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１ はじめに 
柏崎市は令和２（２０２０）年に市制８０周年を迎えた。これまで柏崎市を支えてきた人や産業、文

化、歴史などを振り返り、柏崎市民としての誇りと愛着を心に刻むとともに、市制９０周年、１００周

年へと続く未来の柏崎市のさらなる発展を目指して歩みを進めている。 
柏崎市の未来を担うのは子どもたちである。以前より柏崎市では「子どもを真ん中」に置いたまちづ

くりを進めており、様々な子育て支援や教育の充実に取り組んできたところである。 
文教厚生常任委員会は、この「子ども」に焦点を当て、子どもを取り巻く環境の整備の観点から市政

を捉え、行政として取り組んでいることと市民の意識や生活の実態とのギャップを小さくし、より効果

的な制度や事業の組み立てにつなげるための調査・研究を行ってきた。その結果について、テーマとし

て掲げてきた「子どもを取り巻く環境の充実」の実現に寄与するべく、提言としてまとめるものである。 
 

（１）テーマ設定の理由 
このテーマは「柏崎市第５次総合計画後期基本計画」の重点戦略でもある。現在柏崎市が置かれてい

る人口減少・少子高齢化問題における切り口の一つとして「子ども」に焦点を当てたとき、子育て、教

育など子どもを取り巻く環境を見直し、充実させることにより、市民の幸福感の増進が図られたり、移

住定住及び交流人口の増加につながるのではないかと考えた。同時に、市民それぞれの実態や思いが

様々であるがために、市の考えとのギャップが大きい領域でもあり、そこを埋めることが柏崎市の未来

を託す子どもたちの健全育成を果たすための重要な課題だと捉え、このテーマを設定した。 
 

（２）テーマの副題と問題意識 
テーマへの取組では大きく２点とし、１点目は「子どもの安全安心は確保されているか（子育て支援）」

の視点から「子どもの貧困対策」、２点目は「様々な状況に置かれた子どもたちの学ぶ機会は確保されて

いるか（学校教育）」の視点から「学校におけるいじめ・不登校対策」に焦点を当てて調査・研究を行う

こととした。 
また、令和４（２０２２）年３月４日に、各委員がそれぞれ調査研究を進めていった過程において抱

いた問題意識を出し合い、共有した。以下に列記する。 
「子どもの貧困対策」については、「本当に困っている人の支援につながっているのか」「対策・対応

からすると、困っている人全てを救いたいという意識が欠けているのではないか」「対象者全員をフォ

ローできる体制になっていないのではないか」「親の収入基準だけでは見えてこない問題を抱えている

子どももいるのではないか」「子どもの貧困を市としてどう捉えているのか見えてこない」「申請先がバ

ラバラで支援メニューが分かりづらい」などが上がった。 
「学校におけるいじめ・不登校対策」については、「なぜいじめがいけないのかを子どもたちが議論

し、真に理解する場がないのではないか」「解決件数が報告されたが解決したと言い切れるのか」「いじ

められていてもＳＯＳを出せない、言いづらい子どももいる」「数値化した報告で終わりがちであり、当

事者にどれだけ寄り添えるか」「いじめの原因や背景を分析し、当事者の心のケアをする必要があるの

ではないか」「カウンセリング等でいじめた側への対応も必要なのではないか」「ふれあいルームにさえ

来ることができなくなった子どももいるのではないか」などが上がった。 
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２ 委員会における取組 
提言に向け、文教厚生常任委員会としては、「担当課からの説明及び質疑」「学校現場の声を聞くため

の教職員との意見交換」「先進的に取り組んでいる自治体への視察」「各委員が進めた調査研究事項につ

いて一般質問等による課題の共有」などを通して調査・研究を深めた。 
 

＜委員会における調査研究活動の経過＞ 
文教厚生常任委員会では、政策提言に向けて、次のように調査研究活動に取り組んできた。 

期  日 活  動 内  容 
令和３（２０２１）年

６月１０日 
本会議（一般質問） 一般質問として研究事項の共有 

９月９日 本会議（一般質問） 一般質問として研究事項の共有 
９月２２日 文教厚生常任委員会 テーマ選定の協議 
１１月１０日 文教厚生常任委員会 １１月１７日の市民との意見交換会に向けた

協議 
１１月１７日 市民との意見交換会 「子育て環境の充実」をテーマに２グループで

意見交換（市民１８名参加） 
（詳細は１９ページ） 

 

 

 

１２月８日 文教厚生常任委員会 市民との意見交換会のまとめ 
１２月９日 本会議（一般質問） 一般質問として研究事項の共有 
１２月１５日 文教厚生常任委員協議会 テーマの取組を協議し、「子どもの貧困」と「い

じめ不登校」の２つを抽出 
令和４（２０２２）年

１月６日 
文教厚生常任委員会 今後のテーマの調査研究の協議 

１月１７日 文教厚生委員協議会 福祉保健部、子ども未来部、教育委員会との質

疑によりテーマ選定を行うとともに、関連する

質疑項目の協議 
１月２０日 議会運営委員会 テーマへの取組のロードマップの説明 
２月１０日 文教厚生常任委員協議会 福祉保健部、子ども未来部、教育委員会の担当

者へのテーマに関する質疑 
２月１７日 文教厚生常任委員協議会 ４月２７日の市民との意見交換会に向け、テー

マ設定を協議し、「子どもたちの学びの保障～

不登校児童・生徒の場合～」と決定した 
３月３日 本会議（代表質問） 代表質問として研究事項の共有 
３月４日 文教厚生常任委員会 ２月１０日に行った当局への質疑を受けての

所感等の協議 

 



3 
 

３月８日 本会議（一般質問） 一般質問として研究事項の共有 
４月５日 ふれあいルームの視察 教育分館３階のふれあいルームの見学と子ど

もの発達支援課長及びスタッフによる現状の

説明、質疑 
４月２２日 文教厚生常任委員会 ４月２７日の市民との意見交換会に向けた協

議 
４月２７日 市民との意見交換会 「子どもたちの学びの保障～不登校児童・生徒

の場合～」をテーマに２グループで意見交換

（市民１１名参加） 
（詳細は１９ページ） 

 

 

 

５月２０日 文教厚生常任委員協議会 市民との意見交換会のまとめについての協議 
６月６日 文教厚生常任委員協議会 テーマの調査研究に向けた意見交換会につい

ての協議 
６月８日 文教厚生常任委員会 行政視察及び７月６日の教職員との意見交換

会の協議 
６月９日 本会議（一般質問） 一般質問として研究事項の共有 
６月１５日 文教厚生常任委員協議会 ７月６日の教職員との意見交換会、行政視察、

１１月に行う市民との意見交換会についての

協議 
７月６日 文教厚生常任委員協議会 柏崎市小中学校生徒指導・教育相談担当者の会

の教職員４人との意見交換 
（詳細は１６ページ） 

 

 

 

７月２６日 文教厚生常任委員協議会 ７月６日の意見交換を受けての所感等及び行

政視察の協議 
８月８日 埼玉県入間市行政視察 ヤングケアラー支援についての調査 

（詳細は２１ページ） 
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８月９日 埼玉県富士見市行政視察 子どもの貧困についての調査 
（詳細は２２ページ） 

 

 

 

８月１０日 長野県須坂市行政視察 いじめ不登校問題についての調査 
        （詳細は２３ページ） 

 

 

 

８月１６日 文教厚生常任委員協議会 行政視察のまとめ及び政策提言のまとめ方に

ついての協議 
９月８日 本会議（一般質問） 一般質問として研究事項の共有 
１０月１４日 文教厚生常任委員協議会 政策提言の取りまとめについての協議 

１１月１７日からの市民との意見交換会に向

けた協議 
１０月１９日 文教厚生常任委員協議会 政策提言の取りまとめについての協議 
１１月１１日 文教厚生常任委員協議会 政策提言の素案についての協議 
１１月１７日・１８

日・２１日・２２日 
市民との意見交換会 「一緒に考える地域の子どものこと～安心し

て子育てできる環境～」をテーマに、市内１１

会場で意見交換（市民４６名参加） 
（詳細は２０ページ） 

 

 

 

１２月２日 文教厚生常任委員会 市民との意見交換会のまとめについての協議 
政策提言の素案についての協議 

１２月６日 文教厚生常任委員会 政策提言の取りまとめについての協議・決定 
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３ 現状と課題 

（１）現状 
①全国の子どもの貧困の状況 

平成３０（２０１８）年「子どもの貧困率」（１７ 歳以下）は１３．５％（２０１５年からマイナ

ス０．４ポイント）となっている。ＯＥＣＤの所得定義の新基準（可処分所得の算出に用いる拠出金

の中に、新たに自動車税等及び企業年金を追加）に基づき算出した「子どもの貧困率」は１４．０％

となっている。（図１３） 
出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」（２０１９年） 
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②全国、新潟県、柏崎市の学校におけるいじめ・不登校の現状 
令和３（２０２１）年度 柏崎市立小中学校における「いじめ・不登校」状況。 
柏崎市、新潟県、全国の数値は、文部科学省：児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸課題に関する

調査。新潟県、全国の数値は、２０２１年１０月時点。 
出典：柏崎市 教育委員会（令和４（２０２２）年１０月１８日） 

 

＜いじめの状況＞ 
 

 

 

 

 

小・中学校におけるいじめ認知件数は、全国、新潟県、柏崎市とも増加傾向にある。 
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＜不登校の状況＞ 
 

 
 

 
 

小・中学校における不登校発生率は、全国、新潟県、柏崎市とも増加傾向にある。 
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（２）現状から見える解決すべき課題 
国や県、柏崎市の現状を見たとき、数値として明確に示されたものの受け止め方及び市が公として踏

み込まずにいること、市民が必要としていることを合わせ見て、市としてどこまで踏み出せるのかを考

えたとき、その解決に向けての視点として委員会として調査研究した事項を課題としてまとめた。 
 

＜子どもの貧困対策＞ 
①見えない、見えにくい貧困家庭への対応 
②子どもの社会的自立までの切れ目のない支援 
③貧困の連鎖解消のための取組 
 

＜学校におけるいじめ・不登校対策＞ 
①官民連携による支援組織体制の強化 
②いじめのない学校づくり 
③不登校児童・生徒を生まない学校づくり 

 

この課題ごとに、以下に提言として記していく。 
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４ 政策提言 

（１）子どもの貧困対策 
今年度子どもの貧困実態調査を実施し、その結果を分析することにより柏崎市における子どもの貧困

の状況がある程度明らかになってくると思われる。調査結果を全国の数値と比較して支援対策を検討す

るというのではなく、現に貧困状況にある人々に市が本気になって向き合おうしていることは大変評価

できる。この調査の分析により実効性ある支援策の構築を進め、刻々と変化する社会情勢の中で子ども

を持つ家庭の生活状況について、継続した調査を行いながら、これまでの取組の評価・見直しを図るべ

きである。 
以下、子どもに関すること及び保護者・家庭に関することにそれぞれ視点を当てた調査研究を踏まえ、

提言をまとめた。 

 

【提言１】 

組織体制の強化により、見えない貧困、見えにくい貧困家庭への支援を拡充

すること 

 

＜提言の背景＞ 
日本では「子育ては親の責任」や「貧困は努力不足」という意識を持つ人が少なくないため、周りの

目を気にして相談できない人が一定数いると考えられる。また、家庭の事情として、ある程度収入があ

っても介護や入院に多額の費用が掛かり、家計に回せるお金がわずかしかない家庭もあると思われる。

昨今、そのような見えない、あるいは見えにくい貧困状態にある家庭への支援の必要性は高まっている。 
子どもの貧困に対する相談窓口として子育て世代包括支援センターの職員の専門性及び資質の向上

を図ると同時に、必要となる人員の確保と適正配置が必要と考える。相談に来る人の状況把握はもちろ

んだが、民生委員、学校関係者などからの情報を適切に整理し、組織として情報共有を図り、アウトリ

ーチ型支援を行うなど即時対応していくための体制強化が必要と考えるところである。 
また、ヤングケアラーの存在数は、調査対象者や方法により増減するものと考えられ、柏崎市におけ

る１２名というものは実態把握として総数と言うには信頼性に不安が残るところである。そのヤングケ

アラーをはじめ、多重に困難を抱える世帯へのアウトリーチ型支援やプッシュ型支援の更なる強化が求

められる。 
子どもの貧困の解消につながる親への就労支援、これは生活困窮者自立支援事業で取り組んでいるこ

とではあるが、その確実な就労が図られるように、他機関との連携をはじめ、一層の強化が必要と考え

る。 
来年度から試行として行う重層型支援事業として、子どもの貧困にも関わる相談があった場合の子育

て世代包括支援センターとの連携体制を想定した窓口対応、その後の情報共有方法などについての準備

が必要と考える。 
子どもの貧困の支援とはいうが、それのみが問題になっている家庭だけとは限らない、複合的に困り

ごとが重なり、まさに重層的支援の対象として相談を進めるうちに子どもの存在が分かり、子育てに関

して経済的支援も必要であることが明らかになるケースも考えられる。親自身が困難を感じ相談に来る
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場合でも、民生委員・児童委員やその他周囲から働きかけられて相談にくる場合でも、主訴によってど

この窓口に行けばいいのかが明確にわかるような広報をし、その周知を図ることが、柏崎市においては、

相談や手続きの窓口を一元化するよりも効率的だと考える。 
 

＜具体的施策の提案＞ 
・重層的支援の体制強化 
・ヤングケアラーの実態調査・把握及び支援強化 
・多重に困難を抱える世帯へのアウトリーチ型支援の強化 
・貧困からの脱却につながる保護者への就労支援の強化 
・社会福祉協議会をはじめ、民間団体や事業所との連携の強化 
・人員の増員を含め、専門職員の確保と適正配置を始めとする組織力の強化 

 

【提言２】 

親の妊娠・出産から子どもの社会的自立までの切れ目のない支援を強化する

こと 

 

＜提言の背景＞ 
妊娠・出産から子育てに至るまでの間、切れ目のない支援をすることは柏崎市では以前から取り組ん

でいることである。その中において、貧困に悩み苦しんでいる家庭に寄り添い、子どもが就学後から社

会的自立を果たすまでの間、その家庭の経済状況等が好転しないのであれば、支援を継続する必要があ

る。広報活動により、子どもの年齢や困りごとの内容に即した相談窓口の周知を徹底し、適切な対応を

早期に相談できる環境整備に努める必要がある。 
子どもの貧困への対応は、障がい児の支援と同様にカルテによる引継書を作成したりすることにより、

家庭やその子どもについての連携体制、医療面・教育面・保健福祉面などがどの程度であるのかを常に

把握できるようにしておく必要があると考える。 
また、現在は子どもの貧困についての広報が十分とはいえず、市民の中にもその存在数や実態を過小

評価している人も少なくないと思われる。そのため、適切な支援を求めにくい雰囲気ができ、支援が必

要な人の相談に踏み出す一歩を阻害している可能性がある。そのような状況を改善すべく、広報活動を

より強化する必要がある。 
 

＜具体的施策の提案＞ 
・医療機関、教育機関、保健・福祉関係機関との連携の強化 
・子どもの貧困の実態およびその支援制度に関する情報の広報と周知の強化 
・簡潔で分かりやすく、相談したり利用しやすい支援メニューの整備と情報発信の促進 
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【提言３】 

貧困の連鎖を断ち切るための教育支援、生活の安定に資する経済的支援を強

化・充実させること 

 

＜提言の背景＞ 
貧困の連鎖を断ち切る一番効果的な方策は子どもへの教育支援と考える。義務教育で培われる知識技

能、生きる力という学力だけではなく、本人が希望するのであれば高校卒業の資格取得までの学びの機

会を保障することが望ましいと考える。つまり、最低限子どもが高校卒業までの期間、その家庭への支

援を継続させる必要がある。現在、生活困窮者自立支援事業として、一人親世帯を含め、行っている学

習支援事業の更なる拡充を期待するところである。 
教育支援というと学校との連携が不可欠と考える。【提言１】でも記したが、ヤングケアラーともいえ

る児童生徒も全国の調査から類推すると割合的には数十人いると考える方が自然である。その児童生徒

への支援の在り方の検討も進め、子ども未来部だけでなく、教育委員会、福祉保健部との連携をさらに

強化する必要もある。 
経済的支援でいうと、柏崎市では３歳までの子どもには、子育て応援券が一人当たり年間１万円分支

給されている。その子育て応援券の評価は別の機会に譲る。小学校就学前の保育園や幼稚園の保育料等

の無償化は進んでいるが、それ以外の面での支援が十分なのか、検証する必要がある。同様に、義務教

育期間の公的な就学援助等の制度は整っているが、学校教育の指導に関わる以外の面での支援が十分な

のかの検証も必要である。例えば、食事の提供、学校の制服や体操着の購入費の補助やリサイクルの推

進、学校教育外で利用できるクーポン券の給付、さらに大学生への奨学金貸付制度を改良した高校生へ

の給付型奨学金制度の創設など、検討に値することだと考える。 
さらに、公の支援体制の強化もさることながら、子どもの貧困解消への社会的気運の醸成を図るため

に広報に力を入れ、市民や民間事業者との協力体制を構築することにより、公では十分に行えない支援

などにも広げることができると考える。例えば、事業所等からの寄付金、子どもの居場所づくりとして

の会場の提供など、公が仕組みをつくることの検討も必要と考える。 
 

＜具体的施策の提案＞ 
・教育を核に各部署、社会福祉協議会や他の民間団体との連携強化 
・社会的気運の醸成に向けた市民・民間事業者との協力・協働の推進 
・ヤングケアラーへの支援強化 
・奨学金制度の見直し 
・こども食堂、制服・体操着・学用品リサイクル事業の推進 
・子育て応援券に倣い、学校外教育クーポンなどの検討 

 

（２）学校におけるいじめ・不登校対策 
いじめと不登校、ともに発生しないことが何よりである。それゆえに、未然防止対策に力を入れるこ

とになる。しかし、子どもの発達段階及び一人一人の生活環境あるいは集団内の人間関係あるいは価値

観の多様化が、これらの事象の発生につながっているとも考えられる。そこで、早期発見・早期対応に
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より解決につなげていく対策も講じられている。そのような中ではあるが、見逃しがあったり、早期解

決できず長期化する場合もあり得る。事案発生後の対応、指導もそれぞれ個別の状況により、型にはま

った対応やマニュアルに沿った指導では十分とは言えない。 
柏崎市の教育現場ではあらゆる方法で様々な事案に対応できる体制にあることは評価できる。その上

で、教育水準の更なる向上を図るためにも、子どもにとって学校が安心でき、自らの目標達成に挑める

環境であり続ける必要がある。保護者を含め我々市民は学校にそのことを望むものである。 
また、令和５（２０２３）年度から対象期間を迎える「教育振興基本計画」で示されるであろうＤＸ

やウェルビーイングについての視点を持つとともに、ここに記す提言を基にした方向に進むことを期待

する。 
以下、未然防止・早期発見・発生後の対応と指導に関した視点及び学校を含めた子どもの生活環境の

整備、個に応じた支援体制に視点を当てた調査研究を踏まえ、提言をまとめた。 

 

【提言４】 

官民連携による支援組織体制を強化すること 

 

＜提言の背景＞ 
子どもの健全育成には多くの大人との関わりが必要不可欠である。学校における教職員の定数は法令

等で決まっているものの、柏崎市独自で採用している指導補助員や介助員により、子どもにとっては多

くの大人との触れ合いが可能になっている。そこでの子どもたちの見取りにより、その子のわずかな変

化にも即時対応ができ、大きな問題になる前に解決できている事例も少なくないと受け止めている。 
学校においては、このような人員増による支援体制の強化のみならず、教職員のいじめや不登校に適

切に対応できる資質の向上を図るとともに、いじめや不登校が発生したときに組織的に対応するための

学校内組織の強化が求められる。 
また、学校外の公的組織として不登校児童生徒への対応窓口である子どもの発達支援課、いじめへの

対応としての学校教育課などにおいては、学校がつかんでいる情報を共有することにより、公ではやり

にくい支援につなげるため、充実した資源をもつ民間団体等につなぐことも可能になる。学校あるいは

窓口相談等で集積された個別の情報が適切に活用できるよう共有されている組織は、機能性および機動

性ある体制になっているものである。個人の求めに応じたものだけではなく、学校からの要請や民生委

員を含めた市民による情報をもとにアウトリーチによる相談や支援を確実に実施できる組織体制を構

築する必要がある。 
それだけの活動が可能な人員の必要数の確保と適正配置、その資質の向上のための研修も必要不可欠

である。臨床心理士を始めメンタル心理カウンセラーやチャイルドカウンセラー、不登校訪問支援カウ

ンセラーなど、専門的に対応できる資格を所有したスタッフも組織内には必要と考える。 
 

＜具体的施策の提案＞ 
・職員の必要数の確保と適正配置及び専門性・資質の向上 
・公的機関や民間など外部組織を含めた支援体制の確立 
・当事者同士が情報交換、共感し合える場や機会の創設 
・子どもの居場所づくりの支援強化 
・子どもの発達支援課の不登校児童生徒へのアウトリーチ支援や相談機能を含む対応機能の充実 
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・学習保障を適切に行う支援体制の構築 

 

【提言５】 

＜いじめ対策＞ 

「柏崎市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめのない学校環境の整備をさ

らに推進すること 

 

＜提言の背景＞ 
現在もいじめ防止基本方針に基づき、各学校で「いじめ見逃しゼロスクール運動」としての「子ども

同士によるいじめ根絶の啓発活動」や「あいさつ活動」、「いじめアンケートの実施」など様々な工夫あ

る取組を行っていることは承知している。子どもの意識改革はもとより、それを指導する教職員や保護

者、あるいは地域の大人たちへの啓発を進め、特に教職員の資質の向上に向けた研修に力を入れている

ことも強く感じられる。 
未然防止のための人間関係づくり、発生後の早期対応、長期化した場合の担当者会議の設置や警察、

弁護士などとの連携もさらに強化することと合わせ、インターネット上のいじめに関しても保護者の責

任において管理することを周知徹底させることは学校を通しても可能なことと考える。 
また、いじめを起因とする不登校や自死というケースも全国的には見られることである。現在はタブ

レットが一人１台配付されていることもあり、このタブレットを活用したＳＯＳの発信を可能にするツ

ールの導入なども検討する必要がある。 
いじめというといじめられる側への対応・ケアに重点が置かれることは当然のことだが、いじめた側

への支援・サポートも不可欠なことである。いじめた側に寄り添うことにより、別の問題事象、虐待を

含めた家庭の問題の発見につながる場合もあると考えられる。いずれにしても、学校内だけではない外

部組織、専門職からなる組織的な対応が望まれる。 
 

＜具体的施策の提案＞ 
・いじめ未然防止の強化と発生時に即時対応できる組織体制の構築 
・専門職の必要数の確保と適正配置及び専門性・資質の向上 
・ＳＮＳに関わるいじめへ対応できる体制の構築 
・適切な個別対応のため、警察、弁護士などの専門機関・専門家の積極的活用 
・いじめられた側、いじめた側双方の本人および保護者への適切で確実な支援、サポートの実施 
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【提言６】 

＜不登校対策＞ 

「教育機会確保法」を踏まえた対応による不登校児童・生徒を生まない学校

づくりをさらに推進すること 

 

＜提言の背景＞ 
不登校児童生徒については一人一人が不登校になった要因や家庭状況、本人がもつ特性、本人を取り

囲む人間関係など様々な要因が複合的に絡み合っており、それぞれが画一的ではなく、一つのマニュア

ルに当てはめた対応を取ることができにくい状況にあることは理解している。 
また、社会的に見ても人々が抱く学校の存在意義も変化してきており、本人や家庭にとっても学校に

通うこと以外に子どもを成長させられると思える選択肢が増えてきている状況でもある。それは子ども

たちに対応し、指導している教職員の学校観や指導観を含めた教職員としての在り方の変化にもつなが

り、教職員の指導力の向上に対してもそれまでのプログラムだけでは十分とはいえなくなってきている

状況だと考える。これは不登校児童生徒に直接対応する専門職員にも同様なことが言え、さらなる資質

の向上、研修の充実を期待する。 
不登校児童生徒への対応は、柏崎市としては「子どもの発達支援課」が窓口になり、担当している。

その部署への必要人員数の確保と合わせ専門職の適正配置は、アウトリーチ型支援を拡充させるために

は必要不可欠なことと考える。 
しかし、義務教育期間とはいえ、公のみで囲み込むと、対象児童生徒、保護者にとって望む支援に届

かないことが考えられる。積極的に民間と連携を図ることが求められる。現在も医療機関との連携や社

会福祉協議会を含めた子どもたち一人一人に対してのケース会議の開催など行ってきているものの、そ

れ以外の面、例えば、不登校児童生徒がいる家族同士の交流の場の設定と運営、学習指導、子どもの居

場所づくり、などはふれあいルームを始めとする子どもの発達支援課だけでは賄いきれない状況だと考

える。 
さらに、ＩＣＴを活用したものとして、オンライン授業などの学習支援のみならず、カウンセラーや

子ども同士の交流、メタバース登校を含めたオンライン教育支援センターの活用などを検討することを

求める。 
 

＜具体的施策の提案＞ 
・専門職の必要数の確保と適正配置及び専門性・資質の向上 
・不登校児童生徒に対する確実な学習保障とその充実 
・医療機関をはじめ、学習関係、子どもの居場所づくり、保護者同士の交流の場の設置と運営など、民

間との連携強化及び可能な限りの情報共有 
・ＩＣＴを活用した支援メニューの構築 
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５ おわりに 
文教厚生常任委員会では、担当課からの説明及び質疑、関係機関や団体及び市民との意見交換、先進

自治体への行政視察、各委員が進めた調査研究事項を一般質問等を通しての共有などの取組を重ね、常

任委員会としての調査研究を深めてきた。 
このような取組を通して、子どもの貧困対策や学校におけるいじめ・不登校対策の実効性ある事業実

施は、市民と行政の意識の差及び市民の困りごとの認識の差を解消することが大きな要素だと実感した。

国の動向に沿うもの、全国他自治体の取組と同様な事業展開だけではなく、柏崎市として独自の市民の

実態把握を進め、困り感を抱いている人々へこれまで以上に寄り添う必要があり、その解決・解消のた

めには、手続き上必要な窓口の一元化や、プッシュ型の広報、積極的なアウトリーチの実施などもこれ

まで以上に必要なことであると実感した。しかし、相談や手続きを行うための窓口の一元化については、

柏崎市の庁舎等における各部署の配置を考えると、その後の支援をより素早く、スムーズに行うために

は、それぞれの専門の担当者が配置されているところへ行き、相談や手続を行う方が効率的とも言える。

したがって、市民に窓口の場所の周知徹底を確実に行うことを提言とした。 
また、コロナ禍を経験し、ウィズコロナ時代になり、これまでの価値観や行動様式では対応できない

ことも増えてきている。同時に、市民の中でもＩＣＴ活用の差が広がったり、コミュニケーションや人

とのコンタクトの取り方にも多様化が進んだり、行政としての在り方まで変容が求められる時代になっ

たともいえる。これらのことから、今後はさらに市民が何を、どのような手段で、どの程度のことを求

めているのかを的確に把握する必要があり、それが不十分であると市民の満足度の低下、ひいては人口

減少に拍車がかかりかねないと考える。 
この政策提言に記したことは、市の担当課を始め、財務を含めた当局に届きにくい市民の声や思いを

くみ取ったものであり、今まで以上に子どもを取り巻く環境の充実を推進していくことを望むものであ

る。あわせて、子どもを取り巻く環境の充実と市内経済の活性化を進めることが、車の両輪となり、柏

崎市の人口減少の緩和に確実につながるものと考える。 
最後に、これまで当委員会での調査研究及び政策提言作成に当たり、福祉保健部、子ども未来部、教

育委員会、議会事務局からは、適切な現状説明、アドバイスを受けた。また、埼玉県入間市、埼玉県富

士見市、長野県須坂市からは視察を受け入れ、視座の提供を受け、さらに、柏崎市小中学校生徒指導・

教育相談担当者の会からは、教育現場の実状について示唆に富んだ情報、意見の提供を受けた。それぞ

れの関係各位及び意見交換会で意見を交わした市民に深く感謝する。そして今後、第五次総合計画に沿

って、現在推し進めている市の政策が実を結び、「住み続けたい」「住んで良かった」といえる柏崎の実

現のため、ともに尽力していくことを約束し、提言とする。 
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６ 参考資料 

（１）柏崎市小中学校生徒指導・教育相談担当者の会との意見交換会 
【実施概要】 
期 日：令和４（２０２２）年７月６日 
会 場：市役所２階委員会室 
参加者：教職員４名、文教厚生常任委員７名 
 

【主な質疑】 
Ｑ１ いじめの相談に行けない子へのアドバイスは。 
Ａ１ 相談窓口の紹介をしている。教員と子どもの信頼関係の構築、アンテナを全職員が張っている。

アンケートも記名、無記名、自宅で記入など書きやすいようにしている。 
Ｑ２ 教員によって一生懸命さが違う。職員の研修は。 
Ａ２ 年に数回子どもにアンケートをとり、カウンセリングをした方がいいとチェックしてある子ども

に面談している。ＳＯＳの出し方授業、心の教育としてのコミュニケーションの取り方のワーク、

自己を主張する仕方としてのアサーションの練習、物事のとらえ方としてのリフレーミングの練習

をしている。生徒会活動での寸劇や自殺防止支援も行っている。教員個人個人としてではなく、教

員間で情報共有してチームで対応している。 
Ｑ３ いじめを無理になくすことはできないのでは。 
Ａ３ いじめはあるもの。いじめゼロではなく、いじめ見逃しゼロとして見逃さないようにしている。

相手が傷ついたらそれがいじめと定義されている。いじめる方いじめられる方それぞれの気持ちを

聞きながら対応している。 
Ｑ４ 家庭への働きかけ方は。 
Ａ４ 例として、暴力行為があったがそれは小学校の時からの関係の延長として度が過ぎたものだった。

被害者の母は小学校からのこともあり怒りが収まらなかった。本人と家庭と学校が一緒になって、

ここまでのことを寄り添いながら紐解いていった。 
Ｑ５ 親からいじめられていると連絡されることはあるか。 
Ａ５ かなりある。本人がＳＯＳを出せないでいるし、親にも言えない子もいる。子どもが変だと感じ

学校へ情報提供してくることもある。担任と管理職が情報を共有してチームで対応していく。家庭

に指導の経過を説明しながら進めている。 
Ｑ６ いじめた側へ対応していくことはあるか。 
Ａ６ 子どもは仲直りしても親同士はそうはいっていないこともある。丁寧に対応している。 
Ｑ７ 昼頃登校する子どもとは。 
Ａ７ 生徒が登校する時間を避けて適応指導教室に行くこともある。帰り時間もバラバラ。 
Ｑ８ 他の生徒は教室に入れないような子どもを認めているのか。 
Ａ８ 保育園頃から長く一緒にいる子が多いので、そういう子だということは認めている。一方、全員

が認めているということではなく、ずるいという子もいるので、学年などで話し合いを設けて対応

している。 
Ｑ９ 登校を認めること（欠席としない）は。 
Ａ９ 校長裁量で認めている。オンラインなど一定の条件があれば登校と認めることもある。 
Ｑ１０ 親同士が部活のことなどで仲良くなった。教員の多忙化は地域の協力がなければ改善しない。

もっと情報発信してほしい。 
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Ａ１０ 地域学校協働活動として地域と一緒に子どもを育んで行こうとしている。二中はよろんごの木

の活動で居場所づくりをしている。家庭教育支援チームとしてマンパワーを結集して取り組んでい

く。 
Ｑ１１ 精神の安定として子どもたちの保健室利用の状況はどうか。通院の情報がある子どもの対応は。 
Ａ１１ 今年に入ってから利用者が増加している。友人の表情が読み取れない不安が多い。子どもの訴

えを聞くことで子どもは安定していく。今の時期は人間関係により気持ちが不安定になったり、進

路選択が近づくとその悩みが増える。心療内科を利用している子もいる。ケース会議を行っており、

継続的に見守っている。市の担当、ひきこもりセンターの担当などと学校が情報共有して対応して

いる。 
Ｑ１２ 不登校児童生徒の学習保障は。 
Ａ１２ その子が勉強に向かうことも難しいことがあるが、高校を見据えた時などのタイミングを見て

働きかけ、学習のフォローができるようにしている。高校は授業に出席して単位がもらえることを

教えていくことで先の進路を一緒に考えていく。 
Ｑ１３ 授業に出られない子どもへのサポートや働きかけは。 
Ａ１３ 勉強が可能であれば家庭訪問時などでフォローしている。学校の適応指導教室で学習ができる

こと、学校外ではふれあいルームがあること、特別支援学校のアドバンスなどを紹介している。進

路先も生活リズムや勉強のことを考え、子のニーズにより専門学校もあることを伝えている。メン

タルの落ち込みなどについて、学校は治療の場ではないので医療につなげることを本人や保護者に

説明して、受診してもらうようにする。スクールカウンセラーは年間３４回の勤務であり、それを

受け持っている学校数で割ることで１校当たりの訪問回数が決まる。手が回らない時は市の担当者

に協力してもらう。 
Ｑ１４ 不登校になっている時に学校に行くことが全てではないなどと親が話していることはないか。 
Ａ１４ 今の子どもの状況を見て、そのような働きかけをすることがあるかもしれない。親も一人一人

違うので、今の学校状況に安心できないと感じている親もいる。その不安を聞いて取り除くことで

子どもの登校につながることもあった。 
Ｑ１５ 学校外でのあいさつはどうか。朝のあいさつは大切だと考えるのでこれからも指導してほしい。 
Ａ１５ 外に出ると自分からやれていない子が多い、あいさつ運動のキャンペーンをするなど地域と協

力していきたい。このことは学校としても課題意識をもっている。 
Ｑ１６ 何のために生きるのかなどが見えている子にとっては目の前のいじめや不登校を越えていけ

るのではないか。先を見据える教育が大切。 
Ａ１６ 知識を受け取るだけでなく発信していくことが大切だと考える。人間関係づくり、他の人の良

さを知ること、キャリア教育で先を見据えた勤労について学んでいる。人生はいつがスタートでい

つ躓くのかわからない、多くの選択肢があり多様性をみんなが認めていけるようにしたい。 
 

【委員の主な所感】 
○学びの保障に重きを置いた視点で見ていると、いじめ不登校は当事者同士の目先の問題解決に着目し

がちだが、同時にその先の人との関わりなど広く見ることにより、心構えも変わってくるのではない

か。学びの保障ということで選択肢を増やすことが行政としてサポートする一つの方向性だと感じる。

不登校特例校を含め、学校を移るとか、選択肢の幅を増やすことも考える必要がある。 
○先生方も大変だということを実感した。子どもたちもどうしたら情報発信をしていけるのかというこ

とがキーポイントにある。いじめの見逃しを防ぐことが一番大切。学校としても温度差があるのでは

ないか。いじめが発生した時に先生がどう対応するのか、今後いじめを見逃さない体制づくりがポイ

ントだと思う。 
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○先生方、スクールカウンセラーなどは不登校児がいることによって業務量が増すことが分かった。ス

クールカウンセラーは年間勤務日数が決まっているので、手が回らない時は市の担当者に協力しても

らっているとのこと。市の担当者が回っていてそれらを網羅できているのか、しっかり行われている

のかの確認が必要。 
○いじめ自体なくせないが見逃しはなくしたいとの方針でやっていることが分かった。各学校の内部の

みならず教育委員会など当局と連携を取りながら取り組んでいることが確認できた。いじめは人間関

係の問題だから、大人になっても人間関係の摩擦はあり、なくならないこともある。いじめを起こさ

ない人間形成が大切だと感じた。不登校は学校判断によってどこまでが登校なのかに対する考え方、

基準がある。社会に参画していく意味では学校に短時間でも行くことは重要なことだが、学習保障を

確実にすることが課題だと思う。 
○いじめに対する先生方の取組がきめ細かくなっている。多様性であったり様々な考えがある中、かな

り苦労されていることを感じた。いじめ数の増加も過去に比べてきちんと調査したからだと思うが、

それ以上に子どもにしてみたらまだまだ表に出ていないこともたくさんあることも事実であるとの

こと。先生方の仕事に負担になっているのではないか。いじめに対する先進校の対策を見てみたい。

不登校は現代的要因が多様なので親でも先生でもどうしてこうなっているのかなど対応が難しい。 
○不登校に関しては教育機会確保法がすでに２０１６年に制定されている。それを受けて多くの自治体

で施策を講じることになっているので、どれだけ取り組んでいるか確認してみたい。柏崎でも不登校

の子ども、家族をサポートしていこうとする組織的な動きがある。市外でも同様の動きをしている民

間団体もあり、そのような方々と連携を図りながら議会として何ができるのかを当局に働きかけてい

けるといい。 
○いじめは、ケースが増えているとのことだが、今まで、調査していなかったので、数として把握でき

なかった事例もあったのではないかと思う。小さないじめでも、認知して教育委員会に報告している

とのことだが、教育委員会は、報告を受けるだけなのか、学校現場の対応、相談を受けて対処してい

るのか。互いに尊重し認め合う、いじめは許されないこと等、各学級で話し合っていることは、素晴

らしいことだと思う。ただ、その際、子どもたちから、どのような意見や感想などが出たのか、お聞

きしたかった。いじめを認知した時、いじめられた子どもだけでなく、いじめた子どもにも対応して

いるとのことだが、その後の子どもたちの変化はどうだったのか。また、保護者に伝えているとのこ

とだが、子どもたちは、親に知られたくないと感じている子どもも、少なくないと思うが、その際の

対応は、どうしているのか。早期発見のため、アンケートを実施しているとのことだが、子どもたち

は、果たして、本音を答えているのか、疑問だ。ＳＮＳ等のいじめの対応は、学校外が多いとのこと

だが、今後の課題だと思った。不登校については、いじめられたからという１つの理由だけでなく、

自信がない、人と接することが苦手など、複雑な原因があることが分かった。適応指導教室、保健室

の役割が非常に重要だと感じた。それ以外に、カウンセラーが非常に重要な役割をされていて、直接

お話をお聞き出来て良かったです。ただ、何校も掛け持ちされていて、増員の必要性を強く感じた。

最後に今、子どもたちは、コロナ禍で、マスクをしての学校生活を送っており、私たち大人が思って

いる以上にストレスを感じていることと思う。そのような環境の中で、学校生活が有意義で、かつ楽

しいと感じられる学校生活を送れるようにするため、教職員のみなさんだけでなく、私たち議会もど

んな形であれ、協力していかなければならないと痛感した。加えて、子どもたち一人一人、余裕をも

って接し、よく話を聞くことができるよう、教職員の増員、詰め込みとも言われている学習指導要領

の見直しなども、考えなければならないと思った。 
○いじめや不登校は先生がこれだけ対応しなければならない問題なのか疑問もある。各家庭や周りの問

題なのではないか。こういうことを教員になるために学んでくる場があるのか確認してみたい。 
○不登校特例校が全国で公立１２校、私立９校ある。まだこれだけなんだという実感。神奈川県大和市
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などの先進校の中には各教科横断的に取り扱った学習内容、体験的な学習、幅広く教養を身に付ける、

カリキュラムそのものではなくまさに生きる力を身に付ける、社会的自立を目指すとしているところ

がある。 

 

（２）市民との意見交換会 
①令和３（２０２１）年１１月１７日実施分 
【実施概要】 
テーマ：子育て環境の充実 
会 場：産業文化会館３階 
参加者：市民１８名、文教厚生常任委員８名 
 

【主な意見】 
○意見交換会への参加の動機。子育ての問題を知り、地域家庭での解決につなげたい。子育てサービス

について知りたい。制度と現実のひずみを感じるため、現状を知りたい。 
○高柳保育園の来年度からの休園に関連して。デジタルを活用するなどして簡単に学校の統廃合をして

ほしくない。子育てや教育施設がなくなることはその地域での子育てができないことにつながる。高

柳で子育てをしたいと思っているのにこれでは引っ越さなければならないのか。高柳で子育てサービ

スをつくろうと思っている。 
○子育て応援券に関して。アプリで行えるなど簡単に手軽に利用できるようにしてほしい。枠や回数を

増やしてほしい。３歳でおむつが外せない子もいるのでもう少し延長してほしい。 
○地域に愛着をもつ子どもになってほしいとあるが、柏崎はその点で何をしているのか。市外に出たと

しても、地元に帰ってきたいと思うようなまちづくりが必要では。 
○いじめ対策が急務。 
○地域にあったやり方での子育てのバックアップ体制が必要。 
○子育て便利帳の周知を。 
○パパママセミナーに父親が参加しやすいように日時を工夫してほしい。 
○保育士の待遇改善。 
○公園が少ない。屋内施設をつくってほしい。 
○双子や三つ子、早産などでの子育ての難しさを理解してほしい。 

 

②令和４（２０２２）年４月２７日実施分 
【実施概要】 
テーマ：子どもたちの学びの保障～不登校児童生徒の場合～ 
会 場：産業文化会館３階 
参加者：市民１１名、文教厚生常任委員８名 
 

【主な意見】 
＜あなたの家族が、学校に行きたくない、と伝えてきたら、どう受け止めますか？＞ 
〇学校に行きたくないと言われたら、無理に行かせない。学校だけが全てではないと伝える。 
〇休ませます。学校にどうして行きたくないのかを丁寧に聞き、これからどうしていくのかを一緒に考
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える。 
〇学習よりも人や社会とのつながりが大切。本人の良さが伸ばせるように支援する。待つことも大切。 
＜学校に行けない教室に入れない子どもの様子や子ども自身の思い、家庭での過ごし方、家族の思い＞ 
〇不登校の兆しが見えたときに保護者として寄り添えないときはどうすればいいのか？ 
〇不登校をなくすための特効薬はない。学校に行けないことの背景にある理由が一人一人違うので、そ

この支援を本人を含めて多方面の人と意見交換したい。 
〇子どもがどんな自分を目指したいのかをはっきりさせ、そこに寄り添い、応援、支援していく。やり

たいことを、やりたいときにでいいのでは。 
〇子どもとしては周りと自分を比較して劣等感を抱くことがある。Ｉ ａｍ ＯＫ．Ｙｏｕ ａｒｅ ＯＫ．

になると集団に加われる。そのためにも生活リズムを崩さないことが家庭の役割。 
＜学校での活動の意義、在り方などへの思い＞ 
〇不登校は特別ではない。学校に戻すことを目指さない。学校に戻したとしてもそれは解決になってい

ない。 
〇学びとは何か。何を学びたいのかを確認する。登校しても学んでいるとは限らない。学ぶ気持ちのな

い子もいる。他人に迷惑をかけなければ何をしても個人の自由であるという問いを考えていくことも

必要。 
〇不登校に対しての予防的な支援の必要性。不登校児童生徒への長期的な支援計画の必要性。 
〇学校は人間関係を学ぶところ、いろいろな考えがあることを知るところ、友達と共に過ごす楽しさを

経験するところ、社会生活をする上での経験をするところ、だと思うが、学校での活動の意義は変化

し多様化してきている。 
〇ＳＯＳを出せる人間関係づくりが大切。 
＜学びを保障するために柏崎にどんなサポートがあったら安心できますか＞ 
〇子どもたちはみんな学びたいと思っている。個別最適な学び、協働的な学びの可能性を探る。 
〇フリースクールは必要であり、ホームスクールやサドベリースクール、山村留学など、いろいろな環

境があり、それを選択できるようにしてほしい。 
〇ＩＣＴの利活用でどこにいても学びの制限が減少するように。 

 

③令和４（２０２２）年１１月１７日からの実施分 
【実施概要】 
テーマ：一緒に考える地域の子どものこと～安心して子育てできる環境～ 
会 場：市内中学校区１１か所のコミセン 
参加者：コミセン１１か所でこのテーマをもとにした意見交換に参加した市民は合計で４６名、文教厚

生常任委員８名 
 

【主な意見】 
〇不登校対策として、子どもの居場所づくりとともに、親へのサポートも大事。大人の孤立を防ぐため、

同じ悩みを持つ人が集めれる場所を設ける。 
〇学校では話せないことを地域の大人が聞ける体制が地域にあることが大事である。 
〇地域の人材を活用し、学校と地域が一体となって子どもを育む教育を推進してほしい。 
〇子どもの得意分野を伸ばす教育環境を整備していく。 
〇子どもの安全を確保するための駆け込み寺的な施設の設置が必要。 
〇子どもの視点を大切にした事業の組み立てなど、在り方を考えることが大切。 
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〇仕事と子育ての両立がしやすい環境整備が必要である。例えば、土日祝日の保育や子どもの預かりや

ファミリーサポートセンター事業の拡充、子育て応援券の拡充、制服や学用品のリユースの仕組みの

構築、子ども食堂設置への支援、奨学金や教育支援の充実、など。 
〇ヤングケアラーの柏崎市の実態はどうなっているのか。 
〇スターチケットは券ではなく、スマホなどでも使えるようにしてほしい。 
〇外で遊んでいる子どもをほとんど見ることがない。 
〇米山小学校の統合によって、ふるさとに対する愛着の低下が加速するのではないかと心配。 
〇地域として子どもたちの実態把握が十分できていない。 
〇子育てに更なる資金援助が必要。例えば、出産祝い金。家計の資金が不足しているために共働き傾向

があるのではないか。 
〇人と人との信頼関係をつくることが薄れてきていることが心配。幸せな人は人をいじめないのでは。 
〇給食費の無償化などの子どもの貧困対策が必要。 

 

（３）行政視察概要 
①埼玉県入間市 
【実施概要】 
期 日：令和４（２０２２）年８月８日 
調査項目：ヤングケアラー支援 
 

【調査概要】 
○ヤングケアラー支援の現状 

・入間市では令和４（２０２２）年７月「ヤングケアラー支援条例」が施行された。背景には令和２

（２０２０）年１１月に就任した杉島市長の公約があり、埼玉県が先行して令和３（２０２１）年

３月ケアラー支援条例（介護者全般が対象）を施行したことを受け、ヤングケアラーに特化した条

例として制定した。 
・条例制定にあたり実態把握を行い、周知・啓発を推進し、相談支援体制を確立している。 

○ヤングケアラー実態調査 
・ヤングケアラー支援条例制定に当たり、令和３（２０２１）年７月に実態調査を行い、小学生１４

１人（５．７％）、中学生７９人（４．１％）、高校生４０人（４．８％）におよぶヤングケアラー

の存在が明らかとなる結果となった。 
・実態調査を行う前に児童・生徒に「お手伝いとケアの違い解説動画（日本ケアラー連盟のイラスト

を子ども支援課職員が説明）」を見せた。調査はタブレット端末またはスマートフォンによりウェ

ブアンケートを無記名で行い、全体の回答率は５２．６％だった。 
・入間市のヤングケアラーがケアをする対象は「きょうだい」が最多であり、次いで母親、祖父母が

多かった。ケアの理由として小学生は「自分の意思で」、中学生は「仕事で忙しい親に代わり必要に

迫られて行っている」、が最も多かった。ケアに費やす時間は平日・休日とも１時間未満が最多だ

が、休日に２時間以上ケアしている傾向が見られた。 
・日常生活への影響は「なし」と回答する児童・生徒が多かったが、一方で「ストレスを感じている」

「勉強する時間がない」「睡眠不足」などの回答も少なくなかった。 
・ヤングケアラーとされる児童・生徒の４割が「相談相手がいない」、６割は「相談相手がいる（母親

が最多）」との回答だが、相談相手がいても改善・解決に結び付いていないと感じられる。 
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・望むサポートとして、「特にない」との回答が上位だが、宿題や勉強・学習サポート、自由な時間、

相談の場・人を望む回答も多かった。このことから、信頼して見守ってくれる、必要とするときに

相談・支援してくれる「場所・人材の確保」が求められていると分析している。 
○周知・啓発 

・実態調査結果を踏まえ、令和４（２０２２）年１月にはパンフレットやリーフレットを配布し、７

月（ヤングケアラー支援条例制定後）には、市民向け新聞折り込みチラシを配布した。 
・令和４（２０２２）年１～２月には、日本ケアラー連盟から講師を迎え、要保護児童対策地域協議

会構成員や一般市民向けにヤングケアラー支援研修会・講演会を実施した。また市ＨＰへの掲載の

他、出前講座の実施を予定している。 
○相談・支援体制の整備 

・令和３（２０２１）年１２月にヤングケアラーに関する相談窓口、１８歳以上のケアラー担当窓口

として総合相談支援室を設置した。 
・令和４（２０２２）年４月にヤングケアラー支援マニュアルを作成した。 
・令和４（２０２２）年度は小中学校等を相談担当者がまわり、顔の見える関係づくりの強化を推進

している。 
・教育機関、児童福祉、生活支援、高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係機関による調整会議を適宜

開催している。 
・既存の学習支援事業の利用ができるようにする。 

○条例制定 
・令和４（２０２２）年２～３月に入間市ヤングケアラー支援条例（案）パブリックコメントを募集

し、６月議会で提案、可決された。 
・条例はヤングケアラーが個人として尊重され、心身の健やかな成長と自立が図られることを目指し

ている。市、保護者、学校、地域住民、関係機関の役割を明記し、連携体制・支援体制を整備し、

社会全体で子どもの成長を支えることを目的とする。 
○今後の取組（条例制定を受けて） 

・市関係連絡会議：１２課の課長職による会議を年１回実施 
・周知・啓発：市ＨＰ掲載、ＦＭ放送、チラシ配布など 
・講演・講義：ファミリーサポート提供会員、市職員、要保護児童対策地域協議会代表者を対象 
・協力依頼：関係機関、事業者・団体、市内高校への訪問 
・埼玉県ヤングケアラー支援推進協議会への出席 
・ヘルパー派遣事業、ヤングケアラー支援コーディネーター配置の検討 

○取り組む中での課題 
・個人情報の取扱い 
・本人・保護者からの相談がない場合や支援拒否への対応 
・ヤングケアラーから若者ケアラーに移行した場合の対応 

 

②埼玉県富士見市 
【実施概要】 
期 日：令和４（２０２２）年８月９日 
調査項目：子どもの貧困対策 
 

【調査概要】 
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○子どもの貧困対策の全体像 
・気づく、つなぐ、連携して支援する。 
・子ども未来応援センター・関係機関・事業者・市民・市全体の連携として生活困難な世帯に気づき、

適切な支援につなげる。 
・家庭：生活困難及び困窮している家庭に対する物質的、経済的な支援を行う。 
・子ども：生活困難及び困窮している家庭の子どもに対する居場所（子ども食堂・学習・進学等）支

援を行う。 
・保護者：生活困難及び困窮している家庭の保護者への就労支援等を行う。 
・特に生活困難を抱えることが多い「ひとり親家庭」への支援に重点を置く。 

○夢つなぐ富士見プロジェクト＋（プラス） 
・平成２９（２０１７）年度から令和３（２０２１）年度までの５か年計画として子ども未来応援セ

ンターの設置を始め、子ども未来応援ネットワークの立ち上げや子ども未来応援基金の創設、子ど

もや若者の居場所づくり支援など進めてきた。基本理念である「富士見市に住む全ての子どもが、

夢に向かってチャレンジできるよう支援を行い、貧困の連鎖を断ち切ります。」の実現に向け計画

を延長した。 
○気づき・つなぐマニュアルを作成 

１．貧困対策は気づきから 
２．気づきの機会を見逃さない 
３．情報をつなぐ、支援につなぐ 
４．貧困対策事業（支援）の概要 
５．気づき（発見）のポイント 
６．剥奪（はくだつ）指標について 
７．リンクシートと記入の注意 
８．守秘義務の徹底について 

を１６ページにわたり、誰が活用しても理解しやすいようにわかりやすく詳細に作成されている。 
○子どもの夢つなぐ市民運動☆ふじみ 

・子ども未来応援基金として寄付金を募集している。 
・市内で実施される、子ども食堂や、学習支援、その他、子どもや若者が地域で安心して過ごすこと

のできる居場所づくり事業を応援するために活用している。 

 

③長野県須坂市 
【実施概要】 
期 日：令和４（２０２２）年８月１０日 
調査項目：いじめ・不登校対策 
 

【調査概要】 
○いじめ対策に本格的に取り組んだ背景 

・須坂市のいじめ対策は、平成９（１９９７）年１月７日に中学１年生がいじめを受け遺書を残して

自死した大変痛ましく悲しい出来事が教訓となっている。二度と同じ事態を繰り返さぬよう「マイ

ナスからのスタート」という心構えで臨むことを毎年度当初の校長会・教頭会で共有化している。 
○いじめの未然防止、早期発見、発見後の解決及び学校問題解決支援チームの活動 

・ＱＵ検査：「楽しい学校生活を送るためのアンケート」を年２回実施している。検査手数料は３，２



24 
 

４３，９００円、２０２２年度 当初予算に計上している。 
・「いじめ」に関するアンケート：Ｇｏｏｇｌｅフォームを活用し各自がタブレットにより回答し、教

育委員会で集計している。 
・いじめ等事案の初期対応及び組織的対応：「速やかに組織的対応をすることが不可欠」として、年度

当初の確認として各学校でのマニュアル化を求めている。 
・須坂市学校問題解決支援チーム設置要綱：（任務）（５）いじめ防止対策推進法 第２８条第１項に規

定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査とし、支援チームは現在６名で構成され、

過去に１件の実績がある。 
○不登校児童・生徒に対する基本的な考え方及び須坂市フレンドリールームの活動、不登校児童・生徒

の学習支援 
・須坂市フレンドリールーム：学校に登校しづらくなっていたり、登校することができない状態が続

いている児童・生徒のための中間教室としての位置付け。インスタグラムでの情報発信を試行し、

不登校の子ども数名から関心のある反応があった。 
・須坂市ＧＩＧＡスクール構想推進委員会 部会３Ｂ：「ＩＣＴを活用した登校支援」多様な学びの形

を認め、学校に戻るきっかけと捉える。 
○いじめや不登校に関係する児童・生徒の家庭への支援 

・不登校児童・生徒支援員等を計８名、中間教室適応指導員１名を配置し、児童・生徒の安心できる

居場所づくりや、登校に向けた環境づくりに対応している。 
・スクールカウンセラーによる相談：臨床心理士３名を委嘱し、悩みを抱える児童・生徒及び保護者

との懇談や指導・助言に対応している。 
・スクールソーシャルワーカーによる相談：県に派遣を要請して、学校や市教育委員会と連携し、不

登校や不適応児童・生徒等の相談や家庭支援、関係機関との連携等に対応している。 
・心の教室相談員による相談：各中学校に心の相談員（司書兼務）を１名配置し、生徒が時間や内容

を問わず気軽に訪問し、話し相手や相談相手となっている。 

 

（４）調査研究事項の共有 
文教厚生常任委員によるテーマに関する代表質問・一般質問項目（令和３年度以降）を通して、問題

意識、柏崎市の現状、それぞれの事項に関わる情報、今後の市の方向性などを共有した。 
 

①令和３（２０２１）年６月定例会議（一般質問） 
【近藤由香里】 
○ヤングケアラー問題と子供・若者支援 

「教育現場における認識と対応」「ヤングケアラーを支える連携体制」「困難さを有する若者への支援」 
【上森茜】 
○学校における男女の取扱いについて 

「学校現場における男女の取扱いについて」「中学校での着替えについて」 
○男女共に産み育てやすい環境整備を目指して 

「若い世代や女性が働きやすい環境の整備について」「子育て世代の夫婦が仕事と出産を両立できる

環境整備について」「仕事と介護の両立、介護離職を防ぐ環境整備について」 
【樋口良子】 
○学校のトイレに生理用品を無償配置することについて当市でも実施すべき 
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②令和３（２０２１）年９月定例会議（一般質問） 
【重野正毅】 
○子供・若者育成支援推進大綱の受け止め 

「子供・若者の姿や地域社会のありよう」「この大綱を受けての柏崎市のアクション」「大綱、白書の

生かし方」「ギフテッド・チャイルドと学校におけるタブレットの活用」 
【白川正志】 
○学校教育と地域がつながり合う社会づくり 

「地域学校協働活動」「教育大綱『思いやりと挑戦の心』を育むには」 
 

③令和３（２０２１）年１２月定例会議（一般質問） 
【春川敏浩】 
○不登校といじめについて 
【近藤由香里】 
○性的少数者に配慮した行政対応 
【重野正毅】 
○柏崎市の児童・生徒の学力 

「学力の実態」「学力向上プロジェクト」「柏崎市としての学力向上に関するＫＧＩ」「ＫＰＩとしての

学力向上プロジェクトの目標、具体的方策」「児童・生徒の学力向上のための環境整備」「機能不全家

族という視点」 
【樋口良子】 
○新型コロナウイルス感染症対策について 

「大型給湯器を全ての学校に設置すべきだ」「学校のトイレの洋式化を促進すべきだ」 
 

④令和４（２０２２）年２月定例会議（代表質問） 
【重野正毅】 
○子どもを取り巻く環境の充実について 

「子供の貧困対策」「子供の貧困及び貧困に起因する格差の受け止め」「貧困による格差を解消する方

策」 
 

⑤令和４（２０２２）年２月定例会議（一般質問） 
【近藤由香里】 
○中山間地域の未来をどう描くか 

「少子地域の子供を取り巻く環境の充実」 
【樋口良子】 
○新型コロナウイルスワクチン接種について 

「子供の接種について」 
 

⑥令和４（２０２２）年６月定例会議（一般質問） 
【近藤由香里】 
○子どもを取り巻く環境の充実と多機関・多職種の連携 

「ヤングケアラー支援を進めるために」「本市における実態把握」「相談支援体制の現状」「重層的支援

体制の構築と相談窓口の在り方」 
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○スクールソーシャルワーカーの活用及び配置について 
「市内における活用状況」「市単独での配置について」 

○児童クラブの人材確保と多様な子どもたちへの対応 
「人材確保に対する課題認識と今後の対応」「多様な子どもたちへの対応の現状と課題」「対応スキル

醸成のための取組」 
【重野正毅】 
○柏崎市におけるジェンダー平等のための教育 

「小・中学校におけるジェンダー平等教育」「保育現場におけるジェンダー平等への取組」 
○学校外教育バウチャー 

「貧困を要因とした格差の解消」「実態把握のための取組の方向性について」「教育の格差解消が必要

ではないか」「教育格差解消のための学校外教育バウチャー」 
 

⑦令和４（２０２２）年９月定例会議（一般質問） 
【重野正毅】 
○柏崎市における不登校児童・生徒の支援の在り方 

「不登校の要因」「教育機会確保法の受け止め」「不登校児童・生徒に対する公としての関わり方」「不

登校児童・生徒の学習保障」 
【上森茜】 
○より子育てしやすい柏崎を目指して今後の子育て支援をどのように展開していくのか 

「今後の子育て支援の展開」「新生児聴覚スクリーニング検査の助成を」「保育園入園の際の兄弟の数

の数え方の改正を」 
○給食費、保育料の手続に伴うデジタル化の実現を 
【笠原晴彦】 
○小・中学校の学区再編方針について 

「小規模特認校や小中一貫校について」 
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