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平成２９年度第１回小田原市子ども・子育て会議

１ 日 時 平成２９年８月２２日（火） 午後２時～４時

２ 会 場 小田原市役所３階全員協議会室

３ 出席者

  委 員 遠藤委員、奥村委員、川向委員、佐藤委員、菅原委員、鈴木益委員、土橋委員、

土屋委員、長谷川委員、松原委員、武藤委員、村松委員、山崎委員、吉田委員、

吉野委員（欠席 鈴木晶委員）

  市職員 川口子育て政策課長、吉野青少年課長、府川子育て政策課副課長、田村教育指

導課学事係長、酒井教育総務課主査

  事務局 北村子ども青少年部副部長、佐次施設整備担当課長、前島保育課副課長、谷河

保育課主任

４ 配布資料

  ・次第

  ・小田原市子ども・子育て会議 委員名簿

  ・資料１ 子ども・子育て会議の役割について

  ・資料２ 小田原市子ども・子育て支援事業計画の実施状況について

  ・資料３ 小田原市子ども・子育て支援事業計画主要事業の実施状況と今後の展開

  ・資料４ 保育の受け皿確保の進捗状況について

  ・参考資料 平成２８年度 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保内容 実施状況

  ・参考資料 平成２８年度 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保内容 実施状況

・参考資料 保育所定員増の推移

・参考資料 子育てマップ

５ 傍聴者 １名

６ 会議内容

・委嘱状交付 

  加部副市長から、出席された１５名の委員に対し委嘱状を交付した。

・副市長挨拶

  引き続き、加部副市長から、挨拶を行った。

・自己紹介

  各委員が各々自己紹介を行った。引き続き、市職員、事務局の紹介を行った。

・会長及び副会長の選出

  選出にあたり、委員より事務局から案をとの発言があり、事務局から吉田委員を会長

に松原委員を副課会長とする案を提示したところ、全員一致で了承を得た。

・会長挨拶

   吉田会長から、就任のご挨拶をいただいた。
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 ・議事

（１）子ども・子育て会議の役割について

     佐次施設整備担当課長が資料１により、子ども・子育て会議の位置づけ、具体的

な審議事項について、説明を行った。

【質疑・意見交換】

    特になし

  会長から、第１回目の子ども・子育て会議の開催にあたり、各々が会議で果たしていき

たい役割や、会議を通じて実現できたらという思い等について、各委員に発言を求めた。

   【発言概要】

遠藤委員 小田原医師会の代表として来ているが、主に私達は小児科医として

保育園の園医などをしている。０才児保育のニーズが増え、去年だけ

でも２園新しく園医を担うことになり、役割が増加していると感じ

ている。地域で子ども達を安全にみていけるようにどう関われるか

医師会でも考えているところなので、その手助けができたらいい。

奥村委員 現在、子どもを保育園に通わせている。自身は、最初から園に預ける

ことができているが、周りでは預けられずに就職ができない母親も

目の当たりにしてるので、こういう会議を通じて、現状を伝えること

ができればと考えており、会議を通じて何か自分にもできることが

あればとも思っている。

川向委員 民生委員の主任児童員として、４歳から１８歳までの子どもを担当

しているが、ご縁もあり、引き続き、この会議に出席させてもらうこ

とになった。国の施策は施策でよいが、地域ごとに違う点がある中で、

適合しないこともあると思う。小田原市としてのオリジナリティの

ある事業が生まれることで、保護者が少しでも楽しく安全に小田原

で子育てができるよう、そんなお手伝いができればいいと思う。

佐藤委員 小規模保育事業は、平成２７年４月から新規事業として国の肝いり

でスタートした。まだまだ新しいもので、今年度から６園となったが、

市の事業として、少しでも子ども達が健やかに安心して安全に過ご

せるお手伝いができればと思う。手前味噌の仕事にならないように、

広く皆様とパイプでつながっていきたい。

菅原委員 ＰＴＡという立場での感想になってしまうが、今、子どもが小学生で

保育園からは離れているが、自身のまわりには妊婦が多く、復帰した

ときすぐ入所できるか心配している。また、兄弟で別々の園だったり、

４月入所が入りやすいので、逆に子どもを４月に合わせて計画して

いるといった話を聞いている。私が保育園に関係したのは９年位前
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になるが、その時はそのようなことはほとんど耳にしなかったので、

現状に驚いている。自分にできることは何か分からないが、こういう

会議に参加して、色々な話を聞く中で、何か良い点等があれば周りに

還元ができるように頑張りたい。

鈴木委員 小田原箱根商工会議所では、現在「小田原箱根大博覧会」を開催して

いる。このお祭りは、小さい子を持つご家族を対象に、夏休み期間中

はお仕事フェア、体験フェアとしてのなりわい体験や、海を楽しむ・

歴史を訪ねるといった色々な企画を開催している。このイベントに

親子で参加していただき、小田原のまちを知ってもらうとか、もっと

小田原を活性化したいという会議所の思いで何年も開催している。

やはり、子育ては各家庭が基本だと思う。市や公共のものは、それを

補助する部分であると考えており、そういう点でも商工会議所では

子育てに関連した方に参加してもらえる企画をしている。ぜひ参加

して、地元のいいところをたくさん体験、観察してもらいたい。

土橋委員 児童相談所は、子ども全般の相談にのっているが、現実的には子ども

虐待の中核機関として位置づけられている。小田原市の当初の虐待

通報件数は２５０件超で、毎年増加傾向にある。この中にあって児童

相談所が虐待に関われば全てに対応ができるものではなく、虐待に

至らない状況をいかに作っていくかという点が非常に重要である。

そのためには、予防や早期発見等、リスクが高くならないうちに対応

するということが必要で、そういう意味でも、子ども・子育て計画は

重要だと思う。いかに社会で子育てをしていくか、社会資源をいかに

充実していくか。その上で、子どももさることながら、父母を支える

仕組みを作ることが、児童虐待防止の意味でも非常に重要であると

考えており、児童相談所としては、こうした視点から意見を伝えたい。

土屋委員 子どもが２人いるが、幼稚園の利用は通算６年目で今年で卒園とな

る。１人目の時より、周囲の母親が預かり保育など幼稚園のサポート

を利用しながら働く人が増えてきたと肌で感じている。朝の送りで

も、最近は母親以外の父親や祖父母等であることが多く、家族が総出

で子育てをしている印象がある。幼稚園の方でも働く母親のスタイ

ルが変わってきていると感じている。また、実際に子育てをしている

と市からの支援や計画があるのは把握をしていても、子育てに時間

を取られて、会議等に顔を出すことも難しく、計画等の資料を理解す

ることが難しい状況にある。私はこういう機会をいただいたので、周

囲にフィードバックができるような役目ができればいいなと考えて、

参加している。
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長谷川委員 現在２歳になる子どもがおり、仕事をしながら子育てをしている。保育

所への入所については７ヶ月間待機をした。昨年度４月に私立保育園

に入園したが、成長発達の遅れを指摘された。大変悩み、保育課や障が

い福祉課にご協力をいただいたが、保育園は退園してこの４月から児

童発達支援センターに通っている。わが子だけではなく、発達の遅れが

あり、保育園や仕事をやめなければいけない母親の声を聞く機会が増

えた。私自身も仕事をやめなければいけない不安と今後の不安を抱え

た中で、昨年は特にそういう気持ちがおこり精神的にもかなり追い詰

められた。この経験を生かして、子ども・子育て会議を通して、様々な

立場の母親の意見をこの場で皆様へ伝えたい。そして元気な子や病気

の子など、色々な状況の子がいるが、どの子も元気で楽しく毎日を過ご

して欲しいという気持ちを持って参加をしている。こういう会議があ

ることは、友人や知り合ったお母さん達に伝えて、少しでもそこから意

見を吸い上げていけたらと思っている。

武藤委員 今回、引き続きこの会議に出せていただくが、私自身は幼児教育に長く

携わっているが今何が一番必要かということが、ぼけてしまっている

感じがしている。先進２７カ国の中で就学前の教育がバラバラなのは

日本しかない。日本では、小学校に入る前にそれぞれの家庭であがって

きていて統一されていない。小学校１年生になって初めて集団の中で

人の話を聞くという状況で、就学までそのような経験をしていない子

も大多数おり、育つ前の環境がバラバラである。こういう会議を通して、

国が実施しないなら、小田原市が就学前の１年間でこれをするという

指針を出せば小学１年生の担任は６ヶ月間が楽になり、より教育効果

が上がると思う。そういうシステムは国ではできないと思うので、この

小田原で、皆で考えていけたら素晴らしいと思う。やはり、三つ子の魂

１００までもなので、３、４、５歳に受けた環境が一生後を引く。この

ため、楽しい豊かな環境で育っていかないといけない。また、一般的に

障がい児を省く空気がある。３、４、５歳の中では障がい児がいないと

いけない。その中で一緒に育ち、“障がい”を共有できる環境が必要だ

と考えている。障がい児を排除して健常児だけで育っても立派な人間

になれない。学力があっても、思いやりがありやさしい明るく助け合う

といった気持ちを持てない。そうした人がリーダーになると、そういう

環境がいいと思ってしまう。そういうものを変えていく空気が必要だ

と個人的にも思うし、私の園もそうしている。

村松委員 学校現場でも子どもの生育過程が話題になることがある。子どもが小

さい頃から大きくなるまでのトータルで考えていかなければならない
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が、そこにどのような障壁があるのか、自分としては注目していければ

良いと考えている。性格や精神的な面でも様々なお子さんがいるなか

で、互いに違いを認め合いながら生活していくことが凄く大事だと思

う。そのためには、人的環境として、予算をつけて人を増やしてもらわ

ないと困難な部分がある。そうした点をどうしていったらよいか相談

できるといいと考えている。また、県外在住の私の娘には３歳の子ども

がいて保育園に通っていない。でも、近隣の小学校の放課後児童クラブ

の部屋が午前中空いているということで小さな子を持つ親に開放され、

そこで過ごすことができている。そこでは子ども同士のネットワーク

ができてくるのに派生して、母親同士のつながりができる。このように

既存施設を利用するなどして、保護者の様々なニーズに応えていく手

立てを一緒に考えていけたらと思っている。

山崎委員 現在は、ほうあんうみに勤めているが、ほうあんふじがスタートして、

ここ数年、保育園や幼稚園で発達が気になるお子さん、知的には問題が

ないが、集団生活が難しいお子さんがかなり増えている。１５０名以上

の契約人数を１園で抱えているため、今回、２つに分かれてという形を

とった。年々、“ほうあん”につながるお子さんが増えている現状で、

年齢の低いお子さんが１歳半検診から２歳の健診時につながってくる

ことが出てきている。こうした現状の背景には、お子さん自身に問題が

あるのもひとつだが、父母が子育てする環境が上手く整っていないこ

とで起きている問題もあると思う。子ども達は必ず大人になるので、大

人になった時に困らないように、小さい時期に何をしたらいいかをし

っかり考えてやっていきたい。どちらかというと、地域から預かってい

るという立場のセンターなので、地域の中で子ども達を育てていく必

要がある。人的な環境や施設面の環境もそうだが、人がお子さんを理解

することも重要である。ひとりひとりの対応が違ってくる時に、集団生

活を考えるとどうしていくかを悩まれることも多いと思う。生まれる

前後の保護者への支援も環境的に地域の中で受け入れができることが

弱くなっているので、お母さん達のことを具体的に支えていく家庭的

な支援というのも大事だなと感じている。

吉野委員 ５歳の男の子と中学校１年生の女の子を育てている。ＮＰＯ法人ママ

ズハグというところでスタッフをしている。そこでは、妊婦さんから小

学校の高学年位のお母さんたちがワークショップを開催して、ベビー

マッサージなどを一緒に行っている。お母さんが１０人いれば、１０人

それぞれの悩みがあるが、そこで集まって話をすることで安心したり、

スキンシップを取れたり、子どもとのコミュニケーションをとる方法
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のヒントを与えることなどができるといいと考えて活動をしている。

お母さん達と話をする機会が多いので、オンタイムでお母さん達が何

に悩み、何に困り、何に苦しんでいるのかという気持ちや状況をここで

伝えられたらいいと思い参加した。

松原副会長 保育所の園長会として出席しているが、現場は、大きな課題である待機

児童については正面から向き合っており、保育園とはそういう施設で

ある。平成２７年度から新しい子ども・子育て支援法が開始されたが、

それ以前から、各施設で定員枠の拡大を図ったり、定員プラスαの部分

でお子さんを預かるなど各園で努力を重ねているが、数字として待機

児童が減らないことについては、課題であると考えている。

また、保育士不足ということが言われているが、実際保育士は少なく、

ぎりぎりのところでやっているのが実情である。これに加えて預かる

お子さんも、以前は夏休み期間などで、小学生の子が上にいると一緒に

休むこともあったが、最近は夏休みになっても登園する子どもの数が

減らない。つい先日の１２日を例にあげると、ちょうど山の日とお盆の

間の土曜日だったが、少し前までは２人位の登園だったのが、私の園は

定員９０人のところ２０名近くが登園してきている。このような状況

だと、保育士が望む日にちで休暇を取れない。

また、発達に問題を抱えているお子さんや、そこまでいかなくても集団

行動をすることが難しく支援が必要なお子さんが本当に増えていると

思う。一定の基準のもと認定を受けた場合には、市からある程度職員を

配置するための補助が出るが、そうでないお子さんに対しても保育士

が一定数必要であり、必要な保育士を確保することの厳しさが問題で

あると感じている。子どもの事故や怪我がないように安全にお預かり

をすることを第１に考えてはいるが、これに加えて、預かる以上は保育

内容の充実を図り小学校へ送り出していけるように、園長会でも研修

等を重ね、子ども達が有意義な保育園生活を送れるようにしている。抱

えている問題がたくさんあり、どのような意見が出せるか整理ができ

ていない現状ではあるが、よろしくお願いしたい。

吉田会長 この会議を通じて、小田原市で今子育てしている方へのニーズ調査を

してはいるが、もっと質的なものとか小さな意見、見えなかった声など

も拾いながら、みなさんで気付きながら進めていければ良いと考えて

いる。是非今後も皆様のお立場からの意見をいただきたい。今日の会議

でも施策の説明後に少し時間を作り、皆様からお話をいただきたい。

（２）小田原市子ども・子育て支援事業計画の実施状況について【資料２】【資料３】
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     佐次施設整備担当課長が資料２により、子ども・子育て支援事業計画の進捗状況

や今後の見直し等について説明を行った。これに引き続き、川口子育て政策課長

が資料３により、同計画の主要事業の実施状況と今後の展開等について説明を

行った。

【質疑・意見交換】

佐藤委員 資料３の１４頁にある「ひとり親家庭等日常生活支援事業」の具体的な

派遣内容を確認したい。

府川副課長 当該事業については、ひとり親家庭の保護者が自立のために就職活動

を行う場合や、病気や怪我などにより家事が出来ない状況の時に、保護

者に代わり買い物、料理や保育を行うなどの生活での援助を行う家庭

生活の支援員を派遣して生活の安定を図っている。なお、表にもあるよ

うに平成２８年度は要望がなく実績がなかったが、平成２７年度は１

件の家庭で５回程の派遣があったと記憶している。

佐藤委員 この事業については、どのように窓口を開いており、どのような手続き

が必要など、そうした情報をひとり親の方自身がこの情報を知り得る

状況にあるのか。昨年度の実績が０件ということだが、私の周りには、

結構困っている方たちがいて、果たしてそれがきちんと繋がっている

のかという点が疑問に感じた。平成２７年度は、どこの窓口にどんな形

で促されて１件という結果になったのか確認したい。

川口課長 基本的には、子育て政策課の２階の窓口に、ひとり親家庭の相談窓口が

あり、そこで話を聞くなどの受付をしているが、昨年度については当該

事業について実績がなかった。

府川副課長 ひとり親家庭のための支援に係る周知については、全庁的に行ってい

る対象施策を取りまとめて、ひとり親家庭用に配布するための冊子を

作っている。これを児童扶養手当受給世帯、ひとり親の医療受給者証の

助成を受けている方に配布しており、その中で、当該制度の案内をして

いる。対象の方には、こちらをご覧いただき、ご希望があれば相談して

繋げていくという流れをとっている。

吉田会長 佐藤委員の質問の意図は、ご自身の周囲に当該事業が必要そうな方が

いると感じているのに、昨年度の実績が０件というのは不思議である

ということか。

佐藤委員 資料には、これだけの良い事業があるにも関わらず、浸透しておらず、

利用に繋がっていない。需要と供給が伴っていないがあると思う。こう

した点で「保育コンシェルジュ」は必要となってくると思うが、実際に

役所に向かうのは敷居が高いものと感じている。冊子を配布するだけ

ではなく、「こんにちは赤ちゃん事業」等のような、相談に来てくれる
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事業が必要だと思う。ひとり親の方は、どうすればいいのか、誰に相談

すればいいのかが先ず分からない。例えば、保育園等で、園長先生等が

に繋げるなど、園長先生に知識があれば事業の紹介が出来るが、私自信

も初めて聞く事業が多い。小規模は辛らつな案件を目の当たりにする

ことがある。その際、こうした事業についての知識があれば繋げること

が出来たかと思うので、保育園等にも冊子を配っているようであれば、

情報としていただけると助かる。

吉田会長 保育所や小規模保育事業等への情報提供は、現在どうなっているのか。

例えば、ひとり親家庭向けに「日常生活支援事業」があるという情報は

流れているのか。

府川副課長 冊子は、保育所等には配架していない。新規にひとり親家庭となった世

帯や、各地域の民生委員・児童委員には配布している。ひとり親家庭向

けの制度がこの１冊を見れば網羅できるものとなっているので、保育

所等への周知について今後考えていきたいと思う。

菅原委員 「ひとり親家庭等の自立支援の促進」に向けた事業が５つ記載されてい

る中で、正直「ひとり親等家庭等日常生活支援事業」は知らなかった。

冊子は配布しているとのことだが、事業があることを初めて知り、この

事業があれば困っている人たちが助かるものと思うので、別の形で皆

が知る機会があればと思う。

吉田会長 良い制度があれば、広報をして使い易くしていくということをお願い

したい。

土橋委員 資料３の１４頁にある「（１）児童虐待防止対策の充実」の「４ 養育

支援家庭訪問事業」について、こうした事業が必要な人が単体で申請を

行うというのはなかなか難しい。そもそも今困っていることが、個別の

事業に当てはまるかどうか分からない。これに加えて、役所は敷居が高

いので、申請をしなければサービスを受けられないという現状がある。

こうしたことからも、子育ての相談を担う人たちが、こういうサービス

を把握して、しっかりと繋げる仕組みが重要である。ましてや、虐待の

リスクを持った人たちについては、ある種の精神的な問題を抱えてい

る方、知的な障害のある方や家事が出来ない方がいるが、カスタマイズ

された形で個別のサービスを受けることが出来ない。こうした状況に

おいて相談員の役割が非常に重要になっている。今の説明では役所と

しては“待ち”の姿勢であると受けとめられてしまう。必要としている

方々にどうやってサービスを届けるかという感覚を持ってもらいたい。

それが、虐待のリスクを上げないとか子育ての支援をしていく本当の

意味だと思っている。知らなかったら周知すればいいというレベルで
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はないことを是非理解してもらいたい。

武藤委員 資料３の３頁にある「１２ 私立幼稚園教育推進事業」について事業名

だけだと意味が分からないが、事業内容を読んでみると「内科歯科検診

補助」と書いてあり、漸く認識できた。この事業については前から疑問

に思っており、それは就学前の子どもの健康管理は誰がするのかとい

う話になる。小学校での各種検診は、多額の予算を使い実施している中

で、就学前の子どもの健康管理の実施主体は私は市町村だと考えてい

るが、この事業であれば、先ず事業名がおかしいと思う。事業名の意図

は何か。公立幼稚園は市の負担で行うと思うが、私立幼稚園はごく一部

に補助が出ているだけで後は各園で自腹で行っているのが現状である。

私立幼稚園の子ども達も同じ市民という視点で、健康管理という点に

ついて市で面倒を見ることが出来ないのか疑問に思う。

吉田会長 当該事業名の意味と就学前の特に幼稚園に通っている子どもたちの健

康に関して、市がどのように責任を持っていくのかという点のご質問

であると思うがいかがか。

田村係長 私立幼稚園教育推進事業の内容は、実際には内科歯科検診の補助金と

就園奨励費の補助金であり、事業名と内容がリンクしていない部分は、

ご意見として受け止めさせてもらう。

佐次担当課長 内科歯科検診の補助金については、以前から私立幼稚園協会からご意

見をいただいている中で、教育部・子ども青少年部も併せ内部で色々と

検討してきたところである。就学前児童の健康管理をどうするのかと

いう点は、健康づくり課で実施している健診もあり、トータルで対応し

考えていくものだと認識している。幼稚園の児童に対する健康の部分

については、今年度、私立幼稚園協会に対して、一つの考え方を示した

とおりであるが、今後は健康管理という面だけではなく、私立幼稚園に

対してどのような支援をしていくのかという、もっと大きな枠組みの

中で、子ども青少年部が主体となり改めてご相談をしたいと思う。

武藤委員 支援について色々と検討してもらっているのは分かっているが、確認

したいのは、結局、子どもの健康管理は誰がみるのかという点である。

小学校、保育園、公立幼稚園に通う子ども達は公共が見る体制になって

いるところで、私立幼稚園に通う子ども達だけが異なっているという

現状の位置づけがおかしいのではないかと考えている。誰が最終的に

小田原市の就学前の子ども達の健康管理を行うのか。実際に、市が直接

的に管理するということはできないと思うので、各園に委託する形で

就学前の健康診断等を行い、早期の病気発見に繋げている現状がある

と認識しているが、「就学前児童の健康管理」の位置づけを伺いたい。
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佐次担当課長 就学前児童の健康を誰が見るのかといった点には明確な答えはない。

費用負担という面で見れば、国、県、市の補助があるもの、市が単独で

行っている事業もあり、各所属が実施する事業の中でも異なってくる。

私立幼稚園に対しても、現行、給付型の園と私学助成の園がある中で、

制度上での費用負担の違いが発生していることは事実である。これを

前提として、幼稚園や保育園に通っている子ども達に対して、どういう

形で支援をしていくかという点は、まだまだ検討が必要な部分がある

ので、これからも課題を捉えながら整理していかなければならないと

考えている。武藤委員の課題認識については、以前から話を聞いており

理解しているが、現状ではこの程度の説明で留めさせていただきたい。

吉田会長 今の質問に関しては、互いに課題も共有しており、行政との関係で議論

を進めている現状と、制度自体も動いてきている状況があるので、この

場での議論も重要であるが、別の場でも一考の上、議論をしていただけ

ればと思う。端的な回答ではなく、伝わりづらい部分があったかもしれ

ないが、課題意識としては同じという認識である。

（３）その他

・保育の受け皿確保の進捗状況について【資料４】

     前島副課長が資料４により、待機児童の現状と平成２９年度における保育の受

け皿確保の進捗状況等について説明を行った。

【質疑】

鈴木委員 資料の裏面「３ その他 （２）小田原市内での整備予定」で、株式会社

ディ・ディレクト及び有限会社小田原不動産が設置する施設の所在地は

具体的にどこになるのか。 

  前島副課長 株式会社ディ・ディレクトは竹の花の交差点付近に建築している建物の

一部に整備される予定であり、有限会社小田原不動産は旧伊勢治書店の

跡地で整備が進んでいる。 

    ・意見交換

   【意見交換】 

川向委員 子どもが高校に入ってから自閉症スペクトラムと発達障害であることが

分かった事例がある。小さい頃には、特にこだわりというこだわりもなか

ったが、少しずつであるが親を攻撃対象とするそぶりが見られたため、保

育所で相談したが、何の対処もしてもらえなかったという。市の検診でも

“要観察”と出たことはあっても、病院等にはつながらなかった。小学校

では校長先生が様子を案じて話を聞いてくれたり、アドバイスをしてく
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れたこともあったのは救いであったが、紹介してもらった施設の担当者

からは、自閉症スペクトラムであるとの指摘もなかったとのことだ。 

吉田会長 高校になるまで、自閉症スペクトラムと分からなかったため、大変苦労さ

れている様子であるが、山崎委員は今の話を聞かれていかがか。

山崎委員 こうした事例は多くある。３歳半児検診の時には言葉も喋っているので、

全く問題がないと言われるが、結局、幼稚園や保育園の中では集団生活が

できないと言われる。そこがうまくいかないまま、学校に行ってしまう。

川向委員 病院では、施設の先生にもう少し知見があれば、相談を行った時点で分か

っていたと言われたとのことである。

川向委員 資料３の６頁にある「（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策

の充実」の「２ 登校支援強化事業」について、数値が実態を反映してい

ないのではないか。実際に支援の対象になる児童は潜在的にもっといる

と思う。

村松委員 自分の息子も中学校では不登校だった。今は違うが、その当時の不登校へ

の対応は、子どもの状況を優先して学校側からは積極的には働きかけは

しないというものだったと思う。学年主任の先生が時折訪ねてくれたが、

結局、ほとんど登校できなかった。

川向委員 相談先がどれくらい関わってくれるかが重要であると考えている。教育

相談で「学校、家庭、地域」とよく言われるが、そこに“プロ”が入るか

入らないかで違うと思う。プロであるカウンセラーとか相談員などの横

の連携がもっと必要なのではないか。

吉田会長 カウンセリングは、守秘義務もあり、先生や保護者に色々と話すわけにも

いかない点で連携が難しいとは思う。こうした連携の中で、自閉症である

との判断ができなかったのかという点を課題に思われていると思うが、

児童相談所では、児童相談の専門機関として、そのあたりどのように確認

されているのか。

土橋委員 自閉症の診断は、職員では出来ないので医師が判断する。児童相談所には、

児童精神科医の嘱託員がいるため、こうした相談に来られた時には、まず

相談にのりながら、ドクターの来所日に来てもらい、見立てをして、必要

がある場合には医療機関を紹介している。

小田原市の場合、専門の相談員や臨床心理士がおり、児童精神科医も月に

１度来所してもらえるような「教育センター」はあるのか。

川向委員 小田原にはない。

土橋委員 各地で不登校が増えていく中で、児童相談所が持っていた不登校相談の

ニーズが市町村に移ってきた。このような状況下で専門職がいて、随時、

相談に乗れる体制を備えた「教育センター」の整備が、小田原市くらいの
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規模になると必要な時代になってきているのではないか。

田村係長 「教育センター」は、部内では是非必要であるという話が出るが、実際は

財政上の課題もあり、実現出来てない状況である。

川向委員 小さな子どもの場合「つくしんぼ教室」があり、児童発達支援センターと

して「ほうあんふじ」などの施設がある。「自閉症スペクトラム」の場合

も、昔は「ちょっと難しい子だね、変わった子だね」で過ぎていたと思う

が、現在は、きちんと“症状”が認識されているので、各施設での支援等

を受けることができる。

     こうした状況は望ましいことであるが、私がさらに望むのは、現行の制度

にプラスして“小田原市独自”の支援を設けてほしいというものである。

小学校、中学校、高校を卒業した後、例えば中学生でも親御さんが働いて

いると、家に子どもだけがいる家庭が相当あると思う。保護というわけで

はないが、目に見えない部分での支援が必要になる場面もあると思うの

で、そういう子の救いの場が出来たらいいと思っている。

北村副部長 現在、「早期発達支援事業」の中で、保育園や幼稚園を回って、保育士へ

の助言を行っている。“気になる子ども”の様子を、保健師、臨床心理士、

小児精神科医に入っていただき状況を見ながら、アドバイスをもらうと

いうものであるが、各園からも非常に効果的であるとの評価を得ている。

しかしながら、小児精神科医の先生が非常に少なく、園の希望全てに対応

できていないという現実はある。

この事業に関わったスタッフ達からも、川向委員が仰ったように「子ども

を繋げてずっと支援していく仕組みの構築が必要である」という点が課

題として揚げられていた。先ほど、小田原市として「教育センター」とい

う話も出たが、小学校から青年に至るまで、継続して“１人の子ども”を

見ていける体制が出来ると良いと考えている。

吉田会長 貴重な意見をいただいた。特に発達障害の子どもが診断が付かない場合

に、どういう風に支援をしていくのか、“トータルな支援”を市の方でも

検討しているということで、凄く心強く思う。

７ その他

事務局より次回会議について、来年の１月から２月位を予定していることを説明した。

閉会


