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議題等 

１ 開 会 

２ 区長挨拶 

３ 教育長挨拶 

４ 教育委員自己紹介 

５ 議 題 

（１）子どもの未来応援のための区長部局と教育委員会の連携のあり方について 

（２）その他 

６ 閉 会 

 

（午前１０時開会） 

１ 開 会 

○区長 

ただいまから、令和元年度第１回港区総合教育会議を開会いたします。 

本日進行を務めます港区長の武井雅昭です。 

教育委員の皆さんにおかれましては、ご多忙のところご出席いただきまして、ありがと

うございます。 

この港区総合教育会議は、平成２７年４月１日に施行されました「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」第１条の４に基づきまして、「港区総合教育会議規則」により設

置をしたものです。地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育

の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図ることであ

り、私と教育長、教育委員の皆さんとで、港区の子どもたちの教育環境の向上のために協

議する場でございます。 

なお、この会議につきましては、公開を原則としておりますので、予めご了承いただき

ますようよろしくお願いいたします。報道機関の方がお見えになって、写真撮影等の申し

込みがありましたら、許可したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 区長挨拶 

○区長 

 それでは、令和元年度第１回目の会議でございますので、私から一言ごあいさつを申し
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上げます。 

教育委員会の皆さんには、日頃から、港区の教育行政に対しまして、深いご理解とご協

力をいただき、ありがとうございます。本日は、「子どもの未来応援のための区長部局と

教育委員会の連携のあり方」を議題といたしました。 

 区は、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していける地域社会の実現を目指し

て、平成２８年３月に「港区子どもの未来応援施策の方向性」を定め、全庁を挙げ、港区

の特性を踏まえた子ども・子育て支援施策を展開しております。 

これに先立ちますと、平成25年に、子どもの貧困の解消、子どもの健やかな成長や教育

の機会均等を図ることなどを目的として「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立

したところでございます。  

区は、区の実情を捉えまして、経済的問題だけではなくて、家庭環境等において様々な

問題を抱える家庭、子どもに対しても積極的な取組を行うために、子どもの未来応援施策

として様々な境遇にある子どもたちを支援し、夢と希望に満ちた子どもたちの明るい未来

につなげる取組を推進しております。 

平成２８年１２月に開催いたしました港区総合教育会議では、「子どもの未来応援施策」

をテーマとして取り上げ、スタートしたばかりの施策について意見交換をさせていただき

ました。本年６月に、子どもの貧困対策の推進に関する法律が改正されまして、これまで

都道府県までとされていました子どもの貧困対策に係る計画策定の努力義務が、区市町村

まで拡大されました。 

区は、この計画につきましては、これまで進めてきた子どもの未来応援施策を引き続き、

計画的、効果的に推進するために有用であると判断いたしまして、現在策定中の次期子ど

も・子育て支援事業計画と一体的にこの計画を定める予定としております。 

また、本年８月に、令和３年４月に開設予定の（仮称）港区子ども家庭総合支援センタ

ーの整備工事に着工いたしました。このセンターでは、区の児童相談所、子ども家庭支援

センター、母子生活支援施設の３つの施設が連携し、妊娠から出産、子育て、そして子ど

もの自立と、長期にわたる切れ目のない支援を展開してまいります。 

虐待や非行等の問題の発生、深刻化の予防に向けて、地域や関係機関との連携・協力によ

る地域ぐるみのきめ細かな支援が不可欠です。教育委員の皆さんには、様々な場面におき

まして、ご助言、ご協力をお願いいたします。 

本日の会議では、子どもの未来応援施策をスタートさせて３年余りが経過した現時点に
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おきます取組の状況と課題を皆さんと共有させていただき、今後の施策の更なる発展につ

なげていきたいと考えております。 

限られた時間ではありますが、教育長、教育委員の皆さんと忌憚ない意見交換を行いた

いと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次に青木教育長からご挨拶をいただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

３ 教育長挨拶 

○教育長 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、私の方から教育委員会を代表いたしまして、ご挨拶申し上げたいと思います。 

まずは、武井雅昭区長に御礼ということで、申し上げたいと思います。 

日頃から港区の教育行政に関しまして、多大なご支援をいただいております。いろんな

部分でのサジェスチョン、それから予算面もそうですけれども、いろんなところに気配り

していただきまして、ありがとうございます。 

本日のテーマであります「子どもの未来応援施策」につきましては、先程区長の方から

お話しがありましたとおり、平成２８年１２月のこの会議で議題とさせていただいており

ます。そこでは、テーマに関して幅広く意見交換を行いまして、区長部局と教育委員会の

間で課題を共有し、取組の方向性について共通認識を図ったところでございます。 

教育委員会では、この会議での議論や、これに先立って策定されました「港区子どもの

未来応援施策の方向性について」に基づきまして、学びの未来応援学習講座をはじめ、さ

まざまな事業を区長部局と連携を図りつつ展開しております。 

本日、この会議では、これまでの区長部局と教育委員会の連携のあり方について、効果

があった点、または不十分な点などの意見交換をしつつ、新たに予定されている計画で子

どもたちの未来につがる施策がさらに展開できるよう、再び課題意識を共有しまして、連

携を確認する場としたいと思っております。 

子どもたちを取り巻く環境を見ますと、国際化やＡＩをはじめとするＩＣＴの急速な進

展など、そのスピードと変化の大きさで激変しつつあります。一方で、いじめや児童虐待

の問題は依然として予断を許さず、その予防と適切な対応への取組が引き続き重要となっ

ております。こうした環境変化や課題の解決のため、区長部局をはじめ地域や関係機関な
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どとの連携がますます重要になってきていると考えております。 

教育委員会と区長部局がこれまで以上に、より一層強力に連携することで、未来を担う

子どもたちが健やかに夢と希望をもって成長できる、さまざまな取組を効果的に推進して

いくことができるものと考えております。 

本日は短い時間ですが、各教育委員の先生方におかれましても、このテーマについては

非常に重要な課題と思っておられますので、いろんな立場から御意見を述べさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○区長 

 よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

それでは次に、教育委員の皆さんに自己紹介をお願いしたいと思いますが、ご紹介に添

えまして一言いただければと思います。それでは、田谷教育長職務代理者から順によろし

くお願いいたします。 

 

４ 教育委員自己紹介 

○田谷教育長職務代理者 

 教育委員会教育長職務代理者の田谷克裕でございます。よろしくお願いいたします。 

 今日は、区長、こういう会を作っていただいてありがとうございます。なかなか日頃、

お話のできないようなことも今日はいろいろと協議してまいりたいと思います。どうか、

よろしくお願いいたします。 

○区長 

 よろしくお願いいたします。 

○山内委員 

 山内でございます。よろしくお願いいたします。 

私自身日頃から学校教育と家庭教育の関係、それからいろいろな境遇にある子どもに切

れ目のないケアをどう提供していくかということは私自身も関心を持って研究教育してま

いっておりますので、そのようなことも踏まえて、意見できればと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○区長 

 よろしくお願いいたします。 
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○薩田委員 

 薩田知子です。よろしくお願いいたします。 

まだ、うちの娘は、港区内で中学校を区で通わせていただいているものですから、娘や

そのお友達、保護者の方からもいろんな話を常々聴いております。 

いろんな問題があるのだろうなというところはあるのですが、そのようなところを少し

でもわかりやすく、保護者の方や周りの方に、お伝えできるような話ができるといいなと

思います。よろしくお願いいたします。 

○区長 

 よろしくお願いいたします。 

○中村委員 

教育委員の中村でございます。 

教育委員１年目ですので、初めてこの会議に参加させていただきます。 

普段なかなか、教育に関して区長部局の方々とお話しをする機会があまりないものです

から、私、弁護士としての職業柄、やはり少年事件あるいは生活保護の相談ですとかです

ね、そのような形で子どもの家庭における状況等、港区の中で垣間見ております。そのよ

うなものも、私の経験の中から、もし有用なことがあればですね、是非発言させていただ

いて、私の考えとしてお話ししたいと思います。 

今日は、よろしくお願いいたします。 

○区長 

 よろしくお願いいたします。 

 

（事務局紹介） 

○区長 

ありがとうございました。 

なお本日、区長部局からは田中副区長も出席しておりますので紹介をさせていただきま

す。 

○副区長 

 副区長の田中でございます。 

 私の担当として、教育委員会との連絡調整を所管しておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 
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○区長 

次に、この会議の事務局を務めます職員の紹介をさせていただきます。それぞれ、自己

紹介をお願いします。 

○総務部長 

事務局を務めさせていただいております、総務部長の北本でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務課長 

同じく、総務課長の湯川と申します。よろしくお願いいたします。 

○区長 

なお、本日出席している説明員は、席上に配付をいたしました席次表のとおりでござい

ます。紹介は、省略をさせていただきます。 

 

５ 議 題 

（１）子どもの未来応援のための区長部局と教育委員会の連携のあり方について 

○区長 

それでは、早速ですが本日の議題であります、子どもの未来応援のための区長部局と教

育委員会の連携のあり方について、意見交換を進めたいと思います。まず初めに、資料を

用意してもらいましたので、説明員から資料の説明をお願いいたします。 

○生活福祉調整課長 

 生活福祉調整課長の阿部と申します。よろしくお願いします。私の方からですね、最初

に法律の経緯と背景を簡単にご説明させていただきます。 

 子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成２５年に子どもの貧困率が過去最悪を更

新する状況に対応するため、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されるこ

とがないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、

教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関して基本理念を定め、国などの責務を

明らかにし、子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策

を総合的に推進することを目的に制定されました。 

東京都では、国のこうした状況や、これまでの都の取組の成果を踏まえ、子どもを安心

して産み育てられ、次世代を担う子どもたちが生まれ育った環境に左右されず、健やかに

成長できる社会の形成を目指して、子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法
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に基づき、子どもの貧困対策も包含する計画として、平成２６年度末に「東京都子供・子

育て支援総合計画」を策定いたしました。平成２９年度に中間年の見直しを行い、子ど

も・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業支援計画」と次世代育成支援対策推

進法に基づく「地域行動計画」、子どもの貧困対策法に基づく「子どもの貧困対策計画」

を「東京都子供・子育て支援総合計画」と一体的に策定いたしました。 

区では、平成２７年７月に子どもの貧困対策について検討する「子どもの貧困対策検討

専門部会」を設置し、具体的な検討を開始いたしました。平成２８年度には、新規事業４

事業、レベルアップ２事業の合計１０９事業を実施しました。また、福祉的側面から「子

どもの未来応援施策基礎調査」、教育的側面から「学びの未来応援施策実態調査」を実施

いたしました。平成２９年度には、新規事業６事業、レベルアップ８事業の合計１１５事

業を実施いたしました。学習支援事業、学びの未来応援学習講座もこの年度から開始いた

しました。平成３０年度には、新規事業１事業、レベルアップ３事業の合計１１５事業を

実施いたしました。本年度には、子どもの貧困対策の推進に関する法律が一部改正となり

区市町村による貧困対策の策定が努力義務化されました。 

資料１をご覧ください。令和元年度の、子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正の

ポイントについてです。 

項番１、目的・基本理念の充実についてでございます。法の目的として、子どもの貧困

対策の推進に加え、子どもの貧困の解消に資すること。二つ目、児童の権利に関する条約

の精神に則り、子どもの権利を尊重すること。三つ目、将来の「貧困の連鎖」を断ち切る

だけでなく、現在の状況に向けた対策であること。四つ目、貧困の状況にある子どものみ

ならず、すべての子どもが心身ともに健やかに育成されること。五つ目、子どもの生活・

環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずること。六つ目、子どもの貧困対策は、その背

景に、さまざまな社会的要因があることを踏まえて推進すること、に修正されております。 

項番２、大綱の作成に当たり「貧困の状況にある子ども及びその保護者」の意見を反映

させることとされているなど、当事者の要望を踏まえたものになっています。 

項番３、都道府県のみならず、市区町村にも子どもの貧困対策の計画の策定が努力義務

になりました。これを受け、区では、次期子ども・子育て支援事業計画に包含して策定す

る予定でございます。 

項番４、具体的施策として、教育支援は教育の機会均等を図ること、生活支援は生活の

安定に資するための支援、ワーキングプアの解消に向け保護者の所得の増大・職業生活の
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安定と向上、調査研究は貧困指標に関する研究が追記されました。 

はなはだ簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

○子ども家庭課長 

 区長。 

○区長 

 はい、どうぞ。 

○子ども家庭課長 

私の方から、資料２の主な未来応援施策の取組について、簡単にご説明をさせていただ

きます。この資料につきましては、皆さんのご議論のきっかけになればということで、主

に学習支援に繋がるもの、近年法改正がされたということで、直近で児童虐待防止法が改

正されたことを受けたもの、また、近年社会的に注目度が集まっている子ども食堂につい

て記載をさせていただきました。 

まず、中学生の学習支援、高校生の学習支援につきましては、生活福祉調整課が実施し

ており、内容については記載のとおりでございますが、教育委員会と区長部局の連携とい

たしましては、右側に記載してございますが、教育委員会が実施している学びの未来応援

学習講座との情報共有をしているというレベルに今なっている状況です。 

また、不登校、いじめなどについて、利用生徒から相談があった場合には、必要に応じ

て教育委員会の方にも情報共有を図るといった効果などもございます。特に、中学生に関

しては、参加者、保護者からのニーズも高い状態ですけれど、教育委員会で行っています

学びの未来応援学習講座、こちらが講座形式であるのに対し、生活福祉調整課の方は、講

師１人につき１人～２人の少人数制であり、少し言葉は悪いですけども、じっとしていら

れない子どもたちが勉強できる状況にあるということから、中学３年になった場合、学び

の未来応援講座の場合、座学、講座形式、これは少し馴染めないかもしれない、そういっ

た課題があると感じてございます。 

学びの三つ目の教育指導課が実施しています学びの未来応援学習講座、こちらについて

は非常に参加者の方からも評判が良く、高校入学に資する支援になっていると聞いており

ます。 

また、４番目の要保護児童対策地域協議会における要保護児童等の相談支援に関しまし

ては、要保護児童対策地域協議会のもとに、地域の関係機関が子どもに関する情報共有を

しているということで、対策を講じているところです。平成３０年度からは、子ども家庭
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支援センターの職員が日常的に学校に訪問し、情報共有を行っているという、巡回支援事

業に取り組んでおりまして、そこで児童虐待の未然防止、早期発見に取り組んでいるとこ

ろです。 

最後になりますが、子ども食堂の運営事業者のネットワーク化ということで、港区は子

ども食堂を直接区が実施しているということはございません。東京都の補助制度を、区を

経由して運営事業者に補助している状況です。また、最近では、子ども食堂を運営したい

という方、それから、子ども食堂の運営を支援したいという方から港区にお声を寄せてい

ただいております。７月２３日には、ワークショップを開きまして、マッチングをしまし

た。その結果、不動産を持っている方と運営をしたいという方がマッチしまして、１店舗、

芝大門の方に新たな子ども食堂ができました。このようなことをもっと広げていくために、

今後、年内を目途に、更にネットワークづくりを進めていきたいと考えております。現在

のところ、教育委員会との連携の事例はございませんけども、今後、是非連携させていた

だきたいと思います。 

説明は以上です。よろしくお願いします。 

○区長 

 ありがとうございました。 

子どもの未来応援施策の現状、法改正の内容について説明をしてもらいました。 

今、事務局から説明がありました、区の未来応援施策の概要につきまして、少し内容に

ついてのご質問あるいは補足説明的なものが欲しいというようなことでも構いませんが、

その点から少し入っていきたいと思います。いかがでございましょうか。 

田谷委員、どうぞ。 

○田谷委員 

本題に入る前に子どもの未来応援施策について一言発言させていただきたいと思います。 

区が「子どもの未来応援施策の方向性について」を策定した後、平成２８年１２月に総

合教育会議を開催していただき、区長と教育委員会で意見交換を行いました。その時は、

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が平成２６年１月に施行され、「子どもの貧困

対策計画」の策定を区市町村は努力義務化されなかったわけですが、区は平成２８年３月

に「子どもの未来応援施策の方向性について」を策定し、１１７の事業を展開していただ

きました。 

これまでも、子どもへの学習支援や児童虐待の未然防止などの事業で区長部局と教育委
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員会が連携して取り組んでまいりました。 

今回の法改正を受けて、子どもの貧困対策計画を含む形で「子ども・子育て支援事業計

画」を策定する予定とのことですが、子どもの未来応援に対する取組は、やはり区長部局

と教育委員会が連携することで、それぞれが有する情報を共有して、事業と事業のつなが

りをつくっていくことが非常に大切だと思っております。取組がさらに充実し、子どもた

ちがその成果を享受できるよう、教育委員会としてもしっかり考え、取り組んでまいりた

いと思います。 

○区長 

ありがとうございます。 

区では、子どもの未来応援施策を取りまとめ、計画的に進めてきたところですけれども、

その過程においても、田谷委員がおっしゃるように、教育委員会との連携というのが大変

重要であり、また、さらにより効果的な施策の展開ができると思っております。次期計画

策定の話もありましたが、その中にも今日のご意見を活かして参りたいと思っております

ので、是非よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

今、事務局から、主な取組の概要として、学習支援、要保護児童等のいわゆる貧困の対

策、また、近年注目をされております子ども食堂の３点に絞ってご説明させていただきま

した。この中でも教育委員会との連携が進んでいるもの、また、これからさらに進めてい

くために現在検討中のものも含まれております。委員の皆様方から、もしこうした個別事

業に際しましても、ご意見ございましたら、その他の課題も含めまして、ご発言いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○教育長 

資料１下段の法改正の主な内容「１ 目的・基本理念の充実」（２）①に、子どもの年

齢等に応じて、その意見、子どもの意見が尊重されて、その最善の利益が優先されること

が重要ですよという記載が明記されたということで、いわゆる子どもの視点に立って、こ

れまでは保護者を通じて子どもとかというのがあったのですが、子どもはどう思っている

のかというのが、非常に大きな、今後、この施策を展開する上で重要な視点かなと思いま

した。ここは、今後事業展開する時も、あるいは、新たな施策を考える時もこの視点を忘

れずにやっていきたいと思っています。 

○区長 

 青木教育長のご意見に対して、他の先生方はいかがでしょうか。 
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 山内委員、お願いします。 

○山内委員 

 今の子どもの視点、子どもの意見を尊重する、非常に大事な転換だと思いますけれども、

ただその時に大切なのは、やはり今の子どもにとっての幸せと、その子どもの将来の幸せ、

その両方を丁寧に見ていくということが大切で、やはり長い目で見たその将来の幸せは、

そのような視点からの子どもへの温かな目を常に持ち続けるということも一つ加えて、考

えてもらえれば良いかと思います。おそらく、学習支援は今の幸せのためというよりは将

来の幸せのための取組だろうと考えます。 

○区長 

ありがとうございます。 

まさに、区が区民の生涯にわたって、幅広い分野を区民に一番身近な政府として行うこ

とができるわけでございます。その点でも、山内委員のご発言のように、一番よくわかる

のは一番身近な区であり、国の今の実情であり、区の世帯であり、そしてまた将来に向け

て、末永く責任を持って対応していけるのも、区の役割であり、責任であるというふうに

思っております。その視点は大変大事であると思っております。 

そのためにも、将来を見据えた施策展開であり、また、いろいろな地域資源といいまし

ょうか、様々な方々との連携、団体や組織等も含めて、もっともっと進めていかなくては

ならないと常日頃思っております。そうした地域の皆さんとの関わり合いも含めまして、

ご意見をいただければと思いますが、薩田委員いかがでしょうか。お子様を育てていらっ

しゃる現役世代を代弁していただいても結構でございます。 

○薩田委員 

やはり親としては、子どものためを思って勉強しなさいだとか、こうしなさいだとかと

いうしつけのこととか、親はそういう目線でゆっくり言ってしまいますけれども、子ども

も大人になって、あの時の親が言っていたのは、このことだったのか、やっぱりありがた

かったのだなというのは私も今になって思ったところなので、今自分の子どもにこれを言

ってしまって本当に響いてくれるかどうかというと、なかなか難しいなと思うのですけれ

ども。でも今、子どもたちが、例えば遊び場の問題ですとか、友達関係ですとか、そうい

うところが、１００％全員が満足はいかないかもしれないですけれども、楽しい思い出を

この港区内で作ってくれて、港区で育ってよかったなって、大人になって思ってくれれば

すごくいいなと、とても長い目で見て、そういうふうに思い返してくれる時があったらい
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いなと。やっぱり、今子どもを育てていて、ちょっとイライラしてしまうことも多いので

すけれども、少し心の余裕を持って、そういうことも思いたいなと思いました。 

○区長 

ありがとうございます。 

今のお話で、将来子ども達が親の世代になった時に振り返ってみて、わかってくれるこ

とを期待しながら、その想いを伝えていくというお話でしたけれども、同じように、子ど

もが自らの将来の姿なりを思い描けるようにしてあげることも大事だと思いますね。 そ

ういった点ではいかがでしょうか。委員の皆様から、よく今、「子どもで自己肯定感がな

かなか持てない」でありますとか、「将来に向かっての明るい希望が描けない」でもです

ね、そのようなことも言われております。 

ただ、一方では、子どもの姿を見てみますと、いきいきと自分の個性を発揮して、非常

にのびのびと成長している、そういう姿も見受けられるのですけれども、子どもの未来応

援といった時には、将来に向けてという視点が大変大事なところだと思いますが、その点

で今も大切に、将来も大切にというご意見があったように、これからの方向性、あるいは、

今まで手掛けていなかったようなこのような取組や、また、可能性もあるのではないかと

いうようなことも含めましていかがでございましょうか。 

○教育長 

校長先生にこのテーマといいますか、考えをお聞きする場がありますけれど、校長先生

がおっしゃるには、今の子どもは親の姿をすごく敏感に感じていると。例えば、両親の不

和を子どもはよく見ていてですね、大人への不信感あるいは冷めた気持ちでそれを見てい

ると、自分もそうなるのではないかなという不安があるということで、その不安を払しょ

くするのは学校の役目でもあるという一方で、保護者の方も精神的に落ち着いてない、不

安になることが多いので、校長先生は子どもの居場所づくり、不安にならないようなもの

も学校の役目ですし、保護者同士の繋がりですね、コミュニケーションを図るもやはり学

校の役割であるというようなお話をされていました。 

子どもについて言うと、なかなか親に話せない、それから塾に行ったり、あるいは、い

ろいろな習い事に行ったり、子ども同士のコミュニケーションがとれないので、ついつい

ＳＮＳにいってしまいます。ＳＮＳをやって、答えないとまたいじめになるというような

ことが、よく言われる話なのですけれども、親同士のコミュニケーションというのを、や

はり作る必要性があるのではないかと。これ、一つにＰＴＡをやっている方は、コミュニ
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ケーションを学校としてやっているのですけれど、ＰＴＡへの参加というのも、いろいろ

違った意味で、クエスチョンがついている人もいます。それをおっしゃっていました。 

○区長 

 学校から見えてくる子育て家庭の支援ということにも繋がる訳で、区長部局では子育て

家庭の支援ということで進めておりますけれども、やはりそれも共通項がある点ですね。 

○山内委員 

特に、経済的にだけでなく、精神的にも恵まれない家庭にいる子どもたちの周りをどう

考えるか。さっきおっしゃられたような、自分の将来を描けるモデルではなかなか家庭と

その周辺に子どもが持ちえないという問題が一つあります。それから安心した居場所にな

かなか家がならないという問題もあると思います。 

一つはそういう時に、家庭、学校というのがどう機能するかというのがありますけれど

も、学校がすべてその子たちにとって良い居場所になりうるかというと、なかなか難しい

ところもあります。そのような意味では、どのように港区の中でそのような居場所を作る

か、また、そこでいろんなモデルが伝わるようにしていくかという視点が重要ですけれど、

港区の場合でいえば、いろいろな学童保育の、放課GOをはじめ、いろいろな仕組みがあり、

また、その他に児童館とか図書館とかもありますよね。やはり、そのような多様な空間を

ある意味でそのような居場所、安心な居場所としても位置付けてですね、少しそういうと

ころもまた教育的な機能が発揮できるように考える。そのような意義付けをしていくとい

うこともできるのではないかなと思います。 

やはり、子どもがその中のどこか自分にとって心地よい空間を見つけてくれるとそれだ

けで随分変わってきますし、また、そのようなところで何か将来を描けるモデルになるよ

うな、大人とスタッフと接することができる、そういう場になっていくという、そのよう

な面からもう１回意義付けるということもできるのではないかなと思います。 

○区長 

 ありがとうございます。 

先程、ＰＴＡ活動について教育長からもお話しがありましたけれども、田谷委員いかが

でしょうか。 

○田谷委員 

私の出番でございます。 

小学校で３年、中学校で５年、ＰＴＡ活動、会長をさせていただきまして、なかなか役
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員を決めるというのは各クラスでも非常に難しい状況にあるのですけども、必ず役員にな

った方は１年終わるとお礼を言われるのです。会長どうもありがとうございましたと。 

大変楽しい１年でしたと。ですから、その辺を知らないでいるだけなので、もっとそれを

みんなに広めてほしいと僕はお願いするのですけれども。一つのコミュニティが出来上が

るというか、いろいろ行事に向けて支度をしたり何をしたり、苦楽をともにするというこ

とで、役員でそのような役員会に出てきてくれている人たちは、非常にそのような相互の

情報もあります。学校でどうだったとか、また、子ども同士でどうだったというような情

報交換をしているようですので、本当にそのようなところを一つ利用していただきたいな

と。 

どうなのでしょうかね、僕、ＰＴＡだけでなくても、ご近所付き合い、よく井戸端会議

というような言葉がありますけれども、最近そのようなものも少なくなっているのではな

いかと。それぞれのご家庭の生活体系が非常に多様化されて、私が知り得る限りでは、港

区はもうお父さんもお母さんも仕事をしていると。生活水準的には今回の件から外れるの

ですけど、裕福な家庭かもしれないのですけども、先程教育長もおっしゃられたように、

その分愛情が希薄になりがちだと。例えば、お小遣いあげるから今夜はこれで食べてねと

いうような、そのようなことを周りで上手くできる子ども食堂が、あるいは、そういう意

味ではそのようなことなのかなと思っておりますけれども。結局、保護者に対する考え方

を変えるようなこと、それは別に区や教育委員会でやるというよりも、それぞれの学校と

か現場レベルでそのようなことをやっていただいて、もう少し子どもたちのために時間を

割いて欲しいというようなことも必要ではないかと思います。 

○区長 

 ありがとうございます。 

 家庭というものに共通した、いろいろな要素になってくることと思います。 

中村委員はいろいろな相談を受けられる立場から、親子のおかれている状況について、

お感じになっていることや、実情などについて、ご紹介いただきますでしょうか。 

○中村委員 

今、お話聞いてましてですね、やはり子どものことを本当に考えて、親が子どものため

にいろいろなことをしてくれている。それが本来の親のあり方だと思うのですけども。実

際はですね、親のために子どもをどう使うか、少し言い方が変ですが、そのような親本位

で子どもと接している親がすごく問題のある家庭の場合には多いように思います。ですの
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で、当然先ほど教育長もおっしゃられていますが、やはり子どもが親を冷ややかな目で見

ていまして、結局自分の親は信用できないといいますか、自分も将来こうなってしまうの

ではないかとか言って、自分の将来について夢が見られるような状況ではない。したがっ

て、結局その自分の興味の方向性が、いけない方向に向かってしまい、少年非行に走って

しまう、あるいは、親とのコミュニケーション不足から、暴力とかの問題になり、学校で

もそれが出てしまう子が多いように思います。 

少年事件をやっておりますと、１０件あれば８件から９件は、親は裕福です。お金がな

いところの家庭の子どもが問題起こすのではないかと思いがちだと思うのですけれど、意

外と半分以上が少なくとも生活レベルが中より上というのがほとんどです。そのようなも

のを見ていると、やはり経済的困窮以上に、それ以外の意味で家庭の中で子どもが困窮し

ているという現実はあるのかなと思います。ですので、先程、今回の法律改正の部分で子

ども本位でというところが加わったということでしたけれども、非常にその視点というの

は大事です。結局、保護者中心で考えていくのではなくて、やはり子ども、一番保護して

あげないといけないのは子どもですので、子どもの視点をまず一番重視するというような

考え方というのは、私としても本当にあり得るべき方法ですし、まさに子ども本位でやっ

ていかなければいけないとつくづく感じております。 

○区長 

 ありがとうございました。 

今のお話で、実情も含めましてですね、子どもの未来応援、港区ではそう捉えておりま

すけれども、その方向性で、これから進めていくことが大事であろうということですね、

受け止めをいたしました。いろいろとありがとうございました。 

また、いくつか大きい話をしたいということもありますので、一つ、子どもと家庭のこ

とを今お話しいただきました。具体的に子どもの虐待問題、これは、大変今注目をされて

おりますし、また、悲惨な事件なども起きておりまして、令和３年には港区立の児童相談

所を設置するために、鋭意、人材も確保しまして、建物も着々と整備をしているところで

ございます。なんと言っても、やはり中身であり、人間であると思います。また、いじめ

自体も、狭義では学校で起こるということでありますけれども、同様の事例というのは、

やはりそれ以外の子どもの日常生活の中でも、先程山内委員から、子どもが利用する施設

との関係とかそのようなところの居場所づくりなども大変重要ではないかというご指摘を

いただき、子ども相手の大変広い意味もありましょうし、そのような地域全体の中でいじ
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め問題に対処していくために、また、ご意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでござ

いましょうか。 

○山内委員 

 特に、児童虐待の問題について、家庭での虐待についてお話をしようと思います。 

やはり、今度児童相談所が区に移管されるというのは非常に重要な転機になると思いま

す。その中で重要なのは、学校やその他のいろいろな場所で、子どものいろいろな課題を

見ている人たちと、支援に入った児童相談所がどう情報共有し連携を常に取り合えるかと

いうことになるのだと思います。 

ただ、その時に重要なのは、やはり児童相談所のスタッフがただ居るというだけではな

くて、その人のセンスというのが大切になってきます。そういう意味では、せっかく区に

それができるという時に、良いスタッフを確保するだけではなくて、さらにその中でよく

若手の人も育つようなですね、そのような専門職として、スタッフを育てていくような側

面をきちんと持っておくということが必要だと思います。また、そのような人たちと学校

の教員が良い関係で一緒に協調関係を作れるような、勉強し合えるような関係を作ってい

くと思います。やはり、人にかかっていると思います。 

ですから、枠組みとしてというだけではなく、そこで人をどう育てていくかを大事に考

えていく必要があるのではないかと思います。それから、実は家庭での虐待の問題という

のは、学校において、学齢になってからということだけではなくて、実は乳幼児期の問題

から結構始まっていますよね。そこも一つ重要な問題だと思います。そういう意味では、

区でも、いわゆる周産期あるいは乳児期の検診とか訪問事業がありますから、そのような

ところでどう課題をキャッチしていくかということが、一つ重要になります。周産期の時

には、母親の鬱が実は離婚の引き金になったり、あるいは、その鬱が虐待の背景にあった

りということもありますので、そのような意味では、最初の子どもが生まれて早い段階で

どう区が接点を持っていて、そのような問題も上手く把握しながらサポートできるように、

これもその枠組ともう一つはスタッフの能力・センスの寛容ということが大事になります

けれども、そういうことも併せて考えていく。一方で保育園との連携でそこをサポートし

ていくということです。 

是非、良いスタッフを育てるかということも含めて、区で取り組んでいければと思いま

す。 

○区長 
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 やはり、児童相談所業務にあたる職員の専門性というのは大変重視されておりまして、

大事なところです。それも一朝一夕に養われるわけではございませんので、今、人材の確

保とスキルを身に付けることができる十分な期間、養成できる体制づくりというのも、こ

の二つと併せて課題になっております。区の児童相談所は、各区も順次設置していくこと

になります。そうした連携を強める中で、機能を果たしていきたいと思いますし、何より

地域に近い、地域の中にあるということで、児童相談所の中に子ども家庭支援センターも

同時に併設をいたしまして、生活支援施設も併設しますので、そうした意味での幅広い協

力体制あるいは支援体制、役割分担しながらやっていくことが、その強みを生かすことに

なろうと思いますので、今の視点も大変大事だと思います。 

また、周産期のお話にも、孤独化、孤立化というのが、子育てのいろいろな問題を生む

要因になってしまっているということも指摘をされております。区では今、毎日毎日、メ

ールを送っています。いろいろな情報、例えば一か月で検診がありますとか、そうしたお

知らせも含めて、できるだけそういう、いわゆるプッシュ型の情報提供で、一人じゃない

ですよ。困った時には助けを求めていいのですよ、そのような体制が整っています。待っ

ていますというようなメッセージを送り続けるということが大事だと思っております。こ

れからさらに、やはり周産期、初めてのお子さんが生まれた時の家庭での子育て支援とい

うのも大事になっていると思っております。薩田委員いかがでしょうか。 

○薩田委員 

私は、出産後のお母さんをサポートするヘルパーとして、お仕事もさせていただいてい

ます。港区内で出産後間もない、退院してすぐの赤ちゃんとお母さんだけのご家庭に行っ

て、掃除や料理をサポートするという仕事なのですけれども、やはり相談というか、赤ち

ゃんは泣いてばかりいて、どうしましょうというような基本的な悩みもお母さんにはあり

ますけれども、どこにこれから遊びに行ったらいいかとか、どのようにこれから生まれた

ばかりだけれどもこの先の将来、お母さんとしてはすごく心配で考えていらっしゃるので、

幼稚園はどんな幼稚園があるのかとか、小学校も今私立も多いみたいだけど区立の小学校

はどうなのかとか、うちの周りには小児科がないのです、どうしたらいいでしょうという、

本当に身近な相談なのですね。ただ、それを少しでも、私の助言で解決できるのかという

と少しあれなのですけれども、サポート体制が港区にはこういうものを使えばいいんだよ

とか、ここに相談してみたらということが少しでも助言できているなと少しは自分もお手

伝いができるかなと思います。ただ、やはり小児科ですね。本当に、近所のかかりつけ医
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というのが、たまたまその近くに小児科があれば、そんなに悩まないのでしょうけれども、

どうしてもビジネス街の中で住んでいらっしゃったりすると無いものですから、どこに行

ったらいいのでしょうという相談を受けるのが一番多いです。なので、そのようなところ

の住みやすさというか、もう少し解決するといいなとは思っております。ただ、そういう

時にも必ず相談すれば解決できるというところでは、お母さんたちにそのようにお伝えす

るようにしています。安心してもらえているのかどうか、わからないです。それで、つい

おしゃべりのほうが夢中になってしまって、掃除とかの進行具合があまり、２時間３時間

という限られた時間でのサポートなのですけれども、それはいいです後でやりますとお母

さんが言ってくださると、ついおしゃべりに夢中になってしまって、でもそれは私もとて

も楽しいですし、お母さんもそうやって赤ちゃんと一対一で家にいる状況の中で、少しで

も気晴らしというか、話ができてよかったなと思っていただければいいなと思って私もお

手伝いをできるだけお受けしていくようにしております。 

○区長 

ありがとうございます。 

相談の場面などで、傾聴という耳を傾けるというような言葉、それが実は大変大きな効

果で、話したり聞いてもらいたいということを実現できるだけでもずいぶん、思い悩んで

いたことが何か筋道立てて、自分自身の中で整理できたりということも大きな効果として

期待できるそうです。むしろ、そちらの方が、来ていただいた方にとっては非常に有益な

ことなのかもしれないですね。ありがとうございます。 

それで、児童相談所の話の中で、一つやはり専門家の方との連携を運営の中に積極的に

携わっていただく。あるいは専門的見地からの助言をいただくということも欠かせないと

思いますけれども、中村委員の立場からいかがでございましょうか。そのような工夫ある

いは展開をしたらいいのではないかというようなご提案も含めまして、ご意見ございまし

たら。 

○中村委員 

やはり、虐待問題においては、いかに初期対応ができるか、いかに早い段階でその虐待

の事実を行政側が掴んで、それに対応するかということが大事なことだと思います。過去

のいろいろな虐待の問題、他の事例案を見ていると、結局、その初期対応の遅れがほとん

どで、そのような痛ましい事件に繋がっています。大体、初期対応が遅れています。初期

対応の遅れはどこから出ているかというと、情報はそれぞれの関係機関が共有しています
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けれども、その共有している目的が行政機関ごとによって違うものですから、結局、その

情報を虐待の早期発見のために、各関係機関が共通して使っているかというと、必ずしも

そうではないのですよね。やはり、各行政機関それぞれの目的がありますので、情報を持

っていてもその情報をうまくその他の機関に伝えられない。あるいは場合によると、特に

警察はよくやるのですけど、結局出せない。いろんな問題で。その情報は出せないとかで

すね。そのようなことで、結局情報は持っていても初期対応ができなかったようなことは

凄く沢山あるのです。ですので、そのようなところから見ていくと、やはり子ども家庭支

援センターあたりに、法律の専門家をしっかり常置させて、その上で、初期対応に対して

子ども家庭支援センターが持っている情報収集能力というのをいかんなく発揮して、行政

が主体となって未然防止に努めていくということが必要だと思います。そのためには、や

はり専門家はどうしても絶対必要だと思いますし、その意味で、やはりうまく使ってもら

いたいなとは思います。 

皆さんもご存知だと思いますが、警察は犯罪にならないと、犯罪のにおいがしないと絶

対動かない機関ですから、犯罪にならない、だから殴っていない、あざはあるけど殴って

いるという状況が証拠から見られないとなると、やはりそれは犯罪とはしないし、保護も

しないのです。だから、そういうところからすると、情報を出せと行政が言っても、保護

者がそのようなものを出さないでくれと言えば、なかなか警察は出さない。だから、そう

いうところを十分注意して、警察との対応をしなくてはいけないですし、そういうところ

がやはり一番のネックになるのかなと思います。ですから、連携はできていると思うので

すけども。大体のところが。ただし、その情報を共有して、その情報をどうやって上手く

行政機関で活用していくか、そこのところが一番のポイントではないかと最近思っていま

す。 

○山内委員 

 今おっしゃられたことは非常に大切なことだと思います。情報を持っていても、それは

本当の連携ではなくて、それぞれが役割を超えて多少のおせっかいをどうできるかという

こと。私、今まで精神科医としての経験でお話しすると、もう一つは、専門家を生かすと

いっても気をつけなければいけないのは、例えば、児童相談所でも、時に抱え込みすぎて

しまう時、力があって頑張る人は頑張って抱え込みすぎてしまい、かえって手遅れになる

ということもあるのですね。ですから、そうならないような関係をどう最初から作ってい

くかということも、実はこれから重要になってくると思います。 
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○区長 

 ありがとうございます。 

それぞれの組織の持っている情報、個人の持っている情報、それを生かすという視点で

すね。それも大事だということ。もう一つはやはり組織的対応ができるような体制づくり、

そのような運営が大事だと。一人で抱え込まないという視点では、山内委員がおっしゃる

ようにまじめな人は責任感が強くて、これは自分がなんとかするという、頑張りすぎると

いいましょうか、あるいは子育てにも通じるのかもしれませんけれども、必要な時には、

積極的に助言・助力を求めて、最初にありましたように子ども第一の視点で考えるとどの

ように対処するのが一番かということを広い視点から考えていくことが必要だと、今のお

話を聞いて思いました。そして、体制づくり、組織というのはそういうものでなくてはな

らないということですね。今日の意見からもよくわかりました。ありがとうございました。 

まだまだ、いろいろご意見を頂戴したいところですが、お約束の時間が近づいてきまし

たので、申し訳ございませんが意見交換は終了させていただきたいと思います。今日は、

大変貴重なご意見いただきましてありがとうございます。区といたしましても、すべての

子ども、すべての子育て家庭の支援をする立場で取り組んでおりまして、その中でも教育

委員会が、これまで果たしてこられました、今も実際に果たしていただいている専門的な

見地から実績、経験を積んだ大きな分野に渡る活動面と区長部局とさらに連携をし、情報

共有し、共通認識を持っていく、そういうことが本当に大事だと思いました。 

必ずしも経済的な理由ばかりではなくて、子どもの置かれている状況、家庭の状況、港

区独自・特有のものもございますので、これからも地域のいろいろな立場の方々との意見

交換、あるいは情報提供、情報収集も密にしまして、しっかりと地域の実情に合った施策

を進めていきたいと思います。 

今日は、大変有意義な会を持つことができました。今日の話を次の計画、施策に生かし

てまいりたいと思います。また、このような形をとらなくても、日常的に教育委員会との

いろいろな意見交換、意思疎通を図ってまいりたいと思います。なにより、学校現場では

子どもたちのために、先生方が日夜一生懸命努力していただいております。そのようなこ

とにも感謝を申し上げまして、今日の締めとさせていただきます。 

今日は、ありがとうございました。これらも、どうぞよろしくお願いいたします。 

（「こちらこそ、よろしくお願いいたします」と呼ぶ者あり） 

○区長 
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事務局から何かありますか。 

○総務課長 

特にございません。 

○区長 

 それでは、以上を持ちまして、令和元年度第１回港区総合教育会議を閉じさせていただ

きます。ありがとうございました。 

（「ありがとうございました。」と呼ぶ者あり） 

 

（午前１１時閉会） 
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