
令和４年度釜石市青少年問題協議会 議事録 

 

1 日時    令和 5 年 2 月６日（月） 14：00～15：30 

2 場所    釜石市役所第 4 庁舎第 7 会議室 

3 出席委員  14 名 

遠藤幸徳委員、深澤秋子委員、福成菜穂子委員、中田テエ子委員、岩間千枝

子委員、菅野稔委員、外川理香子委員、岩渕善吉委員、菊池哲彦委員、佐々

木晴美委員、福田博委員、前田剛委員（代理：釜石警察署生活安全課長代理 

髙橋長武氏）、小野綾介委員、野田武則委員 

4 欠席委員  3 名 

      菊地裕委員、寺田恵美子委員、菊池勝雄委員 

       

<市出席者>   

少年センター専任少年委員 多田春郎 

       子ども課 主幹 樋岡悦子 

       学校教育課 指導主事 石亀雅哉 

       まちづくり課 次長兼課長 平野敏也 

<事務局> 

保健福祉部長 小笠原勝弘 

地域福祉課長 山﨑教史 

主事 楢山礼華 

5 傍聴者   なし 

6 結果 

(4)講話 

「青少年の非行等の現状について」釜石警察署生活安全課課長代理 髙橋長武 様 

 

県内における昨年の刑法犯少年、不良行為少年の前年比での特徴・傾向について、県内の刑

法犯少年の数が、前年比 1 人増加で 120 人。内訳は、各種学校生 4 人で前年比＋2、有職少年

が 17 人で＋5、無職少年 7 人で＋2、中学生が 29 人で-2、高校生が 28 人で-3、大学生が 0 人

で-3、犯罪少年の再犯率が 14.9％で前年比 8.1 ポイント減。共犯率が 17.9％で 3.1 ポイント増。

万引き等は 47 人で 6 人減少しているが、心配なところが喫煙、飲酒、深夜徘徊といった不良

行為少年が増加しており、県内で 652 人と前年比＋129。たばこは 230 人で前年比-5 と最も多

く、続いて深夜徘徊 175 人で＋56。 

ここまでが県内の話だが、釜石警察署管内では刑法犯少年は 1 名で前年比-4。しかし、不良



行為少年について補導された人数が増加した。令和 3 年は 7 人だが、令和４年は 23 人、3 倍以

上となる。釜石管内における他の年については、平成 30 年は 57 人、令和元年は 40 人、令和 2

年は 29 人となっており、平成に比べれば減少している。令和 3 年はコロナ禍の影響もあると

感じる。昨年の 23 人、の内訳について、喫煙が 10 人、うち有職少年 5、無職少年 1。高校生 4。

深夜徘徊が 8 人、うち小学生 1、中学生 4、無職少年 2、高校生 1、粗暴行為が 4 人、うち小学

生 1、高校生 3。怠学が 1 人、うち小学生 1。この 23 人という数字は、釜石警察署管内で補導

された人数であり、釜石に住んでいる少年が盛岡等で補導されている実態もある。 

印象としては、インターネットやゲームが全盛期の時代で、インドアの傾向があるのか、子

供たちの非行が潜在化していると感じる。平成初期のあたり、制服を着てパトロールしていた

頃は、何回も補導される子どもが自分から寄ってくることもあったが、今はそういった時代で

はない。ネットや SNS の絡みが心配されるところであり、青少年環境浄化条例に違反するよう

な児童に対する深夜連れ出し、また児童ポルノ等の犯罪は県内でそれぞれ 20 件以上認知してい

る。釜石は昨年 0 人だが注視していく話ではある。 

また、代表者聴取、昔でいう司法面接については、教育委員会を通して各学校等にも周知し

ているが、例えば父親に性的ないたずらをされた、叩かれた等、被害児童から学校の先生に「実

は」と打ち明けられることがあり、その時の対応について、警察が事件という形で動くために

は、被害者の証言が支えとなるところ、児童は何回も同じこと聞かれると、本当にこれでいい

のかな、と記憶を置き換えたり、大人に求められる答えと自分が違うことを言っているのでは

ないかと感じることがあり、これにより被害者の聴取が裁判でがらっと変わってしまうことが

あり、これを避けるために代表者聴取を行う。もし先生方が、被害児童から話を打ち明けられ

た場合は、あまり詳しく聞かなくてもよいので、児相もしくは警察署に報告をいただきたい。 

釜石ではこの 2 年の間、代表者聴取はないが、過去に 1 件あった。事件として動くためには

被害者の話が支えとなるため、供述が変わると事件自体が無くなったり、無罪になることも他

の県であったようだ。子どもたちを守れず、犯罪者をそのままにしてしまう事態を避けるため

に代表者聴取がある。 

 

【質問】 

（菊池委員） 

援助交際とは別に、コンセプトカフェ等、青少年に関わる事案は県内で確認されているのか。 

(髙橋氏) 

岩手県ではないが、ＪＫビジネスというものがあり、女子高生（ＪＫ）に声をかけて下着を売

らせたり、メールを送らせたり、アダルトに出演させたりというビジネスがあるが、現時点で

岩手県内では認知していない。しかし警察が認知していないだけで、実は潜在化してあるのか

もしれない。 



 

「最近の相談の内容について」宮古児童相談所長 大向幸男 氏 

 

過去１０年間の宮古児童相談所の児童相談件数について、児童相談所がもともと 18 歳未満の

子どものすべての相談を受け付ける公的機関ということもあり、養護相談、障がい相談、非行

相談、育成相談といった不登校相談等さまざまな相談の窓口になっていた。10 年ほど前は合計

600 件ほどで、もともと不登校や非行の相談ニーズもあったが、障がい相談がその中でも割合

が最も多く、知的障がい者の方の療育手帳の判定業務が児童相談所でしかできないということ

や、1 歳半健診や３歳健診の障害児関係の相談も幅広く受けていたと、いう歴史的な経過があ

る。近年は、虐待相談を中心にした養護相談が、児相の役割として求められ、ここ数年は養護

相談の割合が一位を占めるようになったことが最も大きな変化である。 

併せて、虐待の相談を受けると非常に丁寧に時間をかけるため、全体の相談件数の割合も、

そのような養護相談が増えるに従って、だんだん件数が少なくなり、今 400 件前後、養護相談

中心に 350 から 400 件で推移している。不登校や非行の相談がないわけではないが、ウエイト

的には養護相談中心になっているのが数年来の傾向となっている。 

 

年齢別の相談件数については、0 歳から 18 歳未満、基本的に 17 歳まで、あらゆる年代に応

じて養護や障害の相談が出てきているところで、今年感じた印象としては、15 歳以上の相談が

少し増えているように感じる。高校に入学したが、うまく適応できず辞めてしまったり、児童

養護施設という福祉的な施設を出た後、なかなかうまくいかなかったり、中には高校を辞めた

途端にお腹が大きくなってしまったり、という事例もあり、18 歳では終わらないような相談も

増えている印象。一方で、18 歳以降の児童福祉サービスがまだ十分整っておらず、少しずつ増

えてはきているが、相談を受けた内容に応じた十分なサービス支援ができないという課題があ

る。 

市町村別の相談件数については、岩手県は 3 つの児童相談所（盛岡・一関・宮古）があるが、

宮古児相管内の相談件数ということで、虐待にかかわらずすべての相談となるが、主に人口比、

子供の人口数に応じており、釜石は 100 件前後となっている。一方で、同じ 1 件でも難しい内

容であったり、比較的軽易に進められたり、と少ないからエネルギーがかかからないというこ

とではなく、年によって本当に数ではなく質によって影響の度合いが変わっている。 

次に、児童相談所に虐待として相談があった件数の推移について、児童虐待防止法が施行さ

れてからの経過として、マスコミ等でご承知の通り、右肩上がりで過去最高を示しており、実

際行ってみたら違っていたというような疑いケースを含めて件数がずっと増えてきたが、大体

高まりし、全国的に頭を打ったかなと感じる。全国の数であれば過去最高だが、自治体によっ

ては前年度よりも減ってきているところもあり、おそらく令和 4 年度はその傾向がより出てく



る、と予想される。周知により気になる相談が上がってきている形ではないか。 

参考までに、月別の相談件数については、大きな特徴は見えづらいが、印象的には長期休暇

前になると、その期間安心して過ごせるかということで、相談が増える傾向があり、曜日別で

は、金曜日が多いと感じる。 

市町村別による虐待通告件数の推移について、全体の相談件数とリンクするが、宮古市と釜

石市が管内で最も多い。兄弟がいるケースとなると件数が増えるので一概には言えないが、大

体人口比、子どもの数に応じて相対的に数が増えてくると感じる。気になるケースが漏れなく

上がってくることで早めに対応し、重くならないうちに対応策を取れれば。 

虐待種別による通告件数の推移について、虐待はあざ・傷があるといった身体的虐待や、衣

服の汚れがあったり食事が提供されてない、また暴力を受けてるところを黙って見ているとい

ったまたネグレクト、また心理的虐待ということで、暴言を吐かれたりすることがあるが、面

前ＤＶという、パートナーとの喧嘩を子どもが見たり聞いたりたりすることも心理的虐待に当

たる。警察からの通告が増加しているということも含めて、心理的虐待は増えている。性的虐

待は、なかなか上がってこない。最初に言いにくいということや、言われた時に、聞く側が信

じたくないといったことも含めて疑う気持ちがあること、また、実際その相手に処罰を望んだ

時に、裁判で無罪になるようなケースの報道があると、なかなか頑張っても意味がないかもし

れないという思いがあることで潜在化しているのではないか。法律改正も、積極的に拒否等が

無くても認められる方向に少し動き出しているので、きちんと訴えればきっと相手にも対応が

されるというところが見えてくると、もう少し上がってくるのではないか。この相談を受けた

時の典型的な対応が、先ほど話があった代表者聴取という形で、何があったかを児相、警察、

検察庁とで協議し、適切な人が聞くということになる。もともとは性的虐待の対応からスター

トしているが、最近は身体的虐待でも傷害罪や暴行罪などひどいものは、捕まって警察や検察

庁が関わることで対応が変わる保護者も少なからずいることもあるので、少し視野に入れてき

ている。子どもの記憶があいまいだったり、実際その裁判で有効になるだけの聞き取りがうま

くできるかという課題があるが、今年度も宮古児相で何件か対応しており、ノウハウも少しず

つ蓄積されてきているので、もし相談があれば、最低限のことを聞き取っていただいて、つな

げていただければ。 

 

【質問】 

(菊池委員) 

通告は親からが多いか、子どもからが多いか。 

(大向氏) 

通告先は警察署が一番多い。先ほどの面前ＤＶということで、保護者同士の喧嘩で、臨場した

警察官が、心理的虐待として認知して通告することが一番割合的には多い。本人や保護者から



は実は数としては少なく、例えば外傷、けががあることで保育所や学校が気づいて連絡いただ

いたり、乳児だと産婦人科や小児科の先生方から連絡をいただくことが多い。 

(菊池委員) 

行政から連絡がいくんですね。 

(大向氏) 

そうですね。あとは近隣住民の方で、気になったり心配なことがあると、一番近い児童相談所

につながる電話「189」を利用される方も増えてきている。 

(菊池委員) 

仙台の法務局でＬＩＮＥを使った人権相談をしているということだが、児相で使う予定はある

か。電話だと抵抗があるが、今の世代は、ＬＩＮＥ等 SNS だとじかに子どもから言いやすいだ

ろう。 

(大向氏) 

実は厚生労働省の方で虐待に関する SNS 相談を始めるということで打ち出していて、岩手県で

も民間機関だが委託して今始まっているところではある。一番いい使い方は入口として、まず

手っ取り早く繋がって、直接会いましょうという形の、ワンステップとして使うことが一番い

いと個人的には思っており、ずっと SNS だけでやりとりしていても、連絡が取れなくなったり、

余計に混乱して不安になったり、私もレスポンスが遅く、「遅いともう駄目だ」と繋がらなくな

るということも考えられるので、SNS に特化しているところでは、雇用条件で早く打てる人を

募集していたり、ＳＮＳの応答技能というような、ＳＮＳに特化したアプローチの仕方もある

らしいということで、スタートするのはいいと思うが、やりながら整理していって、せっかく

やるならばいい形でできればいい。やはり基本は対面の方がいいと、個人的には思っている。 

(菊池委員) 

子どもたちの文章は自分に関することは書けても、周りのことはなかなか素直にわかりやすく

書けず、受けるほうは難しいと思うが、電話よりはやはり LINE がいいのではないか。 

(大向委員) 

入口としては有効だと感じるので、うまく整えられれば。 

(深澤委員) 

両親の低年齢化は虐待に結び付いているのか。 

(大向氏) 

低年齢化については、昔から若くして子供を産む方はいたが、今の 16～18 歳の養育の知識・

技能と、昔兄弟がたくさんいたような頃とは違うと感じる。また、予期せぬ妊娠ということで、

結婚して出産よりというよりは、何となくできてしまった、そのつもりじゃなかったのにとい

う妊娠はリスクがやはり高く、その保護者は低年齢が多い。親になる気がなかったとしても、

実際産むと育てたいという話が多く、でも本当に育てられるのかというところが心配で、児相



としては対応している。また、母子手帳を取るのが遅れたり、特定妊婦ということで、若くし

て妊娠したり、精神的な病を抱えている方や障がいのある方が出産される予定であれば、早め

に少し関係者で集まって体制を整えたい動きはあるが、うまくサポートできるかは、個々のケ

ースによって、苦労しながらやっているところ。 

(深澤委員) 

児童福祉サービスが少ないというのは。 

(大向氏) 

18 歳を過ぎた年齢の子どもに関してということで、児童相談所でも基本的に児童福祉に関する

支援メニューは、18 歳ぐらいまでという形で、例えば児童養護施設でも、大体高校 3 年生まで

で、そのあとは児童福祉制度の支援からは一回離れて、大人扱いということになる。実際は児

童養護施設をでたあと社会や学校でやっぱりうまくいかなかったという時の受け皿が非常に薄

い。自立援助ホームといった制度も少しずつ充実はしてきており、18 歳になるまでに相談受け

ていれば、例外的に延長ということで、20 歳や 22 歳までとなるが、18 歳を過ぎたとたんに乏

しくなってしまうという現状があり、相談機関の方も、心配なケースは 18 歳になる前に繋げて

いただければ最低限の対応はできる。これからの一つの課題となっている。 

(深澤委員) 

大人になるまでの支えが十分でないということか。 

(大向氏) 

心配ではあるが、私たちもできることは法律に基づくことが前提になる。すぐ社会人や大学生

になることが難しい方がいる。 

(福成委員) 

特に虐待等の見えない相談については、資料以上の人数が隠れているのではないかと感じるが、

周りの気づきが得られなかったり、相談まで行けない子どもたちについては、少しでも動きが

ないと介入するのはやはり難しいものなのか。 

(大向氏) 

特に性的虐待は氷山の一角と言われていて、身体的虐待は良くも悪くも見てわかりやすいが、

この家ではこれで精一杯かなということがあり、ネグレクトも非常に判断が難しい。特に一番

氷山の一角なのは性的虐待と、心理的虐待。アルコールを毎日飲んでいて、いつ怒るかわから

なかったり、飲まないといい人だけど飲むと、というところで、相談に上がってくるようで上

がってこないところがある。相談してくださいという普及啓発はしているが、相談するのはか

なり大変だと感じる。自分に置き換えてみた時に、自分の恥や弱みをさらすつらさを改めてつ

くづく感じる。相談しやすいオーラを出してくれる人だと話しやすいのかなと思うが、言うの

は簡単でも実際は難しく、簡単に相談できるものではない。情報があっても、否定されたり、

「あれは嘘」などひるがえす子もいて、こういった子どもを 3 ヶ月に 1 回ぐらい、知らないふ



りをして定期的に巡回していると、何回目かに教えてくれることもあり、幅広くそういうネッ

トワークを養教、担任と築ければ。男性の職員に対して意外と女性の生徒さんがポロっと話す

ということもなくはないので、女性に話すもの、養教に話すものというわけではない。話しや

すい人に、この人ならというところで拾ってもらえばいいのかなと。 

(福成委員) 

周りの大人の配慮、変化に気づくことが大切だと感じた。 

(岩間委員) 

報道等で児相に相談していても結局救えなかったという話があり、それぞれ難しいとは思うが

保護のタイミングはどうなっているか。 

(大向委員) 

全国的に死亡事例から学び、検証に取り組んでいるところ。私も死亡事例を経験している。 

死亡事案で一番多いのは 0 歳児なので、赤ちゃんで心配だという通告がくると、基本は親が何

と言おうとまず緊急の一時保護を優先して考えている。ただ、例えば事故で今ＩＣＵに入って

いてどうなるかわからないというところに、「あなた虐待しましたか？」ということができるか

というように、タイミングが難しい。産み落としも含めて、0 歳が一番死亡事案が多いという

統計になっているので、基本的には保護が 100％ではないが優先される。また、性的な虐待が

認知されると、基本的には保護の流れで、また家庭でおなじことが繰り返されることが想定さ

れるところには帰せないので、その二つは、基本的には保護に動くが、それ以外は、いろいろ

議論が出てきている。保護する権限が本当に行政職の一存でいいのかというところも含めて、

司法判断、裁判所が決定し保護を認める方法がより強化されてきており、今後は本当に必要か

どうか、家庭裁判所でおそらく判断するようになっていくだろう。現在も一時保護所で、保護

者の同意なく 2 ヶ月を超える場合には、家庭裁判所の決定が必要になるように変わってきてい

る。シビアな面を見れば保護は重要だが、逆に「勉強しろ」と怒られたから家に帰りたくない

ということで、そんなつもりで親は言っていないのに、子供の訴えだけで本人が入りたいから

保護し、家に帰ると子供がいなかったとなるとショックが尾を引くことになる。死亡事案に言

及していくと、乳児が優先されることと、少なくとも性暴力被害が確認されれば、基本保護す

る。これは全国的に、児相によって動いたりすることがあるので、ケースごとにご相談させて

いただければ。 

 

（5）意見交換・質疑 

進行：福成委員 

各課より青少年育成に関わる取り組みについての説明。 

 

 



学校教育課「学校適応（不登校）に対する取り組み」 

 （学校不適応（不登校）について、当市の現状及び対策・対応についての説明がなされた。） 

 

子ども課「学校適応（不登校）に対する取り組み」 

家庭児童相談室への相談状況について、相談室では児童の養育問題、健全育成に関する相談

窓口として、関係機関との連携と家庭訪問等により、家庭における適切な児童養育や、その他

児童福祉の向上を図るための指導、助言を行っている。 

令和 3 年度の相談件数について、その年度に新たに受理したケースについて、児童 1 人を 1

として数えている。また年度内に複数回通告・相談があった場合には、受けたごとに数える。 

令和３年度の養護相談のうち、虐待が 12 件、その他 1 件、内訳は一番多かったネグレクトが

５件、心理的虐待が４件、身体的虐待が３件となった。家族の中に複数の子どもがいれば、そ

の子どもの数ごとに数えている。育成相談について、これまで 5 年のうちに不登校相談はなか

なかなかったが、昨年度は 4 件。 

通告については、あくまでも釜石市子ども課が受けた件数になり、先ほど、児童相談所から

説明があった釜石市内の子どもについては、児相と共有される情報ケースが含まれていて、児

相での指導が終わった後、身近な子ども課で対応していけるようにということで連携して対応

している。児童相談所の方からも、対応の仕方を指導いただいている。 

最近の傾向としましては保護者に複数の離婚歴がある、複数の子どもがいる、保護者に精神

科の既往がある、など複数の課題を抱えた家庭が見受けられる。 

児童相談所、子ども課、健康推進課がそれぞれ主担当として関わるケースもあるが、情報共

有して支援の方向性を役割分担しながら連携して対応する。 

 

少年センター「青少年の健全育成について」 

少年センターでは、学校教員、ＰＴＡ、地域活動者等の協力をいただいて、合同で巡回の活

動を行っている。その巡回活動を通して問題少年の早期発見、情報資料の整備、少年の非行防

止等必要な業務を行っている。 

少年委員の委嘱状況について、専任少年委員が 1 名、学校教員、警察官、PTA、地域活動者

等の方を含め全員で 92 名委嘱し、活動をしていただいている。 

令和 3 年度の活動状況について、コロナの影響で岩手県の緊急事態宣言があり、8 月・9 月

の 2 ヶ月間、令和 4 年 2 月・3 月の 2 ヶ月間、集団での巡回が中止になったため、大体年間で

あれば 120 回ほど計画しているが、特に夜間、集団で巡回ができず、夜間が特に少なくなって

おります。 

前任の専任委員が、午前・午後 1 人で各地区を巡回して歩いたため、午前・午後の回数につ

いては、例年よりも多くなっている状況。なお、巡回中の補導した少年の数は 0 件だった。 



 

 

【質問】 

(菅野委員) 

不登校に関わって、教育委員会からの学校不適応に対する取り組みの話を聞き、前向きに取

り組んでいると感じた。今、私の方で把握している実態として、今年度 4 月から 12 月までで

30 日以上休んでいる小学生 11 名となっている。2 年生１名、3 年生 1 名、4 年生 2 名、5 年生

2 名、6 年生が 5 名を数えている。この 5 名はあと 2 か月で中学校に行くことになる。実は昨

年度も小 6・中 1・中 2 のところに、72 名 30 日以上欠席の児童生徒がいた。その子どもたちが

今年、中学校 1・2・3 年生になり、中学生は私もとらえている範囲だと現在 25 名とされてい

る。 

ちなみに小学生 11 名は、出現率 0.94％で 106 人に 1 人の割合。中学生の 25 名は、出現率

3.71％で 27人に 1 人ということで、50人学校にいるとすれば 2人不登校を抱えるという状況。 

気になるところとして、25 名のうち 1 年生 5 名、2 年生 4 名。3 年生に 16 名抱えており、 

合計 25 人だが中学校 3 年生に偏っていて、進路を迎えている時期。長く休んでいる子どもた

ちでも、中学校 3 年生の今頃になると学校に戻って来るパターンが多い。もう少し早い時期か

らであれば学校としては助かるが、この後、試験を受けたり、様々進路に向けて動き出さなけ

ればならないということで、必要に迫られている状況。 

傾向としては、釜石の小学生は減っており、中学生が大きく増えている。去年 1 年間で中学

生 25 名だったが、12 月段階ですでに 25 名なので去年よりも数が増えるだろう。 

ちなみに、大船渡・高田・住田・釜石・大槌、管内のところで現在小学生が 26 名、中学生が

すでに 78 名。去年の中学生が 1 年間で 69 名だったが、12 月段階で去年をすでに超えている。 

現在、合わせて 104 人という数字になっているが、去年の数値を超えるだろうというところを

心配なところ。 

いじめ等については横ばい状態で、釜石市は小学校 41、中学校 15、計 56 件の認知というこ

とになっている。それから、先ほど警察署から非行等の話があったが、警察では 1 月から 12

月で件数を押さえるが、私たちは 4 月から 3 月の年度でおさえるのでずれが出てくるが、私の

方で抑えている数値では、非行行為が 2 件、不良行為が 14 件、合計 16 件。去年は 2 件だった

ので、大きなリバウンドとなる。令和 2 年度は 20 件、令和３年度は 2 件のところ、今年度は

すでに 16 件ということなので、特に小学生が夜 12 時頃にコンビニに行っている深夜徘徊や、

高校生集団が廃校に入って喫煙をする等が心配なところである。 

(福成委員) 

前回の会議でも菅野委員から不登校の問題がこれからもっと増えるだろうと話があり、現状

1.3、1.5 倍と数字が見えてきている。中学生３学年に対してのその人数ということで、小学生



が減っているのはいいことだが、これらの課題をもっと今から考えて動き出さなければ大変な

ことになるのではないかと受けとめている。教育委員会の中でも、フリースクールのあり方等、

これからもう少し外部の事例も聞きながら勉強会も開いていかなければならない現状で、30 日

以上休んで初めて不登校児と指定されるが、本当に数字だけでは表せないたくさんの子どもた

ちがいる。その子どもたちも、これからどうすればよいか今から皆さんで取り組んで考えてい

かなければ大変な時代だと感じる。 

わかば教室に関しても、一般市民の方たちにも周知認知をもう少し大きい窓口にしなければ

と感じる。子ども課で相談してもいい、という周知をぜひお願いしたい。大人のちょっとした

配慮から子供たちが何でも話せる一歩に繋がるように、これからも皆さんのご協力をお願いし

たい。 

(岩間委員) 

教育委員会の不登校対策・対応説明の中で、学習支援を通した子どもサポート事業の不登校

等児童生徒支援について、公民館、児童館、別教室等というのは聞いたことがあるが、実際の

公民館や児童館で、どのように行っているか教えていただきたい。 

(樋岡主幹) 

不登校等児童生徒に対する支援と学習支援ということで 2 つに分かれているが、まず不登校

等児童生徒については、小中学生及び概ね 18 歳までの不登校等児童生徒について対応している。

学習支援については、市内の中学生、主に受験期を迎えた３年生に対応する学習支援となって

いる。 

質問いただいた、（不登校対策の）対応の内容については、まず、保護者から子ども課に相談

が来て動いているケースと、学校と連携して対応しているケースがある。まずは保護者から子

どもの相談を受けると、学校や教室に入れないということであれば、まず家から出るところか

らやってみる、学校ではなく、パブリックスペースに出てきてもらうところから考えている。

最終的には、できるなら学校まで来てもらうことを目標にしていく、という流れになる。それ

ぞれ保護者と相談し、これまで中妻公民館、唐丹公民館、鵜住居公民館、平田公民館などの、

子どもが来やすい場所について相談しながら対応している。 

そして、対応については学校にも取り組みを共有している。子どもに応じて、すでに学校に

行けてないから学習したいという要望であればそこから入る。学習支援のほか、塾講師をして

いる先生とゲームをしたり、好きなものは何なのかというような話をしながらコミュニケーシ

ョンをとるところから、信頼関係を築きながら進めている。実際に公民館で、半年取り組んだ

後に、中学校に通えるようになった子どももおり、小学生であれば、なるべく早めに相談があ

ると、うまくいったケースがある。今年に関しては、去年は不登校の状態だった生徒が、夏休

みから公民館等少し勉強すると「私できるんだ」という気持ちになったことで、夏休み明け嘘

のように教室に入って頑張っている子どももいる。 



それぞれ、保護者も 1 人親であったり、2 人親であっても仕事が忙しいケース等があり、送

迎など子供中心になかなかできないこともあるので、あせらずにゆっくりできるところから、

ということで、本人はもちろん保護者の方にも寄り添いながら対応している。 

(福成委員) 

不登校がここ数年、ますます話題になる中で、釜石市も学習指導に関しては、塾の先生にお

願いして、プロジェクトを作り、予算も取り、学校に行けなくても勉強したい子どもたちの受

け入れ先があることは私もここ何年かで周知した。ただ各学校に応援で相談にいらっしゃるソ

ーシャルワーカーの先生方が、圧倒的に回数が少ない、要するに人数がいないので、先生方も

一生懸命配慮していただいているが、なかなか対面のフォローがまだ薄いのではないかという

心配もしている。その中で私たちも学習して、不登校の子どもたちの支援方法の勉強会もして

いかなければと考えているので、そのような情報があればぜひお知らせ願いたい。先週の新聞

で、不登校児の受け入れ皿を拡充するということで、岩手県も、子どもの受け入れ先の支援セ

ンターが無い市町村に対しての補助金を、来年度の予算で 1700 万円確保したとのこと。これ

が足りているか足りていないかはこれからの課題だが、岩手県の各市町村に子供の受け入れ口

ができることにはなった。そのある施設をより周知して、大変になった時に相談に行ったり、

子どもがそこに行って一緒に考えていくということが、実現するような周知の仕方をしていか

なければ。そこにも行けない子どもいるだろうと認識しているので、情報交換しながら皆さん

と進めていきたいと日頃感じている。 

最後に、釜石の小中学生に「一番行きたい所はどこですか。一番好きな場所はどこですか。」

というアンケートを出したところ、圧倒的なグラフラインでイオンタウンだった。海・山・川、

大自然に囲まれていても子どもたちが行きたいところはイオンタウン。イオンタウンが悪いと

いうことではなく、この現実を受け止めながら、もう少し子どもたちの声を聞きながら、色々

な所を見せてあげたり、経験させたりする努力を大人はしなければいけないのではないかと感

じている。イオンの方から、ある母親が開店すると同時に 1 人の子どもを連れてきて、フード

コートにゲーム機とメモ帳を置いて、夕方迎えに来る、という話を伺った。そのような不登校

の子どもがいることも、心に留めていただき、そういった子どもが釜石から 1 人もいなくなる

ように私たちも頑張っていきたい。皆さんもご協力をお願いしたい。 

                      

                                        以上 


