かせてもらった。もし自分

の子どもが、またいずれできる孫とかが学校に行きたくない、その
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行きたくない理由がいじめだけではなく、性質とか性格の問題でと

かいうのもあるのかなって考えたときに、今回の熊本での取り組み

は、行きたくない子どもたちを、親としても多分困るし、どうした

らいいのかって悩んでいると思うし、先生方も一生懸命これまでも

あの手この手で、頑張って学校に来させる努力をしてきていると思

う。その中で、でもなかなかうまくいかないっていうところを見た

ときに、そのオンラインを利用したああいうやり方だったら、少し

学校には行けなくても、ちょっと勉強してみようかなっていう気持

ちになったり、それがうまくいって学校に行けるようになった方が

いるという実績もあるっていうふうに聞いたときに、一つのやり方

として、すごく参考になったというか、一つの初歩としていいのか

なと率直に思った。ただ、今後、今のこのやり方が、これがまた、

３年後５年後 10 年後ってなったときに、それがまた本当にそれで

いいのかっていうことなどは、また何か変わっていく可能性もある

のかなって思っているが、今現在のやり方としてはいいのかなと思

った。 

        ◎） 昨日の視察で話を聞いた第一印象としては、うらやましいってい

う感じがした。専門的な先生がいて、いじめとかそういうものをＩ

ＣＴでやっていって。まだまだ、今、やられて何年かっていうこと

で、今はいいが、またあとどうなるのかっていうのはまだまだ今か

らかなと思う。でも、ああいうＩＣＴを皆さんが素晴らしく使われ

ると思うが、心っていうのがどこで生かされるのかなって思って。

みんながロボットだったらそれでいいと思うが、みんな心がある

し、その心があるからこそ、いろんないじめがあったり、褒めたり、

いろんなことができているんじゃないかなと思うので、ＩＣＴだけ

に頼るんではなくて、手段として使うのはいいのかなっていう気は

するが、もっと心の部分を少し一緒にやっていって、そしてみんな

と接触できる、みんなの中に入っていけるっていうふうになってく

ると、この一番初めにＩＣＴでやったのが、成功とまでいう言葉に

はならないと思うけど、よかったんじゃないかなっていうふうに思

う。これに当てはまるかどうかちょっと分からないが、水泳の指導

をしていて、子どもたちに練習メニューをボールペンで全部書いて

出す。そして若者は全部パソコン。しばらくは海外にパソコンを持

って行っていたが、選手に「どうしようか。パソコンでやろうか。」

と聞いたら、「コーチ、心があるからこれでいい。」と言った。そし

てそこから世界ジュニアの全部の子どもたちにもそれでやった。代

表の合宿のコーチは 16 名くらいいる。そのうちの３名が全部手書
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き、あとはすべてパソコン。そしてその３名が全部メダルをとって

いる。そうしたら、2016 年のコーチが「僕もノートにします。」っ

て言って変えた。１，２年は全然出なかったが、2016年のリオオリ

ンピック時は金メダルがとれた。だから何がいいかというのは分か

らないし、話もちょっとずれてきているかもしれないが、やっぱり

心というのがついていかないと、機械だけを動かすことだけやって

もだめだが、心があればどこかで通じてくるんじゃないかなと思

う。昨日はこういうことを質問しても分からないだろうと思って質

問はしなかった。心っていうのを捨ててはいないと思うが、動かせ

る心があって機械を動かしているんだっていうふうになっている

といいのかなと思う。我々は年齢が高いが、やっぱり心っていうの

を小さい時から教えておかないと、どういうふうになっていくのか

なって。いじめとか不登校という子どもたちが何人もいるので、そ

ういうときに、どういうふうな手段をとったらいいかっていうの

は、心を指導し、そしてそのＩＣＴ、機械でも一緒に勉強させて、

そしてみんなと接するようになる子どもたちが増えるといいなと

思った。 

        ◎） 皆さんの意見を聞いていて、フレンドリーオンラインの仕組みに

ついて知ったことは、延岡市の不登校の部分、先ほど課長からも報

告があったように、毎月上がってくるこれだけの数の子どもたち

が、何らかの理由で、この学校教育に対する不適応を起こしている

ということなので、その中に全くその学校に来られない、来ている

けどなかなか学べていないという子どもたちにとってみれば、その

学ぶツールとしても、今回のものは意義があるのではないかと感じ

られたと。ところが、懸念するものもたくさんあるといったところ

があると、今お話いただいたと思う。我々としては、今回の視察の

目的は何かというと、延岡市のそういった不登校の子どもたち、

我々教育委員会がやっぱりこういった方向で、もう少し対処してい

くべきだと、大きな方向性を出すのが我々の仕事で、それを具体化

していくのは事務局の仕事だろうと思う。そう考えたときに、どう

いった方向性がいいのか、少し議論を深めていきたいと思ってい

る。その前に、今ここではっきりとした数字はなかなか言えないか

とは思うが、今日の報告の中では、不登校の子どもは、小学校が 47

名、中学校が 134名、合わせると 200名弱の子どもたちが、今学校

不適応を起こしているが、例えば、今回の熊本のような仕組みを導

入したときに、どれぐらいの子どもたちがここにアクセスをしてく

るか。熊本も本当はいないんじゃないかと思ったが意外と多かった



7 

 

という話もあった。何かその辺りについて学校教育課で議論してい

るか伺いたい。 

        ⇒） 昨日熊本での視察時に過去３年間の不登校等々の推移が示された

が、延岡市の推移も報告したい。まず延岡市における不登校児童生

徒数の年度別推移であるが、過去３年間、令和元年度が小中学校合

わせて 160名、令和２年度が 162名、令和３年度が 194名になって

いる。これが過去３年間の推移だが、ちょうどコロナ禍なので、や

はりその影響もあって、上昇傾向、報告件数が多い傾向にあると思

っている。それに伴い、以前の教育委員会でも報告したが、県が夏

休みに入る前に、児童生徒一人一人を対象とした教育相談を実施し

てほしいとの要請があり、延岡市においても、それぞれの学校で実

施をしたところである。ただ、先ほど報告した中にあった、年度当

初から嫌がらせを受けているのに、「私はまだ我慢できる。」からと

いう理由で、「先生に言えなかった、アンケートに答えられなかっ

た。」ということを周囲の友達が気づいて先生に報告をしたという

事例もある。やっぱり、教育相談をいつやればいいっていう問題で

はなくて、日々子どもに寄り添った指導、Ｃ委員が今言われたよう

に子どもの心を掴むような、対面で一人一人の子どもと面談、聞き

取りを行うことなどは非常に重要なことであるということを私た

ち事務局でも議論をしている。延岡市としても、不登校に対応した

取り組みとしては、学校の生徒指導主事の研修会の開催や、市内の

中学校単位で指導員を配置したり、これまでもいろんな取り組みを

やってきているところであるが、熊本市のような取り組みもあるの

で、またこの教育委員会でも議論していただき、延岡市に必要な不

登校対策っていうものも引き続き検討していきたいと考えている

ところである。 

        ◎） 今、課長からいろいろ具体的な数字を上げながら推移を含めて話

してもらったが、今後延岡市としてどういう方向でいくか。今も不

登校の対応については学校教育課を中心にやってもらっているが、

このままでいっていいのか、それとももう少し踏み込んでやるべき

なのか、踏み込むとすればどういう踏み込み方をしていく方がいい

のかといったところについての意見はないか。 

        ◎） 遠藤教育長の言葉の中で「なぜ学校に行くのか。」、その反対で、

今の時代っていうのは「どこで何を学んだのか。」っていうのが不

登校の人達に対して支援の対象になると、そういう話があった。そ

うだなあと。自分には、学校に行かなかったらみっともないじゃな

いかっていうようなことが頭の中にあった。でも、不登校の人たち
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っていうのは、ある程度いろんな精神障害を受けていると。人にも

会いたくないだろうし。でも、学校で勉強したいっていう気持ちは

あるはずである。こういう所に位置付けたら、熊本でやっている活

動っていうのは非常に素晴らしいことだと思う。熊本は人口が多い

から 2000 人以上の不登校の人がいて、その中の 10％ぐらいの人が

ＩＣＴを利用して勉強する、興味を持ってやっているっていうよう

なことを聞いた。それに対しては、やっぱり父兄がどれだけ理解を

するか。「学校に行かないか！」とか言って、言葉暴力的なことで、

多分家庭の中でも子どもが肩身の狭い思いをしているんだろうと

思う。又は「お前なんか知らない。」と見放されている、そんなイ

メージを子どもに与えているんじゃないかなと。そういうところも

やっぱり心のケアの仕方。それと相談員を、専門的な人を付けてあ

げて、心のコンサルタントをしてあげることも支援の対象になるん

じゃないかなと。ＩＣＴを使うっていうのはやっぱりお金がいる。

延岡の教育委員会の中にどれだけ予算が回るか分からないが、予算

をどれだけ取るかっていうのも一つの手かもしれない。それから一

つ次の対策をとると。まずはこういう子どもたちの心のケアをする

ことっていうのが大事ではないか。 

        ◎） 不登校になっている要因は非常に分かりづらい部分があるので、

対応に苦慮している部分はあるのかなあと思う。だからそういった

不登校の子どもたちへの対応ということを考えたときに、とにかく

学校という集団の中で学ぶよさというのが学校にはあるわけなの

で、とにかくその学校に復帰をさせようっていう思いで対応してい

くのか、昨日の熊本みたいに居場所をしっかり確保して、学校に行

けない子どもたちのために、そういったオンライン授業を活用すれ

ばいいんじゃないか。それは２通りで私はいろいろあるのかなと思

うが、だからどうしても学校に行けないんだという子どもたちに対

しては、もう今の時代の流れでＩＣＴを活用するということについ

ては、子どもたちも非常に身近に使いこなすことができている部分

ではあるので、必要というか、効果的には作用していくので、こう

いったようなことを活用して対応していくということは、一つの方

法かなと思う。実際にそういった学校復帰っていうような部分もし

っかり考えたときには、例えば延岡市がやっている適応指導教室、

オアシス教室。数字だけ見てみると、そこに中学生で今 26 人在籍

している。ということは子どもたちっていうのは、学校には行けな

いけれども、そういったところには行って勉強ができるという部分

もあるので、一概にこのＩＣＴを熊本みたいにやるっていう部分も
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必要かもしれないが、こういったオアシス教室なんかに行ってやれ

ている子どもたちをどうしていくのかっていうことも考えると、そ

ういったＩＣＴの活用とオアシス教室のあり方っていう部分をも

う少し複合的に考えて進めていくっていうのも一つありなのかな

あっていう感じはする。 

        ◎） 熊本では、フレンドリーオンラインというオンラインでやるもの

とフレンドリー、いわゆる適用指導教室、延岡でいうオアシス教室

をうまくコラボレーションさせていこうということを最後に話さ

れて終わった。つまり、ＩＣＴだけではなくて、やっぱり人と人と

の繋がりを感じさせるようなつなぎをということ。印象的だったの

は、フリースクールとも連携をしているが、方法は違えども、社会

的な自立に向けてのところは一緒なのでっていう話が説明の中で

あったように、出口はみんな一緒だから、そこを上手く連携しなが

らっていうことを今後は考えているんだろうと思った。そう考える

と今Ａ委員が話をされたように、今までは、延岡はオアシス教室の

みだったわけで、これにもう一つ、そういったものを付ける、作る

という。これがＩＣＴなのか、もっと違う形なのか、もっと探らな

いといけないが、ただ１本でなくて、複数でやりながら、どちらか

に引っかかるというか、どちらかだったら自分はいけるっていう子

どもたちが 1人でもかかってくると、それは意味があるのではない

かと。但し、そのためにはＢ委員が言われたように、予算がどうし

ても必要。やっぱり人がいないことにはできない。熊本の学習支援

の先生方の影響って、やっぱりすごく大きかった。あそこは政令市

だからそれができる。人事権を持っているので。だから政令市の単

費でそういった再任用の先生方を、そういうＩＣＴの支援員だとか

学習支援員として位置付けて、学校、そういう拠点校に置くってい

うことが人事上できるわけなので、そういったところあたりの予算

も必要になってくるんだろうなあと。今度総合教育会議がある。

我々としては、市長に対して、そういった不登校の子どもたちのた

めにはやっぱり予算が必要だし、そういう施策も必要だということ

を言うかどうかっていう辺りのことも考えないといけないのかな

と思う。 

        ◎） 今朝のテレビでやっていたが、Ｚ世代って言われている今の若者

が、僕達、大人たちが絵文字を使うのでもギャップが生まれている

と。「いいね」っていうマークを、こっちとしては気楽に言ってい

るが、Ｚ世代は、これは絵文字なのに圧があると。目は点々で、口

が笑って歯が出ている絵文字があるが、それは怖いらしい。だから
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もう感覚が、もう僕でさえもずれている。これを親が子どもに対し

て、お父さん怒ってないよっていう意味で使っているんだが、それ

さえも通じていないという。だから、今、結局、このスタンプでさ

え考え方とか感覚が違うっていうのがある。だから、さっき言った

５年後 10 年後、もっともっといろんな形で変わるって思っている

が、多分、さっきＣ委員が言われた心というか愛情というか、それ

を先生方が不登校の子どもたちに対して教えないと。親が学校に行

けないことに対して諦めるっていうことをどこかでしていたなら

ば救えないんだと思う。そういう意味で考えたときに、Ａ委員も言

われたが、今までのオアシスもあれば、こういうオンラインであっ

たり、その選択肢が増えていることで、救える制度ができるのかな

と思うので、その中に今回の頑張られていた先生、ベテランの先生

方のように、延岡にも子どもたちに愛されて好かれている退職され

た先生方もたくさんいると思う。だから、延岡市としてあの形がい

いっていうわけではなく、選択肢の一つとして、予算もとれるので

あれば、延岡市でも十分にそういう人材とか、先ほどＢ委員が言わ

れたように予算さえ取れれば、いろんな選択肢を増やすことはでき

るんじゃないかなって思っている。その選択肢を増やしていく中

で、先ほどから言われている大切なことを、やっぱりやる側も、そ

れを進めていく側も、何かそういうゴール的なものが一致していな

いと、いくら良いＩＴ社会になったとしても、上手く使えないこと

だってあるのかなって思っているので、そういうふうに進んでもら

えるとありがたいなと思う。 

        ◎） オアシスっていうそういう立場があって、熊本ではスクールカウ

ンセラーとかいろいろ、３つぐらい持っている。心理的なものとか

物理的なものとかそういうものでも相談ができて、ひょっとしたら

それでずっと悩んでいる子どもたちもいるのに、そういうところで

話してうまくいくっていうのもあるが、これは小中学校。だから卒

業したらどうなるんだろうっていう心配があるので、やっぱり心を

大事にするように、愛情っていうのを、みんなもう何もせずに大人

がやってしまったらもう終わりだと思う。その大人たちにも責任も

あるし、その大人たちがやっぱり心、愛情を持っていろんなことを

教えてやって、そしてそれでもというときにこのスクールカウンセ

ラーとかこのオアシス、それから、そういうオンラインとかで勉強

させて、その中で一つずつ踏み込んでいくといいなと。ただ勉強だ

けじゃなくて、今日は元気だったかなとかなんとかいうような、い

ろんな他愛もない会話という面から、ちょっとおかしいかもしれな
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いが、そういう中で話をしながら持っていくやり方をしてるんじゃ

ないかなと思うが、そういう方向に。ただ勉強勉強だけじゃなく、

学生だからそういうのは必要だが、そういう心の面でも、毎日毎日

でもそのオンラインの中でそういうのを勉強させるっていうよう

なのをやっていくといいよなって思う。 

        ◎） 今日の議論で結論が出るわけではないが、今日の話からすると、

やっぱり何らかの、これまでやってきた不登校の子どもたち、200

名弱いる今現在の子どもたちに対して、今やっているものも大事に

しつつ、やはりもうちょっと違うアプローチの仕方についても、や

っぱり我々としては必要だというふうなことを、今回は熊本に行っ

て参考になったと。そこのところが非常に大事だということが分か

ったと。そういう方向性、形が出されたと。では、具体的にどうい

ったものだったら実現可能なのか、これは予算が伴うものなので、

そういったことも含めて、少しそのあたりはまた事務局に整理をし

てもらいながら、新たなこういった提案をして進めていくという話

で、今回はまとめていきたいと思う。 

        ◎） 学校の窓口の中で、不登校の親の相談窓口っていうのはあるのか。 

        ⇒） 直接の窓口は設けていないが、やはり直接相談があるのは担任に

なるかと思う。その担任が、生徒指導の担当職員や管理職、それと

相談員、スクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーに

繋いでいくという形になっている。 

        ◎） そこあたりの改善っていうのは、学校自身っていうのもちょっと

考え方を変えたほうがいいんじゃないかと思う。というのは、段階

的に担当がいるからって言って踏み込んでいくんじゃなくて、やっ

ぱり親っていうのは、子どもが不登校になったら、やっぱり学校は

敷居が高いところになってしまう。ある面ではやっぱり相談しにく

い部分っていうのもあるかと思う。親の心のケアっていうのもして

あげないと、子どもと一緒に沈み込んでしまってて、浮上すること

っていうのを何か忘れているような、そんな感じがする。そういう

対策をとってもらえると、また違った一面が出てくるんじゃないか

と思う。 

        ⇒） 実は先ほど報告した 10月 17日のアウトリーチ懇談会についても、

今委員の言われたことについて、様々な意見をいただいている。例

えば親が精神的に悩んでいるとか、そのおかげで子どもが深夜まで

ゲームをしていて、ゲーム依存症になり、放課後のデイサービスの

ショートステイに繋いだとか。もちろんそれはスクールソーシャル

ワーカーと保護者との面談で発覚したような内容である。また、他
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の委員からは、やはり保護者が子どもの登校を諦めてしまうケース

が多いとか。それと保護者がその相談機関を知らない。そういうも

のもあるんではないかと。それともう一つ、オアシス教室は学校に

復帰するのを目指している機関なので、それに合わない生徒もい

る。そういうことも保護者も知らないのではないかと。保護者の対

応についても様々な意見をいただいたところであるので、今委員の

言われたようなことも含めて、今後幅広く検討していく必要がある

と考えている。 

        ◎） 以前だったらこういう問題があるから、学校にこういうことをし

てもらおうという発想だったと思う。今そういう時代ではない。や

っぱり、学校教育だけでなく福祉とも連携をしたり、今回のアウト

リーチ懇談会も福祉の部分、児童相談所とか、そういったいろんな

関係機関の人達に集まってもらって情報共有するということなの

で、やはり、特に家庭の話になってくると、これは学校教育の範疇

を超えてしまっているところはたくさんあるので、どう連携してい

くかっていうことは非常に大事なことだろうなと思う。だから、こ

のことで、学校自体が学校の本来の機能を無くしていかないよう

に、我々はコントロールしていかないといけないのかなと思ってい

るので、そこを視野に入れながら、先ほど言ったことも進めていく

ということで、今日はまとめておきたいと思う。 

 

◎ その他 

 ◆延岡市の文化財、市史だより、城山かぐらまつりについて（文化財・市史編さん課） 

  ● 改訂した冊子「延岡市の文化財」、「市史だより第２号」、１１月１３日（日）開

催予定の「城山かぐらまつり」について説明があった。 

   

◆令和５年の成人式（はたちの成人式）について（社会教育課） 

  ● １月８日（日）に開催予定の「はたちの成人式」について説明があった。 

 

 ◆１１月定例教育委員会の日程について（総務課） 

  ● １１月定例教育委員会については、１１月２４日（木）の１３時３０分から、災

害対策本部室で開催する。 

 

◎ 閉 会 

    澤野教育長が閉会を宣し、終了した。 （１４：５０） 

 


