
宮崎のこども対策特別委員会



Ⅰ 特別委員会の設置

宮崎のこども対策特別委員会は、平成 年４月臨時県議会において、宮崎のこども対策に25

関する所要の調査活動を行うことを目的に設置されたものです。

Ⅱ 調 査 活 動 の 概 要

現代の子どもをめぐる環境は、核家族化や少子化の進行、都市化による地域の地縁的な関係

の希薄化等の影響によって大きく変化したと言われており、その影響は、地域や家庭が有して

きた教育力や養育力の低下、子どもの生活リズムの乱れ、少年犯罪の多発や低年齢化、児童虐

待の増加といった形で現れていると指摘する声もあります。事実、全国の児童相談所に寄せら

17 34,472 23 59,919れる児童虐待の相談件数は、平成 年度は 件であったものが平成 年度には

件と年々増加している状況にあり、虐待によって児童が命を落とすという痛ましい事件が全国

で後を絶ちません。また、学校におけるいじめ問題や都市部においては保育所の待機児童数が

集中するなど、我が国の子どもや子育てが厳しい状況の中にあることを示す内容の報道が日々

行われています。

本県では、平成 年における合計特殊出生率は と６年連続で全国第２位という高い水23 1.68

準にあったほか、厚生労働省が公表した「保育所関連状況取りまとめ（平成 年４月１日 」24 ）

において、本県の保育園・保育所の待機児童数はゼロであることが報告されています。また、

「全国学力・学習状況調査」を元に、民間のシンクタンクが平成 年度、平成 年度に発表19 22

した『 いい子どもが育つ」都道府県ランキング』において、本県が連続で１位となるなど、本県の「

子ども・子育てをめぐる環境が良好なことを示す指標が発表されています。

しかしながら、一方で、平成 年度には本県の児童虐待にかかる相談が平成 年度（ 件）の23 17 181

約 倍となる 件も寄せられるなど、全国と同様に増加の傾向が見られるといった相反する状2.3 410

況があることから、本県の子ども・子育てをめぐる環境が実際にどうなっているかを把握する

必要があると感じました。あわせて、子どもの成長に応じ、施策に対するニーズは変化してい

きますが、本県において、その成長段階（ ライフステージ ）に応じてきめ細やかな施策の“ ”

展開がなされているかを検証する必要性を感じました。

このような認識のもとで、当委員会では、①宮崎のこどもをめぐる環境に関すること、②宮崎

のこどものライフステージに応じた施策に関することを調査事項に決定し、所要の調査を行って参

りました。

調査に当たっては、県当局からそれぞれ調査事項についての現状や課題、それらに対する施

策等について説明を求めるとともに、宮崎市内で子育て支援活動に活躍される団体との意見交



換や県内外の調査を実施するなど様々な委員会活動を積極的に行ってきました。

県内調査では、児童養護施設のほか、自治体や学校、地域の子育て支援に取り組む企業や社

会福祉法人、認定こども園等を訪問し、調査事項に関する内容について意見交換等を行いまし

た。県外調査では、熊本県が制定した「くまもと家庭教育支援条例」や、名古屋市の児童の一

時保護にかかる「緊急介入班」といった他府県や自治体による先進的な取組を調査したほか、

熊本市にある「医療法人聖粒会慈恵病院」を訪問し、出産や妊娠、子育てに悩む母親の現状に

ついて意見交換等を行いました。また 「杉並区立和田中学校」では、同校が取り組むネット、

ワーク型授業“よのなか科”の取組を調査しました。

これらの活動経過については資料のとおりですが、ここで総括して報告します。

１ 宮崎のこどもをめぐる環境について

（１）増え続ける児童虐待への対応

① 本県における児童虐待の現状について

近年、家庭や地域における教育力の低下や児童虐待に対する社会的認識の広まりを背景

として、全国の児童相談所が対応する児童虐待相談対応件数は急増しており、平成 年24

度には 件（確定値）に上っています。本県においても、平成 年度に 件であ66,701 18 220

った相談対応件数は年々増加しており、平成 度には 件となっていました。24 443

このうち、児童虐待の相談種別としては、身体的虐待が最も多く 件（ ％ 、次161 36.3 ）

いでネグレクトが 件（ ％）となっています。また、被害児童の年齢構成別では０151 34.1

71 16.0 111 25.1 178 40.2～３歳未満が 件（ ％ 、３歳～学齢前が 件（ ％ 、小学生が 件（） ）

279％ と 小学生までの児童の割合が８割を超えています 主たる虐待者の別では実母）、 、 。 （

件、 ％）が最も多く、次に実父（ 件、 ％）となっています。63.0 100 22.6

当委員会が現地調査で訪問した「社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団児童養護施設青島

学園」では、近年、両親がいない等の理由によって入所する児童よりも、虐待を理由に入

所する児童の方が多くなっているという現状をお伺いしました。児童の入所理由の変化に

ついて、川崎久則園長より 「子どもを上手に育てることができない親がいる一方で、そ、

の環境に身を置かざるを得なかった子どもが大人になり 同じような子育てを繰り返す 連、 「

鎖」の側面もあるのではないか 」とお聞きしました。。

② 本県の児童虐待の予防・早期発見・対応に向けた取組

県では、児童虐待の防止に向け、講演会や研修会等の開催やメディア等の活用による啓

発や、専門の電話相談員による通年の相談窓口「子ども・ほほえみダイヤル」の設置とい

った取組のほか、市町村や関係機関との連携強化、相談体制の強化や児童福祉司の増員、

児童虐待通告対応協力員等の配置といった児童相談所の機能充実に取り組んでいます。

また、市町村においても、保育所や学校、警察、児童委員等で構成される要保護児童対

策地域協議会において情報交換や虐待防止対策の推進に取り組んでいるほか、生後４ヶ月



までの乳児のいる全ての家庭を訪問する「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事

業 」や、養育支援が必要な家庭を対象とした「養育支援訪問事業」等の子育て支援施策）

を活用しながら、児童虐待の予防や早期発見・対応の実現に向けた取組を進めています。

県内調査で訪問した「宮崎県中央福祉こどもセンター（中央児童相談所 」では、県内）

全域を対象とした前述の児童相談ダイヤル「子ども・ほほえみダイヤル」を運営している

ほか、児童相談部門の充実や職員の専門性の向上等といった取組を図りながら、複雑多様

化する家庭や児童の問題に対応しています。

同センターの管内（宮崎市）において、平成 年７月、虐待によって児童が亡くなる25

という事案が発生しています。この事案について、同センターから 「市町村の児童相談、

部署や児童相談所に援助が必要な子どもや家庭があることを連絡する“通告”が近隣の住

民等から寄せられなかったため、支援をすることができなかった 」という説明を受けま。

した。

また、同センターからは 「児童の身の安全につながるだけでなく、虐待という悪循環、

を繰り返してしまう保護者への支援のきっかけになるという認識を県民に持ってもらうた

めにも “通告”の重要性を広く啓発する必要がある 」と伺うとともに、児童虐待を繰、 。

り返すような家庭は地域や社会から孤立しているケースが多いことから 「育児にストレ、

スや不安を抱えた家庭の状況を支援機関が把握できるよう、関係機関との連携のもとで体

制を構築する必要がある 」と伺いました。。

③ 児童虐待の防止や児童の安全確保に向けた名古屋市の取組

名古屋市では、平成 年 月に市内で発生した児童虐待による中学２年生の男子児童23 10

25の死亡事案において一時保護を適切に行うことができなかったことへの反省から 平成、

年４月１日に「名古屋市児童を虐待から守る条例」を制定しました。

この条例は、児童を虐待から守ることについての基本理念を定めるほか、関係機関との

間で児童虐待にかかる情報の共有・提供について必要な措置をとることや、児童相談所が

行う児童の安全確認・一時保護の際に、警察や関係機関等が協力に努めることについて規

定しています。

また、同市では、平成 年度に、市内２か所にある児童相談所に「緊急介入班」を創24

設し、担当地区・事案を持たない遊軍部隊的な運用を行うことで、児童の一時保護を迅速

に行うことのできる体制を整備していました。

なお 「緊急介入班」には、愛知県警から派遣された警察官が配属されており、この警、

察官が県警との連絡調整を担うことによって、児童相談所から県警に対する協力・援助の

要請等がしやすくなったと伺いました。また、同市では、定期的に情報交換の場を設ける

など県警との連携の強化に努めており、県警の訓練施設を活用した立入調査の合同訓練の

実施といった取組につなげています。

24同市に２か所ある児童相談所が対応した児童虐待相談対応件数は増加しており 平成、

年度には 件と過去最多を記録しました。このうち、全体の ％にあたる 件の1,532 28.7 439



相談が県警を経由して児童相談所に寄せられていますが、これは、児童がいる家庭での家

庭内暴力（ＤＶ）が警察に通報された場合には、児童が「心理的虐待の環境に置かれてい

る 」という判断がなされ、県警が児童相談所へ通告を行うという体制があることが大き。

く作用しています。

④ 児童虐待の予防・早期発見・対応に向けた提言

本県の各児童相談所では、児童虐待が疑われる事案があれば、地域の民生委員・児童委

員、市町村、福祉こどもセンターなどに相談・通告を行うことを県民に呼びかけています

が、平成 年７月に宮崎市で発生した事案のように、県民に対し、児童虐待の通告の重25

要性が十分に浸透していない状況があることを感じました。児童の命を守るだけでなく、

虐待を繰り返す保護者への支援のきっかけになるという点からも、通告の重要性について

今以上に力を入れて啓発をしていただくことを要望します。

県中央こども福祉センターを訪問した際、虐待の予防や早期発見・対応に向けた体制の

構築を関係機関との連携のもとで進める必要性について伺いました。また、当委員会が調

査を行った名古屋市では、条例の制定や「緊急介入班」といった取組を進めながら、関係

機関との連携強化を図っており、その結果、警察を経由した児童虐待相談対応件数の増加

といった成果を上げていました。本県でも、要保護児童対策地域協議会への支援等を行い

ながら市町村や保育所、学校、警察等といった関係機関との連携に取り組んでいますが、

関係機関が協力して児童虐待の予防と早期発見・対応に取り組めるよう、今以上の連携の

強化を図っていただくことを要望します。

（２）学校のいじめ問題への対応

① 本県における学校のいじめの現状について

滋賀県大津市で発生したいじめによる中学２年生の生徒の自殺を受けて、文部科学省が

平成 年４月１日から９月７日にかけて実施した「いじめ問題に関する緊急調査」によ24

ると、本県のいじめ認知件数は 件であり、調査方法を「いじめられたと感じたり、1,477

いじめを訴えたりしている数も含めて児童生徒が回答を行った数をそのまま計上する」と

いう方法に改めたことで、前年度調査の 件から大幅に増加しています。104

この調査によると、本県のいじめの様態は 「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、、

（ ）」 「 、 （ ）」、いやなことを言われる ％ や 仲間はずれ 集団による無視をされる ％47.2 15.8

「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする（ ％ 」といった12.1 ）

内容が多い状況にありました。

今後、県教育委員会では 「いじめ問題の積極的な実態把握を行う 「いじめられた児、 」、

童生徒の立場に立って認知を行う」という観点から、いじめの認知件数として計上する対

象の範囲を拡大するとともに、同一のアンケートをもとにした県内一斉の「いじめ調査」

を実施しながら、いじめの早期発見、早期解消に向けた取組を推進していきたいとしてい

ます。



② 学校のいじめ問題に対する本県の対応

学校におけるいじめ問題に適切に対応すべく、県教育委員会は次の４つの内容を「基本

的な考え方」として示しています。

１） すべての学校において 「いじめは人の尊厳を犯す卑劣な行為である」という意、

識をすべての教職員がもち、全教育活動を通して 「いじめは絶対に許されない」、

という指導の徹底を図る。

２） いじめは「どの学校でも、どの児童生徒にも起こり得る」問題であるという危機

意識をもって、日々の教育活動に取り組む。

３） いじめの実態把握にあたっては、児童生徒が発する小さなサインを見逃さないよ

うに努めるとともに、全教職員で情報交換を行うなど、組織的な対応を図る。

４） いじめ問題が発生した場合には、いじめられている児童生徒については、学校が

徹底して守り通すという強い姿勢を日頃から示すとともに、いじめられている児童

生徒の立場に立った親身な指導を行う。

これらの考え方に基づき、各学校は、いじめの“未然防止”に向けた取組やアンケート

調査や相談体制の充実等による“早期発見・早期対応 、いじめ問題に学校全体で対応す”

るための“指導体制の確立 “関係機関や保護者等との連携”といった具体的な取組を”、

推進しています。

また、各学校の取組に対し、県教育委員会では、スクールカウンセラーの配置や電話相

談体制「ふれあいコール」の整備のほか 「目安箱サイト」やネットパトロールといった、

インターネット上のトラブル解消を支援するための事業等を実施しながら支援していま

す。

さらに、今年度から 「 いじめ・不登校』のない夢・心を育む学校づくり推進事業」、『

に取り組み、スクールソーシャルワーカーやスクールアシスタントの配置によって各学校

の教育相談体制の充実を図るほか、宮崎県版生徒指導資料を改訂し、教職員の生徒指導に

関する研修の充実を図ることとしています。

学校と地域との連携について、委員より 「学校という閉鎖的な環境がいじめ問題を深、

刻にしている。今、地域のボランティアが学校の教育活動等を支援する“学校支援地域本

部事業”の取組が全国で進められているが、学校に地域が関わることで閉鎖的な環境が世

の中に開かれていくのではないか 」といった意見がありました。。

③ 滋賀県におけるいじめ対策

平成 年 月に滋賀県大津市で発生した中２いじめ自殺事件は、その後、国会におい23 10



ていじめ防止対策推進法が可決されるなど社会に大きな衝撃を与えました。このような中

で、滋賀県は、知事を本部長とした全庁的、部局横断的な取組としての「滋賀県いじめか

ら子どもを守るための対策本部」を平成 年度に設置し、いじめから子どもを守るため24

の“恒久的な対策”についての検討を進めています。

「 」 、 、滋賀県いじめ対策研究チーム会議 は 同対策本部内に設置された有識者会議であり

。 、平成 年５月にこれまでの協議の結果を中間報告書として取りまとめました 同会議は25

報告書の中で、いじめの原因・背景は“多因子”であるとし、地域とのつながりの希薄化

や友達との関係、家族や保護者との関係、虐待といった家庭問題等が様々なストレスとな

っていじめにつながっていることを指摘するとともに、滋賀県におけるいじめ問題への対

応について “子どもの目線”という具体的な対策の方向性を提言しています。、

同県は、こうした議論の結果を平成 年度の施策に反映したほか、関係部局との連携25

の下でいじめ防止対策に取り組むこととしています。また、同県が開催する「子どもによ

る滋賀県いじめ対策チーム会議」において、出席した子ども委員より「周囲や親に心配を

かけたくないので、いじめられていることを誰にも相談できない 」という発言があった。

ことから、学校でも家庭でもない“第三者的な視点”で子どもに寄り添い、いじめ事案の

調整や解決を図る「いじめ問題対応専門員」を県内各地域に配置しています。

④ 学校のいじめ問題への対応に向けた提言

滋賀県の「いじめ対策研究チーム会議」は、いじめ問題の原因や背景は“多因子”であ

り、問題の解決には表面上の事象を指導するだけでは効果が上がらないことを指摘してい

ます。その上で、子どもが置かれた背景まで含めたケアを行うために、専門家や福祉、医

療、司法等との連携した取組を進めることを提言しています。本県でも、各学校における

いじめ問題への対応として、教育委員会や警察、家庭、地域社会等との連携に取り組んで

いますが、滋賀県が指摘するように、いじめ問題の背景に児童虐待やＤＶ等が関係してい

る際の対応など、福祉を所管する部局や専門家との連携が必要な場面があると考えられま

す。本県においても、関係する部局や専門家等とも十分に連携を図りながら、いじめ問題

への対応を進めていただくことを要望します。

また、本県にも各地域に優れた活動を行っている学校支援地域本部がありますが、地域

ボランティアとして活動に参加される方との交流を通じて、子どもたちが多様な集団を経

験できることに加え、地域の中での子どもたちの居場所や活動機会をつくるといった効果

が期待できることから、地域と学校が連携したいじめ防止対策についても検討をお願いし

たいと考えます。

県教育委員会では、いじめ問題の実態把握を積極的に行うため、平成 年度の「いじ24

め問題に関する緊急調査」をもとにした県内一斉の「いじめ調査」を今後実施することと

しています。この調査にあたっては、色々な角度からの対応が可能となるように調査項目

や方法を検討していただくとともに、その結果についても、指導の徹底や危機意識の共有

等に有効と考えますので、効果的な公表の方法を検討していただくよう要望します。



（３）急速に進むネット社会への対応

① 本県におけるインターネット犯罪やネットトラブル等の現状について

パソコンや携帯電話等の爆発的な普及によってインターネットの利用が身近となる中

で、児童がインターネットを利用した犯罪に関わったり、もしくは被害に遭うといった事

案が増加しています。本県でも、平成 年には 人、平成 年は 人の児童が出会い24 13 25 17

系サイトやコミュニティサイトの利用を通じて、児童買春や児童ポルノ、県青少年健全育

成条例違反といった性に関する犯罪等の被害に遭っています。

こうした事案に加え、教育現場ではパソコンや携帯電話を使ったいじめへの対応が求め

られますが、文部科学省が実施した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査」によると、本県では、平成 年度にネット上のいじめが９件報告されており、こ23

の報告件数は年々減少する傾向にあります。また、県教育委員会が設置する「目安箱サイ

ト」に寄せられたいじめに関する情報の投稿件数も、平成 年度の 件から平成 年23 31 24

度には 件へと減少しています。19

県教育委員会では、ネット上のいじめの報告件数が減少した要因の一つとして 「ＬＩ、

ＮＥ 等のソーシャル・ネットワーキング・サービス ＳＮＳ の流行を挙げており 児」 （ ） 、「

童生徒のネットを利用したコミュニケーションが、掲示板等の利用といったオープンな形

態から、ＳＮＳの利用という閉鎖的な環境に移行することで、誹謗中傷といったいじめに

つながる問題が潜在化しているのではないか 」と危惧していました。。

② 本県におけるネットトラブルへの対応、インターネットの適正な利用に向けた取組

インターネットを介したトラブルへの対応として、県教育委員会は情報モラル教育の徹

底について市町村教育委員会や各学校への通知を行ったほか 「ネットトラブル解決時支、

援事業」を実施し 「目安箱サイト」による問題サイトの情報収集やネットによるいじめ、

被害に関する相談への対応、ネットパトロールの実施、関係機関によるネットトラブル対

策会議の開催、児童生徒・保護者・教職員それぞれを対象とした啓発資料の作成といった

取組を進めています。

インターネットの適正な利用に向け、県ではＰＴＡや教職員、青少年育成者等を対象と

した講演会を開催しています。また、各学校では、情報モラルに関する教職員の研修や児

童生徒への指導、新入生説明会やＰＴＡ総会等の場を活用した保護者への啓発活動等を実

施しているほか、県警が主催する非行防止教室やサイバーセキュリティカレッジにおいて

インターネットの危険性やネットトラブルの防止等について啓発を行うなど、県警との連

携に取り組んでいます。さらに、県警では、児童生徒の携帯電話利用環境実態のサンプル

調査を実施し、その結果について教育委員会と情報の共有を図っています。

こういった取組に加え、県や県警では、児童生徒がいる家庭を対象にリーフレットを配

布し、パソコンや携帯電話等といったインターネット端末へのフィルタリング利用の啓発

に取り組んでいるほか、国の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境

の整備等に関する法律」で義務づけられている携帯電話事業者の契約時のフィルタリング



サービスの提供が徹底されていない状況があることから、県警では、携帯電話販売店等を

直接訪問し、法律の義務規定の適用がないスマートフォンも含めたフィルタリングの普及

の徹底についての要請を行っています。

③ 急速に進むネット社会への対応に向けた提言

県では 「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」に基づき、小学校５年生、

から高校２年生の児童生徒がいる家庭や関係機関等を対象に、携帯電話やスマートフォン

へのフィルタリングサービスの利用を啓発するリーフレットを配布しています。しかし、

携帯電話やスマートフォン等の所持や利用は小学校５年生より低年齢化していると考えら

れることから、この啓発についても、利用実態に合わせて実施すべきと考えます。

また、県教育委員会では、児童生徒のインターネット等の利用状況に応じた情報モラル

教育を推進するため、今後、児童生徒や教職員、保護者それぞれを対象とした情報モラル

に関する啓発資料を作成することとしています。そのような資料の活用に加え、各学校に

おいてインターネットの活用や情報モラルの向上に向けた教育をコーディネートできる立

場の教員を位置づけたり、児童生徒がインターネットの利用に対して自主的な判断や問題

意識が持てるような授業や取組を実施するなど、情報モラルやネットリテラシーの向上に

向けた取組の充実を図っていただきたいと考えます。

（４）子育てへの不安感等、親が抱える問題への対応

① 本県の子育て世代の現状について

本県の出生数は平成 年に１万人を割り込むなど年々減少していましたが、平成 年17 23

は 人と近年は増加に転じています。また、本県の合計特殊出生率は 人と、平10,152 1.68

18 2.07成 年以降は全国２位を維持する高い水準にありますが、人口維持に必要とされる

60 164,776人には達していません 加えて 本県の児童のいる世帯数についても 昭和 年の。 、 、

世帯から平成 年には 世帯へと大きく減少しています。22 108,183

平成 年における全国や本県の年齢階級別の労働力率は、男性の労働力率が 歳から22 25

歳までの期間を通じてほぼ一定で推移しているのに対し、女性の労働力は ～ 歳59 30 34

を底として労働力率の低下が見られた後、緩やかに回復するように推移しており、出産や

育児のために一時的に仕事を離れている実態が伺えます。

県では、平成 年度に県内に居住する ～ 代の男女 人を対象とした「結婚20 20 40 3,000

・子育て意識調査」を実施していますが、この調査によると、 ％の人が「子育てに関66.4

する不安や負担を感じる」と回答しており、その不安の内容について 「子育てにお金が、

かかる」と回答した人が ％と最も多く、次いで ％の人が「子どもとの接し方や59.7 42.9

しつけの方法が正しいかという不安がある」と回答しています。



② 家庭における教育力の向上に向けた取組

ア 本県の取組

近年、育児不安やしつけへの自信喪失、無責任な放任といった家庭における教育力・養

、 、 、育力の低下が問題となる中で 県教育委員会では 平成 年度から平成 年度にかけて25 27

新規に「みやざき『親学び』プログラム事業」に取り組んでいます。

初年度となる平成 年度は 「親としての学び」や「親になるための学び」等を体系的25 、

に整理した参加体験型の「みやざき『親学び』プログラム」の開発に取り組み 「小学校、

低学年の子どもを持つ親向け 「小学校高学年・中学生の子どもを持つ親向け 「将来」、 」、

の親世代向け」という３つのプログラムの作成を行っています。また、次年度以降、県内

各地域でプログラムを指導する人材の育成や「親学び」講座の開催を通じて、本県の家庭

における教育力の向上に向けた支援を行っていくこととしています。

イ 県外の取組（熊本県の「くまもと家庭教育支援条例」等）

当委員会では、熊本県庁を訪問し、家庭教育の支援を目的とした条例としては全国初と

なる「くまもと家庭教育支援条例」や同県の家庭教育の支援に向けた取組について調査を

行いました。

平成 年４月１日に施行された「くまもと家庭教育支援条例」は、各家庭で行われる25

家庭教育の自主性を尊重しつつ、県民ぐるみで家庭教育を支えていくことを基本理念とし

て掲げ、その推進のために県が負うべき責務と市町村との連携、保護者や学校、地域、事

業者等に期待される役割について明らかにするとともに、家庭教育の支援に向けて県が取

り組む具体的な施策について定めています。

条例の制定を受け、熊本県では 「くまもと『親の学び』プログラム」の推進に取り組、

んでおり、乳幼児期編、小学生期編、中高生期編のプログラムを通じて保護者に子育ての

ポイントを身近な話題から学んでもらうといった取組を進めるほか、将来の親となる世代

の育成を目的とした次世代編のプログラムの周知に取り組んでいます。

また、同県では、平成 年度に、家族の信頼感やあいさつの習慣化、善悪の区別とい16

った家庭で大切にしてもらいたい９つの条文と各家庭が話し合って記入する「我が家の１

か条」からなる「くまもと家庭教育 か条」を策定し、各家庭における家庭教育の主体10

的な取組の推進を図っています。

ウ 家庭における教育力の向上に向けた提言

「くまもと家庭教育支援条例」の制定を受け、熊本県では 「くまもと『親の学び』プ、

ログラム」を活用しながら、家庭における教育力の向上に取り組んでいます。

本県では、今年度から「みやざき『親学び』プログラム事業」に取り組み 「親として、

の学び」や「親になるための学び」を体系的に整理した参加体験型のプログラムの作成等

を行うこととしていますが、子どもとの接し方やしつけの方法に不安を覚えながら子育て

をしている状況がある中で、そういった不安の解消に向け、就学前の子どもを持つ家庭へ



の支援も必要な視点ではないかと考えます。

また、言葉やあいさつといったコミュニケーション、生活習慣といった人としての基礎

は、乳幼児期からの家庭での生活や家族の触れ合いの中で育まれるものと考えますが、本

県においても、乳幼児期からの一貫した家庭教育の向上が図られるよう、関係部局との連

携を含めて検討していただきたいと考えます。

③ 子育てに不安を感じている親への支援

ア 県内の取組（宮崎県中央福祉こどもセンター、こどもーる、社会福祉法人北方福祉会お

やこの森）

県では、親が子育てをする中で抱えている不安に対応するため、県中央福祉こどもセン

ター（中央児童相談所）内に電話相談窓口「子ども・ほほえみダイヤル」を設置している

ほか、各児童相談所でも育児問題全般に対する相談対応を行っています。県内調査で同セ

ンターの調査を行った際、本県の児童相談の状況について伺いましたが、平成 年度に24

は 件という相談が寄せられており、その内容も児童虐待にかかる相談を含む養護や3,786

保健、障がい、非行、育成など多岐にわたっていました。

県内調査で訪問した延岡市の屋内公園「こどもーる」では、同施設を運営する(株)アレ

ーテライフイノベーションの今井厚子副社長より、母親目線、女性目線という同施設のコ

ンセプトについて 「自分の経験上、子育ての中で母親は色々な我慢をしており、蓄積し、

たストレスは家庭や子どもに向かうことになる。このような施設としたのは、母親が自分

の時間を過ごし、自分を取り戻せる場所を作りたかったから 」と伺いました 「こども。 。

ーる」では、施設のスタッフが見守る中で安心して子どもたちを遊ばせることができ、そ

の間、母親は併設されたカフェスタンドで喫茶やネイル、カラーセラピーを低料金で利用

することができます。

また、同じ延岡市内で子育て支援センター事業に取り組む「社会福祉法人北方福祉会お

やこの森」では、子育て相談や子育て支援スタッフの派遣、保護者を対象とした講座の開

催等に取り組む中で感じることとして 「日中、子どもと二人だけという密室状態の家の、

中に居続ければ、不安や閉塞感がストレスとなって虐待等が誘発されることとなる。おや

この森では、保護者が講座を受けている間、職員等が子どもの面倒を見ることができる。

一時的に親を子育てから離れさせるような仕組みを作ることは重要ではないか 」と話さ。

れていました。

イ 県外の取組（医療法人聖粒会慈恵病院、京都府マザーズジョブカフェ、京都市こどもみ

らい館）

当委員会が訪問した熊本県の「医療法人聖粒会慈恵病院」は、赤ちゃんポスト「こうの

とりのゆりかご」を設置していることで知られていますが、同病院は「ポストは赤ちゃん

“ ” 、 。」の命を守るために選択される 最後の砦 と考えており できれば利用して欲しくない

として 「こうのとりのゆりかご」を利用する前の事前相談に力を入れています。、



同病院が取り組む電話相談窓口「ＳＯＳ赤ちゃんとお母さんの相談窓口」には、妊娠や

出産に対する不安、思いがけない妊娠や中絶など、全国から様々な内容の相談が寄せられ

ており、熊本県や熊本市に設置されている同様の電話相談窓口の利用者が減少する中で、

平成 年度には 件の新規の相談に対応しています。その理由として、同病院から24 1,000

は、 時間の対応が可能なフリーダイヤルの相談窓口であること、匿名による電話相談24

という敷居の低さがあることのほか 「相談を受ける際に、傾聴する、共感する、親身に、

なる、寄り添う、責めないという姿勢を大切にしていることも大きい 」と伺いました。。

京都府では、平成 年８月に“仕事と子育てのワンストップ窓口”として「京都府マ22

ザーズジョブカフェ」を開設し、利用者の置かれた環境やニーズを捉えながら、就労を希

望する女性を対象とした就職相談や職業紹介、各種の講座やセミナーの開催等による就労

支援に取り組んでいます。また、常駐する「ママさんコンシェルジュ」が、働くための子

育て、保育についての相談への対応や保育所等の情報提供等を行うほか 「安心ゆりかご、

サポート」による一時保育を実施しており、同施設の利用者は各種相談や就職活動の際に

無料で利用できるほか、就職が決定した後も１年を限度に一時保育を利用することができ

ます。

さらに、同府では、今年度、父子世帯への対応を含めたひとり親家庭の支援の拡充を図

るため 「京都府ひとり親家庭自立支援センター」を設置し、相談員やキャリアカウンセ、

ラーが就労や子育ての相談、行政サービスの紹介等を行うほか、父子世帯専用の相談窓口

の設置や、男性スタッフによる就労、生活の両面からの支援に取り組んでいます。

「京都市こどもみらい館」では、同市の幼保連携の中心的な役割を担う施設として、就

学前教育の研究事業や市内の幼稚園教諭、保育士の資質向上のための研修事業を実施して

いるほか、未就学児の子育てに限定した相談事業を実施しています。

同館が取り組り組む相談事業は、臨床心理士等による対面相談や京都府医師会や歯科医

師会に依頼して実施する健康相談、ボランティアによる電話相談に加え、来館者の大多数

が利用する館内の遊び場「こども元気ランド」内に相談専門の職員を配置しています。こ

こに簡易的な相談スペースを設置することで、予約制の対面相談等を利用するまでもない

ような利用者が感じているちょっとした不安の解消を図っており、平成 年度には対面24

相談での相談件数 件に次ぐ 件の利用がありました。2,587 1,973

ウ 「子育てネットワークみやざき」との意見交換

当委員会では、宮崎市内の子育て支援団体が組織する「子育てネットワークみやざき」

と意見交換を実施しましたが、それぞれの団体が活動に取り組まれる中で、最近の傾向と

して、たくさんある子育てについての情報に振り回されてしまい、必要な情報を選択でき

ないまま不安に陥っている母親が多いこと、また、母親のコミュニケーション能力の低下

を感じる場面があることから、育児についての不安を自分から相談することもできずに抱

え込んだり、面倒くさがったりする人がいることをお聞きしました。

また、子育て支援団体による様々な支援活動や行政による施策がありながら、それらを



必要としている人に届けることの難しさについて 「一つの問題に対して色々なアプロー、

チをしていかなければ、多くの改善は得られないのではないか 」といった意見や 「時。 、

には支援の場に出てこられないような方の所に直接伺うといった“届ける支援”も重要で

はないか 」といった意見をいただきました。また、県立看護大学の花野典子教授より、。

「行政の支援や様々な支援団体の活動がある中で、それぞれをつなげていくことが重要と

考える。また、母親や子どもが社会とどうつながっていくのかということを見据えて支援

していくことが大事であるし、情報についても漫然と発信するのではなく、どうつなぐか

を考えなければならない 」との意見もいただきました。。

エ 親が子育てに感じる不安の解消に向けた提言

熊本市の「慈恵病院」では、行政が行う相談事業について、時間や料金面で相談者が利

用しやすい体制の整備や、様々な内容の相談に対応できる専門性の高い職員の配置が必要

との意見がありました。また 「京都府マザーズジョブカフェ」や「京都市こどもみらい、

」 、 。館 では 利用者のニーズに細やかに対応することで高い利用実績に結びついていました

本県には「子ども・ほほえみダイヤル」のような相談窓口があり、県も児童相談所の機

能充実に取り組んでいますが、親が抱える子育てへの不安感、負担感の解消に向け、相談

体制や支援の一層の充実を進めていただきたいと考えます。

当委員会の調査を行った中で 「こどもーる」や「おやこの森」では、親が子育てに対、

して感じるストレスへの対応について伺い 「子育てネットワークみやざき」との意見交、

換では行政の施策や子育て支援団体等の活動をネットワーク化する必要があるといった意

見をいただきました。様々な支援や活動がある中でどうすればそれらを末端まで届けるこ

、 、 、とができるかという課題は常にありますが 県に対し 情報を提供する機会や場所の選定

子育て支援団体等との協働など、色々な工夫をしながら、子育てをする親、世帯への支援

に取り組んでいただくことを要望します。

④ 経済的な支援を必要とする子ども・家庭への支援

ア 本県の生活保護の受給、ひとり親家庭の現状

本県における生活保護は、平成 年９月に発生したリーマンショック等の影響を受け20

て急増した後、増加傾向にあったものがここ１年ほどはほぼ横ばいの状況となっており、

平成 年 月現在、世帯数は 世帯、人員数は 人となっています。また、25 10 13,494 17,860

高齢者世帯の受給が生活保護受給世帯のほぼ半数を占めている中で、平成 年度以降は20

厳しい経済情勢を反映し、稼働年齢層を含む「その他世帯」が著しく増加している状況に

あります。

県が実施する「ひとり親世帯生活実態調査」によると、平成 年の本県の母子世帯数24

は 世帯、父子世帯数は 世帯と推定されており、前回調査の平成 年と比較15,675 1,645 19

すると、母子世帯数が増加する一方で父子世帯数は減少しています。ひとり親世帯になる

81.7 81.1 24原因としては 離婚 が母子世帯で ％ 父子世帯で ％と最も高く また 平成、「 」 、 、 、



年の調査では、母子世帯における未婚の母の割合（ ％）が死別の割合（ ％）を初め9.8 7.0

て逆転しています。

職業・生計の状況では、前回調査と比較して母子世帯において常用雇用者の割合が高ま

っているのに対し、父子世帯では常用雇用者の割合の減少が見られます。就労上の問題と

して、母子世帯、父子世帯ともに「給料が安い 「子どものことで休む」ことを挙げる」、

10 15 36.6割合が高くなっています。平均月収では、母子世帯では ～ 万円未満の区分が

％と最も多く、父子世帯では ～ 万円未満の区分が ％と最も多くなっており、15 20 29.3

父子世帯で前回の調査時よりも収入の減少が見られます。

イ 経済的に厳しい状況に置かれている家庭や児童に対する本県の支援

生活保護受給者が増加している状況に対し、県は福祉事務所に就労支援員を配置し、ハ

。 、 、ローワークと連携しながら就労支援に取り組んでいます また ひとり親家庭に対しては

「ひとり親家庭等日常生活支援事業」を通じて、子育てや生活の支援の充実を図るほか、

就業支援や母子寡婦福祉資金の貸付、医療費の負担金の一部助成といった経済的支援を行

っています。

経済的に厳しい状況に置かれている家庭や児童生徒に対する支援として、義務教育の就

学に必要な経費に対する教育扶助や生業扶助としての高等学校等就学費の支給や生活福祉

資金（教育支援資金）の貸付といった社会福祉制度があるほか、市町村が実施する要保護

及び準要保護児童生徒に対する就学援助等があります。こういった支援に加え、県では、

経済的理由により修学が困難な学生又は生徒に対して宮崎県育英資金の貸付を行うほか、

私立高等学校が行う授業料減免に対して補助を行う私立高等学校授業料減免補助金等の実

施によって、生活困窮世帯の学費負担の軽減を図っています。

ウ 「貧困の連鎖」の解消に向けた埼玉県の取組

当委員会が県外調査で訪問した埼玉県では、平成 年度より、生活保護受給者の自立22

支援を図る「生活保護受給者チャレンジ事業（アスポート 」に取り組んでおり 「教育） 、

支援 ・ 就労支援 ・ 住宅支援」の３つの支援をトータルで提供しながら、生活保護受」「 」「

給者の抱える問題の解決にあたっています。

このうち 「教育支援」の取組は、将来の「貧困の連鎖」を断ち切ることを目的として、

実施されており、中学３年生を対象とした無料の学習教室の設置と学習教室への参加を働

きかける訪問指導の２本柱で推進されています。学習教室では、参加する生徒の学力に合

24 17わせ 大学生ボランティアがマンツーマンで学習指導を行っており 平成 年度は県内、 、

か所の学習教室に参加した生徒の ％が高等学校へと進学し、平成 年度の保護世帯に97 21

おける高等学校への進学率 ％と比較して ポイントの改善につながっています。86.9 10

こういった成果を受けて、同県はこの取組を県下一円に拡大することとしており、平成

年度は県の老人福祉施設協議会の協力を得ながら、 か所の学習教室を設置していま25 24

す。また、平成 年度に実施した高等学校の中退調査の結果、保護世帯の生徒の中退率24



が ％と埼玉県全体の県立高等学校の中退率 ％の２倍以上に上っており、その理由6.9 3.1

の大半が学業不振であったことから、新たに高校１年生を対象とした学習教室を７か所で

開催し、生徒の中退防止に取り組んでいます。

エ 経済的な支援を必要とする子ども・家庭への支援に向けた提言

本県の生活保護受給世帯は平成 年のリーマンショックの発生以降、特に、稼働年齢20

層を含む「その他世帯」が増加している状況にあります。

また、本県のひとり親家庭の世帯数は年々増加しており、特に母子世帯における未婚の

母の増加が目立っています。本県では父子世帯が減少している状況にありますが、平均月

収の減少が見られたり、就労上の問題として母子世帯よりも「子どものことで休む」こと

を挙げる率が高いなど、母子世帯とは異なった対応が求められています。

近年 「子どもの貧困」や、親世代の困窮を子どもが引き継いでしまう「貧困の連鎖」、

に対する関心が高まっています。生まれや育ちの境遇に関わらず、子どもたちを健全に育

てていくことは社会の責務であることから、他県の取組も参考にするなど、経済的な支援

を必要とする子ども・家庭への支援の更なる充実を図っていただくことを要望します。

２ 宮崎のこどものライフステージに応じた施策について

（１）次世代育成支援宮崎県行動計画

県では、本県の子どものライフステージに応じた施策を計画的に推進するため、次世代

育成支援対策推進法に基づいた「次世代育成支援宮崎県行動計画」を策定しています。

同計画は 「子どもと子育てをみんなで支え、安心と喜びが広がるみやざきづくり」を、

基本理念と定め、その実現のために 「安心して子どもを生み、育てることを地域や県民、

全体で支え合う社会づくり 「子育てを男女がともに担い、子育ての喜びを実感できる」、

社会づくり 「子どもの人権が尊重され、子どもの生きる力が育まれる社会づくり」と」、

いう３つの基本目標を立てています。

平成 年度から平成 年度までの計画期間の中で、県ではそれぞれの基本目標に基づ22 26

き、妊娠期から乳児期、幼児期、学童期、青年期という本県の子どものそれぞれのライフ

ステージに沿った施策を全庁的に推進しています。

（２）就学前の児童に対する施策

① 本県の就学前児童の状況について

本県における就学前児童数は、ここ５年間は６万人を若干超えて横ばいの状況となって

おり、平成 年度は 人となっています。このうち、幼稚園や保育所及び認定こど25 60,710

も園といった施設を利用する児童の割合は全体の７割程度となっており、増加傾向にあり

ます。保育サービスの利用状況について見てみると、認定こども園（認可外機能部分）や

へき地保育所、認可外保育施設といった施設利用を含む自宅保育等が減少する一方で、幼



稚園や保育所といった施設の利用が年々高まっており、特に０～２歳児の保育所の利用割

合がここ５年間で ポイント増加しています。4.8

県内には、平成 年度、幼稚園が か所、保育所が か所、認定こども園が か25 130 391 36

所あり、施設ごとの利用児童数は、幼稚園が 人、保育所が 人、認定こども10,409 29,602

園（認可外機能部分）が 人で、いずれの施設もここ５年間で増加しています。特に保751

育所の利用児童数の伸びが大きく、全増加数の約６割を占めています。一方、平成 年25

度の保育所の定員は 人で、保育所では定員を上回る児童を受け入れており、保育27,811

所のニーズの高まりに定員増が追いついていない状況にあります。

保育所の利用児童数が増加する中で、平成 年度末における本県の保育士の知事登録23

者数は 人で年々増加しているものの、県内の保育所に勤務する常勤保育士数は横13,325

、 。 、ばいの状況にあり 平成 年 月１日現在で 人となっています 保育の現場では23 10 4,161

非常勤やパートの保育士の配置によって国が定めた保育士の配置基準を満たしながら、児

童数の増加に対応している状況にあります。

② 本県の幼保対策

県では、平成 年８月に「小学校就学前教育の充実のためのアクションプログラム」24

を策定し 「遊びや生活を通した教育・保育の内容の充実支援 「教員・保育士等の資質、 」、

及び専門性の向上支援 「地域の子育て家庭への支援体制の充実支援」の３つのプログ」、

ラムについて総合的な推進を図っています。このプログラムに沿って、県は、小学校就学

前教育に携わる保育者の資質向上に取り組むほか、県内にモデル地域を設定し、幼保小の

円滑な連携・接続のための研究支援を行っています。

、 、 、 、「 」また 県では 保育士の安定的な確保に向け 平成 年度 保育士確保緊急対策事業25

に取り組み、潜在保育士の掘り起こしを行うほか、保育士の確保が進まない要因の一つに

、「 」勤務時間や給与といった処遇面の課題があることから 保育士等処遇改善臨時特例事業

を実施し、保育士の処遇改善に取り組むこととしています。

県内調査を行った日向市の「学校法人財光寺学園認定こども園日向こども園」では、県

北地域で保育士の育成を担っていた短大が閉校したことから、県内の別の大学等との連携

やハローワークを活用しながら保育士の確保に取り組んでいることを伺いました。また、

同園は、平成 年から実施される予定の子ども・子育て支援新制度に対応した幼保連携27

型認定こども園への移行を目指していますが、その職員となる保育教諭については幼稚園

教諭免許状と保育士資格の両方を有することが原則とされていることから、人材確保に向

けた行政の支援について要望がありました。

③ 就学前の児童に対する施策についての提言

当委員会が訪問した「日向こども園」では、認定こども園の認定を契機として、子育て

にかかる講演会や座談会を開催するほか、子育て家庭を対象とした相談対応や情報提供、

一時保育や預かり保育の実施、放課後対策としての学童保育に取り組んでいます。



本県でも、就学前の保育サービスの利用が高まる状況があることから、少子化や核家族

化、地域とのつながりの希薄化を背景として、今後、地域の中で、子どもの教育・保育に

対する経験や知識を有している幼稚園や保育所等の存在感は高まっていくものと考えま

す。県では前述のアクションプログラムを通じ、本県の子どもがどこにいても質の高い教

、 、 、育・保育を受けられるような環境の充実に取り組んでいますが 引き続き 県内の幼稚園

保育所、認定こども園の取組を支援していただくことを要望します。

また、保育の現場では、非常勤やパートの保育士の配置によって、保育士の配置基準を

満たしながら、児童の増加に対応しているという状況があります。保育サービスの質を維

、 。持するためにも 保育士等の人材確保の取組をさらに充実していただくことを要望します

（３ 「キャリア教育 ・ 産業教育」の推進） 」「

① 本県の児童生徒の卒業後の進路について

24 98.2本県の中学生の進学・就職の状況は 平成 年度における高等学校等への進学率が、

％であるのに対し、就職率は ％となっています。0.53

また、高校生の進学・就職の状況は、九州の他県と同様、全国と比較して大学等への進

学率が低く、就職率が高いという傾向にあります。平成 年度における本県の大学等進24

42.4 53.2 29.7学率は ％ 全国 ％ であるのに対し 卒業後に就職を選択する生徒の割合は（ ） 、

％（全国 ％）となっています。なお、残る ％の生徒はビジネス系や医療系、看護17 27.9

系の専門学校に進学しており、その割合は徐々に増えています。

② 本県が取り組む「キャリア教育 ・ 産業教育」」「

ア 本県の「キャリア教育」の現状と課題

県教育委員会では 自立した社会人・職業人の育成を目的として 平成 年１月に 宮、 、 「25

崎県キャリア教育ガイドライン」を作成しています。この中で、小・中・高等学校の連結

を図るための各学校へのキャリア教育推進委員会の設置やキャリア教育推進リーダーの配

置といった「縦」の連携や、学校と企業を結ぶための産学官連携キャリア教育推進事務局

の設置といった学校・地域社会・企業等との連携を図る「横」の連携、ふるさと学習やシ

ンポジウムの開催等による「宮崎県独自の対応」について具体的方策を掲げ、小・中・高

等学校 年間を見通したキャリア教育の推進に取り組んでいます。12

現在、県内の各学校は、進路に関する学習をはじめ、小学校における農業体験や伝統芸

能への取組や中学校における職場体験活動、高等学校におけるインターンシップなど、様

々な形でキャリア教育に取り組んでいます。しかしながら、それぞれの活動に取り組む中

で 「中学校における職場体験活動が一過性の活動になっており、働くことの意義や厳し、

さについて考える体験に結びついていない 「中学校や高等学校で実施している進路に。」、

関する学習が出口指導中心になりがちである 「普通科の高等学校におけるインターン。」、

シップへの生徒参加率が低い 」といったような課題が指摘されています。。

これらの課題に加え、本県の新規高等学校卒業者（平成 年３月卒）の卒業後３年以21



内の離職率（約 ％）の高さが指摘されています（全国 ％ 。41 35.7 ）

イ 本県の「産業教育」の現状と課題

平成 年度における本県の県立高等学校の生徒数は 人で、このうち、普通科系25 23,320

学科の生徒数は 人（ ％ 、産業系学科の生徒数は 人（ ％ 、総合学11,699 50.2 10,529 45.1） ）

科の生徒数は 人（ ％）となっており、普通科系学科と総合学科を含む産業系学1,092 4.7

科の生徒数の比率はほぼ５対５となっています。

本県では、少子化によって学校の存続が難しくなる中でも、産業系学科へのニーズの高

さや地域のバランス等が考慮されており、全県的に多様な産業系学科を配置することで、

県立高等学校における普通科系学科と総合学科を含む産業系学科の定員の比率が維持され

ています。

県立高等学校の産業系学科では、実験・実習の充実と地域に密着した実践的な教育を推

進しており、専門教科・科目を深化させる部活動の奨励や資格取得等への挑戦によって生

徒の専門性を向上させ、高い就職内定率や大学等の上級学校への合格実績の向上等につな

げています。また、産業教育振興会地区連絡会議の開催や職場見学、教職員や生徒を対象

とした専門研修等を通じて企業等とも連携を図るほか、農業系学科におけるフードビジネ

スへの対応や工業系学科における河川の水質検査の実施など、地域や産業界のニーズを踏

まえた取組が行われています。

県教育委員会から、産業教育の推進を図る上で 「科学技術の高度化や地域・産業のニ、

ーズ、産業社会の変化等に対応した専門教育のあり方」や 「社会人・職業人として求め、

られる基本的マナーや基礎学力、勤労観・職業観の向上 「企業が求める資質・能力や」、

生徒の進路志望の多様化への対応 「家庭や地域社会、産業界等と一体となった産業教」、

育の振興」といった課題があるとの説明を受けましたが、委員より 「医療・福祉分野の、

介護職のように、労働者を求める企業のニーズに就労希望者の数が達していない状況があ

る。企業のニーズに応えるような取組の充実が産業教育の中で図れないか 」といった意。

見がありました。

③ 県内の取組（独立行政法人国立高等専門学校機構都城工業高等専門学校、高原町教育委

員会、日向市教育委員会、県立富島高等学校定時制、学校法人聖心ウルスラ学園聖心ウル

スラ学園高等学校）

ア 独立行政法人国立高等専門学校機構都城工業高等専門学校の取組

「独立行政法人国立高等専門学校機構都城工業高等専門学校」では、国内外の第一線で

活躍できる技術者の養成を目的として、５年間の一貫教育の中で実験・実習等を重視した

専門教育を行うとともに、平成 年度にキャリア支援室を設置し、学生の職業観・倫理23

観育成のための支援や就職･進学活動、インターンシップ等に関する支援に取り組んでい

ます。

同校は地域との連携強化に取り組んでおり、学校内に設置された地域連携センターが、



地域文化の醸成や科学技術文化の発展に関心と意欲を持った次世代の育成を目的とした公

開講座や教養講座を開催するほか、地域の小中学校に対して出前実験や出前講義による教

。 、 、 、育支援を実施しています また 都城圏域の人材育成を目的として 平成 年度からは21

同校を核とした沖水地区の小中高専一貫教育を構築するプロジェクトに取り組んでいま

す。

イ 高原町教育委員会の取組

「高原町小中一貫教育」を推進する高原町では、教職員や児童生徒、保護者が一体とな

った取組とするために、平成 年度に「高原こども会議」や「一貫教育保護者部会」を24

設置しています 「高原こども会議」は、子どもたちに高原町のために何ができるのかと。

いうことを自発的に考えてもらう場として設置されており、平成 年度の会議では「あ24

いさ２（つー）運動 「ごみ拾い活動 「ふるさと学習の発信」の実践を決定し、子ど」、 」、

もたちはその周知徹底のために、各学校において標語やポスターを作り、町内にそれらを

貼るといった啓発活動に自発的に取り組んでいます。

このような子どもたちの活動に対し、地域は、学校支援地域本部で行っている登下校時

の安全・見守り活動やふるさと学習の支援に地域ボランティアとして参加することで支援

しており、平成 年度には 「優れた地域による学校支援」活動推進にかかる文部科学大24 、

臣表彰を受けています。

ウ 日向市教育委員会の取組

平成 年７月に教育特区の認定を受けた日向市では 「ひゅうが学校教育プラン」に基17 、

づいた小中一貫教育を推進しています。

同プランでは、日向市について「知る ・ 学ぶ ・ 伝える ・ 未来を考える」という」「 」「 」「

連続的・系統的なふるさと教育の充実や食育の充実に取り組むほか、国際的な貿易港であ

る細島港を有するという同市の立地を踏まえ、英会話教育の実施によるコミュニケーショ

ン能力や国際感覚の醸成、理数教育・ＩＣＴ教育・市内の企業等と連携したキャリア教育

の充実によって確かな学力の定着を図るといった取組を行っています。加えて、道徳教育

や特別支援教育の充実、無言清掃等の実践による豊かな心の育成を図るなど、児童生徒の

将来を見通したきめ細やかな指導に取り組んでいます。

また、同市では、平成 年度、県が実施する「キャリア教育総合推進事業」のモデル25

地域に選定されたことから、日向商工会議所内に日向市キャリア教育支援センターを設置

し、小中一貫教育の９年間を見通したキャリア教育を実施する体制づくりに取り組んでい

ます。

エ 県立富島高等学校定時制の取組

「県立富島高等学校定時制」では、生徒の進路実現に向けて、就職に必要な基礎知識の

修得や資格の取得、あいさつや言葉づかい等のマナー指導に取り組んでいます。



また、部活動や各種検定における上位の資格取得、生徒会活動等に力を入れており、生

徒に活躍の場を与えることで自信を付けさせ、就職に結びつけるという方針のもとで進路

指導を行っています。このほか、アルバイトの勤務実績を教科の単位として認める「実務

代替制度」に加え、卒業までの４年間でガイダンスや進路学習、卒業生による進路講演会

を段階的に実施するなど、生徒に卒業後の進路について考えさせる機会を数多く与えてお

、 、 。り 同校によれば 学年が上がるごとに働くことへの意識が高まっているとのことでした

オ 学校法人聖心ウルスラ学園聖心ウルスラ学園高等学校の取組

「学校法人聖心ウルスラ学園聖心ウルスラ学園高等学校」では、最近の生徒は共通して

自己肯定感が低いと感じられることから、進学、就職への橋渡しのために、心の建て直し

から取り組み、学校生活を通じて、将来への目的意識を持たせることに重点を置いた教育

に取り組んでいます。

同校では、普通科であっても１年生から 種類以上の商業系、工業系等の検定・資格20

「 」 、の取得にチャレンジできるなど 自分に自信と誇りを持つキャリア教育 に取り組むほか

あいさつや容儀、清掃等の基本的な生活習慣の指導や進路ガイダンスの実施、放課後指導

等による私立学校の強みを活かした学力向上やグローバル教育の実施によって、卒業後の

確実な進路決定に結びつけています。

④ 杉並区立和田中学校が取り組む「よのなか科」

当委員会では「杉並区立和田中学校」を訪問し、東京都初の民間登用の校長となった藤

原和博氏が学校改革の中で取り組んだことで知られる「よのなか科」について調査を行い

ました。

「よのなか科」の取組は、子どもの思考力や判断力、表現力を育むことを目的としてお

り、世の中の答えのない課題についてその道のプロに講演してもらい、子どもたちはその

内容について自分なりに考え、意見を出し合いながら、納得できる答えを導き出すという

手法で行われています。現在は、末吉雄二校長によって 「人やお金が自由に行き来する、

グローバル社会において、海外のことも意識的に学ばせる」ことを目的とした授業が行わ

れており、我が国と諸外国との関係について子どもたちに知ってもらいたい事項を中心に

テーマを選定しながら、３年生に対して月２回、１～２年生に対して月１回の頻度で授業

が実施されています。

この取組の成果について、同校より 「社会の動きに対する生きた話を聞くことができ、

るだけでなく、自分なりに“答えの無い課題”に向き合うことで生徒が自信を持つように

なり、学校生活の色々な場面でチャレンジをするようになっている 」との説明がありま。

した。

⑤ 「キャリア教育 ・ 産業教育」の推進に向けた提言」「

当委員会が調査を行った「県立富島高等学校」の定時制教育や「聖心ウルスラ学園高等



学校」では、学校生活や資格取得を通じて、将来の目標意識を高めるようなキャリア教育

が実践されていました。

当委員会の調査の中で、当局より、新規高校卒業者（平成 年３月卒）の卒業後３年21

以内の離職率が約 ％に上るという説明がありましたが、将来の展望が持てないまま、41

目標がはっきり見えていないまま就職をしている現状があるということは放置できない課

題と考えます。将来の進路に向かって、本県の子どもが段階を経ながら目標意識を高める

ことができるよう 「宮崎県キャリア教育ガイドライン」の着実な推進を図っていただき、

たいと考えます。

加えて、本県の県立高等学校の産業系学科では、現在、企業等との連携や地域・産業界

のニーズを踏まえた取組が実施されていますが、一方で、医療・福祉の分野における介護

職のように、労働者を求める企業のニーズに就労希望者の数が達していないというアンマ

ッチの状況もあります。県には、企業や産業界のニーズも踏まえながら、産業教育の推進

を図っていただきたいと考えます。

Ⅲ 結 び

以上、当委員会の１年間の調査内容及び活動について総括して御報告申し上げました。

まず 「宮崎のこどもをめぐる環境」について、児童虐待の防止には何よりも予防と早期の、

発見・対応が重要と考えます。県民に対し、児童虐待の防止に向けた通告の重要性を強く呼び

かけるとともに、関係機関が協力して児童虐待の早期発見と予防に取り組めるように連携の強

化を図っていただくことを要望します。

学校におけるいじめ問題の原因・背景は 地域や家庭 友達 学校から受ける影響など 多、 、 、 、「

面的」であることから、関係する部局や専門家等との連携や、学校支援地域本部の活動といっ

た地域との連携を図りながら、いじめ問題の解決を図っていただきたいと考えます。加えて、

県は今後、県内一斉のいじめ調査を実施することとしていますが、調査の項目や方法、結果の

公表について検討をしていただくことを要望します。

インターネットや携帯電話等の普及によって、児童生徒のインターネット等の利用のあり方

が変化しています。各家庭や学校でのネットリテラシーや情報モラルの向上に向けた取組も含

めて、実情を踏まえた対応を行うことを要望します。

、 、 、 、 、子育てへの不安感 負担感の解消のため 県では 家庭での教育力 養育力の向上に向けて

今年度より「みやざき『親学び』プログラム事業」に取り組むこととしていますが、当委員会

は就学前の児童を持つ家庭に対しても家庭教育を支援する視線を向けるべきだと考えました。

県は、各家庭での自主的な取組を促すような仕組みも取り入れながら、家庭教育の支援を図っ

ていただきたいと考えます。また、県内外の子育て支援にかかる取組について調査する中で感



じたのは、利用者のニーズに細やかに対応しながら支援を行っていることでした。県に対し、

親が抱える子育てへの不安感や負担感の解消に向け、相談体制や支援の充実について要望する

とともに、施策や情報の提供の仕方についても、工夫をお願いしたいと考えます。

本県の生活保護受給世帯やひとり親世帯の数は年々増加の傾向にあり、また、ひとり親世帯

は経済的に厳しい環境の中で子育てを行っている状況にあります。生まれや育ちの境遇に関わ

らず、子どもたちを健全に育てていくことは社会の責務であることから、生活保護受給世帯や

ひとり親世帯への支援のさらなる充実を図っていただきたいと考えます。

次に「宮崎のこどものライフステージに応じた施策について」は、就学前の児童に対する施

策として、幼稚園や保育所といった保育サービスの利用が高まる中で、地域における幼稚園や

保育所等の存在感は今後も高まっていくと考えます。引き続き、県内の幼稚園、保育所、認定

こども園の取組への支援をお願いいたします。また、充実した教育環境、保育環境であるため

には、人材の確保が急務であることは言うまでもありません。人材確保の取組を充実していた

だくことを要望します。

「キャリア教育 「産業教育」の推進にあたって、新規高校卒業者（平成 年３月卒）の」、 21

卒業後３年以内の離職率が約 ％に上る現状があることは放置できません。本県の子どもが41

しっかりと目標設定ができるよう 「宮崎県キャリア教育推進ガイドライン」の着実な推進を、

。 、 、 、お願いしたいと考えます また 産業教育については 企業や産業界のニーズも踏まえながら

さらなる推進を図っていただくことを要望します。

最後になりますが、当委員会が調査を進める中で、子どもの人格や成長に一番大きな影響を

与える存在である親が様々な不安を抱えながら子育てを行っている状況がありました。親が子

育てに抱く不安の解消や児童虐待、学校におけるいじめ問題といった問題の解決に向け、行政

や民間の団体等が様々な施策や支援、活動等に取り組む中で、そういった施策や支援、活動等

を必要とする人、必要と思われる人に対して、どうすれば届けることができるのかを考えさせ

られた調査であったと感じています。

本県の子どもが、家族や地域の中で笑顔でいられるよう、また、将来の夢に向かって着実に

歩を進めることができることを願うとともに、県においても提言を踏まえ、関係部局や各方面

との連携・協働に取り組んでいただくことを要望して、当委員会の報告とします。


