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平成 29年度第２回倉吉市総合教育会議 会議録 

 

 

１ 日  時   平成 30年１月 29日（月）午後３時 00分 

 

２ 場  所   市民応接室 

 

３ 出 席 者   石田市長 

         福井教育長 

         仲田委員    福井委員 

         髙橋委員 

         中部ハートフルスペース 生田支援員  

         中部子ども支援センター 松島所長 

 

 

 

会  議  の  経  過 

 

１ 開  会   午後３時 00分 

 

２ 市長あいさつ 

みなさんこんにちは。 

本日は、第２回総合教育会議にお集まりいただき、ありがとうございます。今日は、適正

配置と不登校問題ということで、適正配置はなかなか進みませんけれども、重要な課題であ

りますので、しっかりと努力をしていきたいと思っております。不登校問題は、かねてから

数値的に見ますと高止まりしている状況にあるのかなと思っております。非常に重要な課題

だと認識しておりますので、本日おいでいただいたみなさんのご意見も踏まえて取り組みを

進めていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

３ 教育長あいさつ 

お忙しい日程の中で、市長におかれましては 2月の議会を始め、当初予算の成立に向けて

の予算組みの最中に本当にありがとうございました。 

先ほどもありましたように、倉吉市の教育委員会として、今一番課題となっているのは、

適正配置問題、そして不登校の問題で、この 2点に絞ってお話をさせていただければと思っ

ております。不登校に関しましては、中部子ども支援センター、卒業した後の中部ハートフ

ルスペースの方にも来ていただいておりますので、有意義な方策を見つけていければと思っ

ております。どうぞよろしくお願いします。 
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４ 協議事項 

(1)倉吉市立小・中学校の適正配置等について 

学校教育課長 （資料に沿って説明） 

石田市長 灘手は新学期になったら選ぶことができる、ということではないですか。 

学校教育課長 保護者の代表の方にも出ていただいて、保育所、小学校にも出ていただい

て、何とか 1 名をお願いしたのですが、なかなか決まらないということで話

がございましたので、そういったことをこの間の協議会委員さんに説明をさ

せていただいたところ、1名がなかなか決まらないのであれば、4名でも協議

会立ち上げに了承をしていただいたらいいのではないかといわれました。 

石田市長 PTAを外してもいいということですか。例えば PTA1人だと出られないが、2

人だったら、というようなことはだめですか。 

学校教育課長 今のところ、1名の方は了承いただいております。 

福井教育長 小学校の PTA のところ、それから未満のところで出てもらったらという話

をしていて、小学校のところでは入ってもらっているのですが、保育所の方

がまだです。ですから、教育委員会としては、枠の中で 2 名だったらいいわ

けですから、小学校だけでもかまわないでしょうし、それはこれから話をし

ながらです。ですから、こちらは立ち上がりそうだということです。 

石田市長 ここだけでも立ち上げてもらったらいいですね。 

福井教育長 灘手の保護者の方なのですが、教育委員会に電話がありまして、「進学する

のに 3 名しかいないので心配です。この統合の話はどうなっていますか。早

くしてほしいです」という声もありました。そういった現実の話をさせてい

ただかないといけないのではないかなと思っております。 

それから、各校持ち寄って、まだきていらっしゃらなかった灘手、高城、

北谷に話をしました。上小鴨にも出向いて話をしなければならないなと思っ

ております。高城も動かないことはないと思います。動きそうではあります。 

北谷は少し、とらえ違いがありまして、直接会って認識違いのところをだ

いぶ議論しました。 

石田市長 修正できましたか。 

福井教育長 教育委員会に持ち帰って、教育委員会で要綱を決めておりますので、これ

について諮りました。教育委員会としては、5人のメンバーは、地域、学校、

保護者、この枠を決めている。それを全部任せてほしい、というご意見でし

た。しかし、教育委員としては、地域の人ばかりではいけませんよ、学校を

構成するには、学校長の意見もいるし、保護者の意見もいる。それがもし、

そこの意見を挙げてもらえるようなメンバー構成であればいいでしょうとい

うことで、話をしましょうとなりました。 

石田市長 1人のところを 2人にしてくれというのなら、議論ができるのだけれども、

分野はある程度確保してほしい。 

福井教育長 そこで、また話をしていきたいと思います。 
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石田市長 1グループでも議論が進んでくれば、また違ってくるかなとは思います。 

福井教育長 上小鴨については、逆に教育委員会が指定するということもできるかとは

思います。 

石田市長 それはまた、大変なのではありませんか。 

委  員 上小鴨の認識は、協議会を立ち上げたら絶対に 1つになるというものです。

そうではないのですよとはいうのですが、どうもそこは認識の違いです。 

ですが、保護者はそうは思われていない。保護者の方はたくさんの子ども

たちと関わらせたいと思っておられるようですが、やはり上の方の意見が強

い雰囲気なのかなと思います。アンケートを見るとそうです。 

石田市長 灘手の話もそうなのだろうと思います。親御さんにしてみると、できるだ

け大勢の中で学校生活を送らせてやりたいと思っておられると思います。 

それでも、その方向に少しずつ進んでいくのかなと思います。 

福井教育長 引き続き、粘り強くやっていくしかないのかなと思っております。 

 

(2)不登校問題について 

石田市長 それでは続いて、不登校の問題について、関係者にもお出でいただいてお

りますので、よろしくお願いします。 

学校教育課長 （資料に沿って説明） 

松島所長 （センター利用の子どもたちの現状とセンターの取り組みを説明） 

生田支援員 （施設利用の子どもたちの現状と支援員の活動状況を説明） 

石田市長 合同説明会というのがあったようですね。 

生田支援員 なかなか周知ができていない、本当に必要な方がどこに相談に行けばわか

らないということがありました。いろいろな形で周知しているつもりなので

すが、チラシや声が届かないということがあって、こういったことをやろう

と計画していただいたのですが、大雪のために駐車場も入れないということ

になって２月３日に延期しました。 

石田市長 様子を聞かせていただこうかなと思ったのですが。 

生田支援員 希望者が 50～60人あると聞いておりましたので、保護者だけでなく、関係

者、カウンセラーさんなどたくさんの方から行ってみたいと聞いておりまし

た。 

松島所長 中部子ども支援センターの相談件数は年 70～80 件ありますが、その中の 2

割が毎日通級してきているという状況です。そのうちの３割から５割が中学

校３年生です。その中学校３年生の進路をどうするかという課題が、ずっと

ありまして、センターの 10時から３時という日程の中で、個々の生徒たちが

上手に使いながら、県立や私立を含め、自分で選択して進学している。平成

19 年から今まで、そういう子どもたちは閉じこもっていなくて、社会的自立

をしている。高校３年間もクリアしていて、中退がありません。そういう意

味では、一区間は休んだけれども、それをバネにしてくれているのだなと思
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います。長い子は小学校６年生頃から休んでいて、１５の春を迎えたころか

らきちんと歩めている、そういう関わりが大切なのではないかと思います。

高校を中退したり、１５の春を迎えてもまだ居場所がないお子さんがありま

す。 

福井教育長 やはり、うれしいのは、センターを経験した子が次の人生の時に失敗しな

いで立ち向かっていける力を与えてもらっているということは大きいなと思

います。たまたま、小中はなんとかしてきたのだけれども、高校のあたりで

ドロップアウトしてしまったということもあります。 

できれば、そういったことがなく、学校の中で前に飛び出してほしいのだ

けれども、なかなかそうならないということです。 

委  員 問題は、学校が少ない人数だとその中で自分の居場所を作ることが難しい

ということがあると思うのです。私の娘もお世話になったのですが、支援セ

ンターにしばらく行かせていただいたのですが、少人数の小学校であったの

で、顔を合わせたくない子がいても必ず合わせてしまう。どこに行ってもそ

こに存在するのが耐えられないというのがあって、せめて２クラスあれば、

クラスを分けるなりなんなりできるのですが、それができない小さい学校で

すといやでも顔を合わせる。それが嫌で行けないということがあります。本

来ならば、学校の中で居場所づくりができれば、ベストなのだけれども、そ

れができない場合は支援センターなど、どこか別のところに居場所を作って

いただくと子どもたちも少し休んで、自分を取り戻す場ができるということ

です。 

今は、図書室や図書館もそういった場所になっている。学校も小さいとこ

ろでそういったことが無理なところは、支援センターなどを使って子どもが

ちょっと一休みして、別の大人と会う場所も作れると自分を少しずつ取り戻

していけると思います。親の方も学校だけだと、対先生となってしまいます

が、支援センターやスクールソーシャルワーカーの方がおられるとワンクッ

ションおけるということで親の方も気持ちの整理のつけ方を教えていただけ

ました。中部子ども支援センターやハートフルスペースは本当に大事な場所

だなと思いますし、どんどんそういう存在を知っていただいて、少しでも心

配なことがあった時は、気楽に行けるようになればいいなと思います。 

支援センターもお忙しい保護者さんですと連れていくのが大変ですね。行

かせたい子どもさんがいてもなかなか行かせられない方もおられると思うの

で、そういった方への手当てが何とかできないかと思うのですが、子どもの

居場所はできるだけたくさん作って、合う、合わないがあるので、その中で

自分に合った場所を見つけて通うと少しずつでも行けるようになると思うの

でそういう場所は確保していただきたいです。 

お話でもあったように、生活習慣はやはり大事だなと思います。高校生の

子どもさんの話を聴くのに、朝が起きられないといわれます。その方は病気
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の関係もあるので、無理は言えないが、朝がなかなか起きられないし、朝ご

飯が食べられない。小さい時からあったので、生活のリズムに乗って行けな

いと学校にも行けなくなってしまう。小学校、中学校に上がって問題が起き

てからではなくて、小さい時から親御さんも一緒になって毎日の生活習慣を

大切にする。親が生活習慣を当たり前のようにできないと子どもにも伝えて

いけない。問題が起きてからではなく、親になった時から気をつけないとい

けないと思います。私も子どもが学校に行けなくなった時に、一番心がけた

のは、朝普通に起きて朝ご飯を食べて、みんなが登校する時間には身支度が

できて、授業が始まるのと同じように勉強するように言いました。そうして

いくことで生活リズムが崩れずに済んだということです。支援センターに行

かずに家にいても、学校に行っているリズムを作るということを心がけたと

いうことがありました。そういう意味では学校に戻りやすかったと思います。 

親の方が、生活リズムの大切さを考える。親も大変ですので、親も相談で

きる場をきちんと確保していただきたいです。ただ、行けないのをどうした

らいいかだけではなくて、周りの環境整備もきちんとしていかなければいけ

ないと思います。そういった施設があるということを、周りの皆さんにどん

どん伝えていっていただければと思います。 

福井教育長 中学校の長期欠席生徒の不登校の数は変化があるのですが、実際には長期

の欠席のところを不登校ではなくその他のところに入れているのがありま

す。ただ、これだけ長期欠席が常にあるというのは、どういうことかと思い

ます。その辺は少し甘くなっているのではないか、もっと鍛えなければいけ

ないのではないかと思ってしまいます。 

委  員 PTA会長をしていて、そんなにたくさん欠席があったとは思わなかったけれ

ども、先生に聞くと２名欠席、３名欠席ありますといわれる。見たら出現率

がすごく高い。小学校もちょこちょこ出ている。少しの風邪でも保護者が行

かなくていいと休ませてしまう。少し甘いのかなというのは感じています。

やはり保護者の意識も変えていかなくてはいけないのかなと思います。子ど

もたちだけでなく、保護者もしっかりしていかなければいけない。 

福井教育長 そういった意味では、西中校区を重点校にしたのですが、トータルとして

の数は変わっていないのだけれどもそのあたりを説明してください。 

学校教育課 
指導主事 （資料に基づき重点校の取り組みを説明） 

福井教育長 不登校予備軍を抑えているというのはあります。 

石田市長 29日以下の数が減ってきていますね。 

福井教育長 重点校を定めたことによって、学校の危機意識も高まったということも確

かにあると思います。 

石田市長 平成 28年度の小学校の長期欠席者は地震の影響によるものが大きいとある

けれども、平成 29年度は納まったのでしょうか。中学生は増えていないので
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すが。 

学校教育課 
指導主事 中学生はそれほど大きな影響が出ていません。小学生は幼いため、地震で

恐ろしかったということが記憶に残りやすいのではないかと思います。 

福井教育長 中学校は、逆に不登校の子どもたちが一時的に学校に出てくるようになり

ました。ところが、だんだんと落ち着くに従って、また休むようになりまし

た。 

石田市長 危機感が自覚を促すということかもしれません。 

福井教育長 学校評議会でもそのような話をしました。 

学校教育課 
指導主事 小学校によっては、地震が起きた１年後にいろいろなイベントがあったの

ですが、子どもたちによっては 10 月 21 日の怖かったというあの時の記憶を

思い出す子がいるかもしれないので、アンケートやスクールカウンセラーさ

んなどによる支援等をされた学校もありました。 

福井教育長 支援センターに行かれている子で生活リズムが大事だということがあっ

て、保育園と小学校との連携事業の中で、昨年から取り組んでいるのですが、

保護者に向けて、小学校へはこのようにつながっていくのですよというパン

フレットを幼児教育研究会で作っていただきました。これから入学するのに

ちょうどいいガイダンスになるのではないかと思いますが、この中にも生活

リズム、学びのリズム、人間関係づくりなどが出てきているので、このあた

りも保護者の皆さんに理解をしていただくことによって、少しでも手が打て

ないかなと思っているところです。 

委  員 ちょっと気になったのが、15日～29日の長期欠席のところで、学校として

の保護者との関わり方はどのような感じなのでしょうか。結構大切な関わり

方ではないかと思っているのですが。 

学校教育課 
指導主事 学校には、家庭訪問を密にしていただいております。その時に、子どもに

会える場合と、会えない場合があると思うのですが、会えない場合に子ども

に対して出てきなさいというような強制はしないで、保護者とよくお話をし

て、今学校で起こっていることをお伝えすること、保護者が不安に思ってお

られることを学校の先生に聞いていただいて、それを持ち帰って学校として

はどんなフォローをしていくのかを話をして繋げていくということです。そ

れから、支援会議も行っております。担任と保護者という関係だけではなく

て、管理職の先生、教育相談の先生、関係機関、いろいろな立場の者が集ま

って、そのお子さんが前に進めるためにそれぞれの関係機関で何ができるの

かを話し合う会を定期的に開いています。 

その関係機関と繋ぐときにキーになるのが、スクールソーシャルワーカー

です。学校の先生にはなかなか言えないことも、スクールソーシャルワーカ

ーには本音で話をすることができる場合もありますので関係機関と学校を繋

ぐ役割を担っていただいております。なかなか会えない保護者もいらっしゃ

いますので、家庭訪問は続けて、手紙をポストに入れて、「学校はあなたのこ
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とを想っていますよ」というメッセージを出し続けるという取り組みは続け

ております。 

委  員 何かきっかけがあれば、という気持ちを持つことがあって、先生とうまく

いかなかったり、友達とうまくいかなかったりしても、スクールソーシャル

ワーカーやほかの方と話をしたりして皆さんのところに相談に行くことで違

う感じになって、そういうことも大事なのだなと感じました。 

孫を見ていても、担任の先生がちょっとしたことでも書いてくださってい

るのを見ると、こういうことでも子どもは休まずに頑張れるのだなと感じる

ので、ちょっとした言葉かけなどもう一歩踏み込んだ何かができれば、子ど

もは元気になるのではないかと思いました。 

自分の子どもの時と振り返って、何が違うのだろうと思います。時代とと

もに違うのだけれども、子どもは楽しければ学校に行くのですよね。難しい

問題だなと思います。 

松島所長 子どもが学校に行った方が楽しいという時代から、今はそうではない子ど

もがいるのではないかというのがあります。不登校の子どもたちと関わりな

がら何が違ってきたのかなと思うと、子どもの家庭の中の環境がまず違いま

す。 

子ども部屋に一人遊びが楽しめるものばかりです。漫画やゲームです。前

はテレビがありましたが、今はいろいろなものがあって、家庭の中で楽しめ

ることが多くて、学校はそういうものとは縁がない環境です。 

センターではいろいろなところから来る子どもたちをつなげていかなけれ

ばならない。トランプやカードゲーム、将棋、卓球など人相手の遊びに時間

を費やしていくと、いつの間にか笑顔になってきている。「家によく遊びに来

ています」と保護者の方が言われるのですが、個遊びです。一人一人が自分

だけで本を見ているとか、ゲームをしているとか、そういったことは影響し

ないのかなと思います。 

福井教育長 以前、相談されたのですが、「子どもが遊びに来て静かなものでそーっと上

がってみると一人は漫画を読み、一人はゲームをしている。これで遊んでい

るといえるのでしょうか」と言われました。それが増えているのは事実です。 

松島所長 センターに新しい友達が来たら、必ず一緒に UNO をする。そういうことを

していくと、相手が人間ですから、人対人で遊ぶのです。人対機械ではない

ので、入らない子もあるのですが、自然に入ってきてそこから繋がっていく。

遊びの形が変わってきているのではないかなと強く感じることがあります。 

委  員 今、おっしゃったように、家庭環境や社会が変わってきているので一概に

は言えないかもしれないけれども、学校で勉強はそんなによくないけれども、

運動で頑張って自分がその時にすごく喜びを感じるとか、絵が得意であれば

絵で頑張った自分が表現できるとか、今は何でも一番でなければいけないと

いうような感じがしますが、もちろん勉強も大切なのだけれども、何か一つ
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頑張れるものがある子はやはり強いと思う。 

昔は勉強があまり良くなくても運動会で元気に動いている子をよく見まし

たけれども、今は運動会では、同じタイムの人が走るとか前と全然違う感じ

になっているので、そういうところもあるのかなと思います。自分が一番に

なれるもの、楽しめるものというのが意外と今は少なくなっているのかなと

思います。 

委  員 学校の中で子どもたちが聞いてきたことを話しているのをきくと、学校が

求めているものとか先生が求めているものとか決まりきった形があって、そ

れに合わせなければいけない、みたいに感じていることがありました。例え

ば何か問題があった時に、子どもたちは自分がどう思ったのかを書かせられ

た。「こう書いておけば先生は OK だ」と子どもは言いました。ある意味子ど

もはわかっていて、先生や親の求めているものはこれだから、こう答えてお

けば問題なしとわかっている子はそんなふうに出す。でも、それができない

子はうまく合わせられなくて外れていくということがあって、多種多様を認

めない世界が学校の中に一つあると苦しくなっていくというのはあると思い

ます。学校は社会であるのだから、いろいろなものがあると思う。自分の家

の中で常識であったものが、学校に行ってみたら常識ではない、そういった

ことを経験する最初の社会が学校であるべきなのに、学校の中で子どもはこ

うあるべき、体育で元気よくするのがあたりまえ、という常識が学校の中で

できてしまっているという現状もあるのかなと思います。その中で、苦しく

なる子は行きづらくなる。なぜそうできないか、という先生の方が固まった

考えがあると、そうできない子どもを追い詰めることがあるのではないかと

思ったことがあります。学校は多種多様な考えの人が集まるところで、いろ

いろな考え方がぶつかり合うところだということで、今は変わってきたので

すが、自分の言ったことが否定されることもあるし、受け入れてもらえない

こともあるという多種多様なことが混ざり合うところにしていかないと自分

を活かしていけないということが必ず出てくると思います。 

学校教育課長 今、言われたことを踏まえての取り組みをしているところが総社市で、『だ

れもが行きたくなる学校づくり』プログラムにつきまして、説明させていた

だきます。 

学校教育課 
指導主事 （資料に沿って説明） 

福井教育長 倉吉市も協同学習はしているわけですが、その質的なものはどうなのかと

いうところは改めなければならないところもあるかもしれない。写真にある

雨の日の様子を見て、愕然としました。私が中学の校長であった時に、玄関

先であいさつ運動をやっておりました。その約 30分間に、雨の日はおよそ 50

台の保護者の車が目の前まで生徒を乗せてきました。割合があまりにも多い

ので「500ｍでも歩いて来させてください」と PTA総会でお願いしました。 
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松島所長 支援センターでも保護者の過保護というのが、気になっています。不登校

になるといろいろな理解はいただきたいが、日常の中で、親子のコミュニケ

ーションや大人との会話が気になって仕方がない。人と人とが関わるときの

コミュニケーションの取り方は、例えば「親に送ってもらったときはありが

とうと言うのですよ」と必ずモデルを入れながら指導しています。それから、

センターに来る子どもたちには、自分の荷物は自分で詰めるとか、忘れ物を

しないように自分で準備するとか、指導している。親の方が何気なく子ども

の自立を妨げるような関わりをしておられるようです。 

生田支援員 自分の力で通うことは大事です。寒くても自転車で通う、あるいはバスで

通う、それさえも親が玄関から玄関までというパターンの方が多いので、一

歩強くなるには自分の力で通うことです。ます、子どもさんがバスに乗れな

い。どのバスに乗ってよいかわからない。 

石田市長 親がバスに乗らないからです。私も東京に行くとものすごく歩くのですが、

倉吉に帰ってくると全く歩かないです。親がバスに乗っていないので、子ど

ももバスの乗り方がわからないのです。 

松島所長 センターも子どもをバスに乗せるために、１回目は一緒に乗って練習させ

られます。私自身、一番大事な自立というのは、自分の一日のスケジュール

が立てられることだと思っています。ところが、近年の子どもたちは、朝起

きた時から親がスケジュールを立てる、ある意味子どもたちも犠牲者なので

はないかと思うことがあります。小学校の時は、登校班というのがあって、

それまでに出なければいけないのですが、中学校になったらなくなりますの

で、そこでリズムが崩れるという子もありました。自分の１週間のプランを

立てることが一番できていない。たくさんしなければならないことの中で、

取捨選択ができていない。自分の過ごし方を決めるというのが自立には大事

だと感じました。 

生田支援員 朝のバタバタの時間を保護者も一緒になって見直さなければいけないで

す。世代が進むにつれて、確実に朝起きる時間が遅くなっています。そのた

めに出さなくてもいい手を出してしまう。時間をコントロールできる、段取

りをつける力は生きる力につながると思います。 

福井教育長 子育て十か条に戻ってきますね。 

生田支援員 子育て十か条は本当に大事なことが書かれています。 

これから１年生になられる子どもたちの保護者説明会が２月ごろにありま

すね。その時のワークショップでいろいろやった時に、１番の皆さんの悩み

は、朝の登校班に間に合うか、でした。以前であれば、先生の話がちゃんと

聞けれるのかとか、みんなと仲良くできるかなとかであったのに、変わって

きました。 

石田市長 交通安全で街頭に立っていると、一人ぽつんと歩いている子がいて、登校

班に間に合っていないなと思って見ていました。 
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生田支援員 やっと起きて、学校に行けと言われて出たから、朝ご飯を食べていないと

か、口の中に食べ物がある状態で来るとか、車の後ろでパンを食べながら来

たとか、かなり前からそういった話が出ているくらい全国的にも小学生の不

登校の率が少しずつ上昇してきていて、しかも低学年からです。 

新たな違う波が来るでしょうから、英語が始まって、英語がしゃべるのが

苦手という子は、全く嫌いになってしまうでしょう。15～29 日欠席の不登校

予備軍とか、傾向がある子とか、小学校低学年までに予防的な施策につなげ

ていっていただければなあと思います。 

石田市長 総社市のピアサポートのところを具体的にどんなことをやっているのかを

もう少し詳しく説明してください。 

学校教育課 
指導主事 例えば中学生が母校を訪問して、算数や国語の学習支援をしているという

ようなことがあります。 

松島所長 友達関係で、クラスでトラブルが起きた時に、それを支える仲間を作るな

ど具体的な例がたくさんあります。学級経営の中でトラブルが起こった時に

だれがどのように関わっていくのかということを形作る。ピアというのは、

仲間で支えあうというものです。 

石田市長 福祉などでは、ピアサポートで使うピアは経験者、当事者という意味で使

われています。 

松島所長 同じような仲間という意味ですね。学校の中は、そうではなくてクラスと

いういろいろな子どもがいる中で、１人教室に入りにくい子がいる場合、そ

の子にどのように声をかけることができるかというようなチームを作りま

す。 

石田市長 ピアの形がいろいろあるのですね。 

福井教育長 本来ならば、中学校でグループ分けをしておりますが、それがピアサポー

トそのものにならなければいけないのですが、いまや五人組制度のように管

理されてしまうようなそういうグループになっているとすれば、不登校は出

現します。そこを学校は確認していかないといけない。 

松島所長 班学習ではないです。 

福井教育長 班学習は、よくなるための制度であったのですが、管理の手段になってし

まうと息苦しくなってしまって行けない。そうなっている組はないですかと

学校に問いかけていかなければいけません。 

松島所長 大人の方がそれを設定していくというのではなくて、子どもたちの自発的

な気持ちを引っ張り出していく、支えあうというところが違うところです。

子どもたちが自ら気づきながらサポートしていくということだと思います。 

福井教育長 本当の学級づくりを問われるということです。そこは常に学校に問いかけ

ていかなければいけないところではないかと思います。 

委  員 先生自身がクラスを経営していくために、きっちり組み立てられて、そこ

にはめようとされる先生がおられる。もう少し先生は引いて、子どもたちに
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任せるところがないと子どもたちが自分で考える力もつかないし、何が問題

でどう対処していけばいいのかを子どもたちが気づかないままに、先生が言

ったからするという傾向がここ数年あるのだろうと思います。これからは、

アクティブラーニングといって、自分で問題を見つけてその解決方法はこれ

かなと思うのですが、言われたからする、先生がここは問題だといったから

ここが問題だというように、自分がない。そのまま社会に出て、言われなけ

ればやらない社員ができていくというように全部つながっていくわけです。 

先生は完璧を求めすぎずに、「小学校は失敗するところです」とあいさつで

よくあるのですが、そのままその通りだと思います。以前聞いた話ですが、

事務局という立場で仕事はなにかというと、転ばないようにすることではな

く、一緒に転んでどうして転んだのかを一緒に考えることです、と言われま

した。これは、教育と一緒だなと思ったのですが、失敗させないように管理

することではなくて、失敗したことを糧にして子どもが成長するように、自

分たちで考えられる力、行動する力をどうやってつけるか、そのためには管

理ではなくて、子どもたちにある程度任せないと育たないだろうと思います。

ピアサポートはそういった力をつけるためのものでしょうし、自分たちで気

づかせないといけないと思います。 

福井教育長  総社市の取り組みもいいところがあるので、何が倉吉市で取り入れられる

のか吟味しながらいかないと成功しない。一つには親の、子どもの教育に対

する見方、自立のためにはどうするかです。教育委員会や倉吉市としてどう

していくのかということを実際にはやってもらって、事前に防止するという

のが一つありますが、そうなってしまった子は支援センターやハートフルス

ペースという中でやっていっている。 

できれば、市民からすれば、ハートフルスペースに行ったら支援センター

があって、児童相談所もあって、療育園もあればいい。 

石田市長  児童相談所は同じ場所で改築してしまいましたね。療育園は河北へ移ると

いうことでした。 

福井教育長 いろいろな相談所が一つに集まればいいですね。 

委  員  親としても疲れ切っているところで、あちらこちらで同じ話をしなければ

ならないのは負担なので、ワンストップではないけれども、１か所で気持ち

を吐き出したら全部に話が通じるというのがいいです。 

福井教育長  取り組んでいく方向が一つ見えてきたのではないかとは思います。大きな

課題ですので、頑張っていきたいと思います。 

石田市長  総社市の件も参考にしながらお願いします。ありがとうございました。 

 

 

６ 閉会   午後４時 45分 終了 

   


