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今回私は「家庭教育支 援の推進」
について質問をさせて 頂きました。
（以下、質問内容）
昔から「親は子どもの鏡」、
「子
どもは大人の背中を見て育つ」と
言われるように、子どもにとって
親・保護者は教育的に見ても、と
ても大きな存在であるわけです。
親にとって「わが子は目に入れて
も痛くない」と表現さ れるように
一番大切な「宝物」のような存在
です。しかしながら近年は、その
宝である次代を担う子 ども達が情
報化などの激しい社会変動の中で
生活しています。テレビや広告媒
体を通じたメディアからは、殺人、
自殺、虐待問題などのニュースが
毎日のように流されインターネッ
トの普及によって大変便利な社会
になったものの、その半面、ＳＮ
Ｓ（ソーシャルネットワーキング
サービス） な ど、親や周りの大人
が気付かない部分でのイジメやネ
ットによる見知らぬ人からの犯罪
にも巻き込まれやすい環境になっ

一般質問（第三回定例会）

離通学を余儀なくされていた生徒、 県立設置では十九校目の特別支
保護者の方にも待望となっていま 援学校になります。
した。

:

:

ており、喫茶
サービスや
シルクスク
リーン印刷、
木工製品製
作、手工芸な
どの作業を
している生
徒の様子を
視察しました。
正式名称「岐阜県立羽島特別支援
喫茶コーナー「
和 」では
学校」と決定され、平成二八年四
笑顔で丁寧で親切に接客する姿に
月開校を目指して建設中です。
感動し、珈琲やお菓子も美味しく
学校の概要
いただきました。より多く校外に
所在地 羽島市正木町大浦２３
出て、多くの方に提供してもらえ
０番１
るような機会を作ってあげられた
設置する部 小学部、中学部、高
らと考えています。卒業後は進学、
等部
或いは社会に出て活躍して欲しい
障がいの種別 知的障がい、肢体
と思います。
不自由、病弱
岐阜県立羽島特別支援学校
児童生徒数 二百人程度
通学区域 羽島市、羽島郡二町、
岐阜市及び各務原市の一部
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岐阜南部地区には、今まで特別
支援学校が無かったこ とから遠距
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討議資料

岐阜県立岐阜本巣特別支援学校
視察！
平成二七年七月七日に岐阜本巣
特別支援学校を視察しました。知
的障がい、肢体不自由、病弱な小
学部五四人・中学部五六人・高等
部百三人の生徒さんが 通学。この
学校では職業教育の充実に注力し

織機を使っての織物製作

建設中の校舎
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:

:

ていることはご承知のとおりです。
またインターネット端末を利用
したゲーム機などでは格闘や戦争
などのバーチャルなゲ ームの世界
に引き込まれ、自分を見失ってし
まいがちであり、自分を含めて人
や生き物の命は再生すると勘違い
してしまうこともある のではない
でしょうか。そのようなことから
人を殺してみたかった、殺すなら
誰でも良かったなどの凶悪な犯罪
を犯してしまうことになるのかも
知れません。このような状況の中、 地方公共団体の家庭教育に対する
私たち大人 が 急変する 社会環境か 支 援 が 義 務 付 け ら れ ま し た 。 県 に
ら子どもたちの「心」を守らなけ おいても少子化、核家族化、共働
ればなりません。
きやひとり親家庭の増加、地域コ
ミュニティの希薄化などを背景に
家庭の教育力低下が指摘される中
で各家庭が自主的に家庭教育に取
り組み、家庭教育を地域全体で応
援する社会的気運を高 めることを
目的に、議員提案によって「岐阜
県家庭教育支援条例」が平成二十
六年十二月に施行されました。
家庭教育は、人がこの世に産ま
れて最初に受ける教育であり、親
子の愛情や人間としての自立を育
むための基盤となる教育でありま
す。子どもの健やかな成長は親に

子どもが生まれ育つ原点である
「家庭」
。家庭とは、家族が生活を
共有する場であり社会の最小単位
であります。子どもが乳幼児期か
ら学童期、青年期へと成長するに
つれて社会の一員として自立した
生活を営む力を付けていかなけれ
ばなりません。そのようなことか
ら原点である家庭の教育力が重要
であると言えます。
国において平成十八年十二月の
教育基本法の改正で家庭教育が新
設され、保護者の責任や役割、国・

とっても喜びであり子育ては楽し 護者を対象に講演会型、親子での
いはずです。小さなお子さんを抱 参加型、少人数単位での体験型、
える子育て経験の浅い親に完璧な サロン型など様々な取組をしてい
教育力を期待することは適切では るとのお話しでした。内容として
ありませんが、「子どもが１歳なら は救命救急士を講師に迎え、親子
ば親の子育て年齢も１歳」であり で救急救命法を学んだり、地域の
「子育てと同時に親も育つ」とも 方を講師に招いてのフラワーアレ
にそだつ、共育でなければならな ンジメント教室として親子で相談
いと考えます。
しながら制作したり、体操教室や
校内清掃活動など委員の皆さんが
アイディアを出し一人でも多くの
保護者に参加していただけるよう
に計画をしているようです。親子
で一緒に楽しみながら活動するこ
とがリピーターにつながり年間を
通じて参加してもらいやすいとの
ことでした。
平成十八年の教育基本法改正か
ら九年近く 経 過し、また昨年十二
月の「岐阜県家庭教育支援条例」
が施行されたわけですが、家庭教
育のこれまでの取組みと成果につ
いて、どのようにお考えであるの
かお尋ねします。
家庭教育を各家庭で実践するた
めの取組みについて。
家庭教育学級を通じて、学んだ
ことを各家庭に持ち帰り、日々の
生活の中で実践し活かしていくこ

岐阜県教育委員会では、家庭教
育学級のさらなる充実をめざし、
家庭教育プログラム乳幼児期編・
小・中学校編を昨年度までに作成
されました。さらに、今年度の新
規の事業で「話そう！語ろう！我
が家の約束」運動を展開するため
にリーフレットを作成し家庭だけ
でなく、事業者等にも広く配布し、
総合的な家庭教育を展開されてい
るところです。
家庭教育学級は、親同士の出会
いの場であり、子育てやしつけに
ついての学びの場でもあり、悩み
を話し合える心が開放される場と
しての役割を担ってい ると言えま
す。羽島市では、市立の幼稚園と
全小中学校で家庭教育学級を年間
七～八回、多いところでは十一回
計画をされ、ＰＴＡ会員である保
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とが大切であります。
今日はどん な ことがあったのか、
一日のできごとなどを家族で話し
合い時間を共有したいものです。
そこで、各家庭で家庭教育を実践
するための取組みについて、今後
どの様な施策をお考えであるのか
お尋ねをします。

家庭、学校、地域と連携した取組
みについて
家庭教育における家庭、学校、
地域の三者が連携した取組みの重
要性についてはこれまでにも様々
な方面から指摘されてきました。
ここで地域の中の高齢者に目を
向けてみますと、価値観は多様化
していますが、元気な高齢者が多
く、子どもの通学の見守り隊など
のボランティア活動に も積極的な
方がいる一方で、核家 族化の進展
により、日頃からおじいちゃんお
ばあちゃんに接する機会が少ない
子 ど も が 多 くな っ て い る の も 事 実
であります。
戦後の厳しい時代を生き抜いて
こられた高齢者の方々は「昔の知
恵」を培った豊富な経験を持って
おられる方が多く、家事や育児に
おいても習うことは多いと思いま

子どもは家族の宝、地域の宝、日本の宝

携し家庭教育を進めることが必要
と考えます。
家庭教育の支援を推進するにあ
たり、家庭、学校、地域と連携し
た取組みについて、今後どのよう

だくなど、家庭教育に対する理解
が進みつつあります。今後は、企
業や関係団体を訪問し、出前講座
を行うなど、さらに理解を広める
よう努力していく。

に考えておられるのかお尋ねしま 家庭教育を各家庭で実践するため
す。
の今後の取組みについて。
子どもは家族の宝、日本の宝で
県教育委員会では、
「思いやり」
あります、宝である子ども達を、 「命の大切さ」
「社会のルール」な
皆でピカピカに磨いていきましょ ど家庭教育の重要なテーマを取り
う。
上げ、家庭での実践につながるよ
う、具体的 な 事例を示 した手引き
教育長からの答弁
「家庭教育プログラム」を作成し、
県のこれまでの取組みと成果につ 家庭教育学級での活用を図ってき
いて。
た。今後は、家庭教育学級におい
県教育委員会では、岐阜県家庭 て、家庭で約束事を決めて実践す
す。地域の文化や歴史、農作物の 教育支援条例の制定を受け、条例 る「話そう！語ろう！わが家の約
美味しい作り方、昔の遊びなど、 の周知や家庭教育の啓発を行うた 束」運動を重点的に推進するとと
地域の博士的存在の方がおられる めに、新たなリーフレットを作成 もに、例えば保護者が家庭での実
と思いますので、その方々を家庭 し、保護者、地域住民、学校関係 践の様子を発表し、体験を共有で
教育学級に招き学ぶことも地域の 者、事業者などに配布しました。 きるようにするなど、より効果的
絆づくりには大切と考えます。ま また、県庁内の関係課による連絡 な家庭教育の実践につながる取組
た子ども達にとっても高齢者とふ 会議を立ち上げるとともに、有識 みを進めていく。
れあうことによって学ぶことも多 者や家庭教育関係者の意見を聞く 家庭、学校、地域と連携した取組
ために、県家庭教育推進委員会を みについて。
いと思います。
このように元気な高齢者のほか、設置するなど、体制を整備したと
家庭教育学級では、地元の子育
子育て経験者や教職員経験者など ころです。これまでに県老人クラ て経験者などを講師とする講座を
の地域の人材も活用しながら家庭、ブ連合会や経済団体の研修会等で、設けるなど、地域と連携した取組
学校に地域を加え、それぞれが連 祖父母や事業者の役割を周知いた みを進めてきたが、家庭教育で教
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え育む内容は、多岐にわたってい
るため、様々な分野の経験豊かな
地域の皆様に応援していただくこ
とが、これまで以上に必要となっ
ている。

しかし、各家庭教育学級のまと
め役は、必ずしも地域の情報に詳
しい人が選ばれているとは限らな
い。このた め 、家庭教育学級のま
とめ役と、地域の人材をつなぐ役
割を、例えば、民生委員・児童委
員の経験者など、地域の状況を詳
しく知っている人に担っていただ
く仕組みを整えるなど、家庭・学
校・地域の連携をさらに深めるよ
う努力を努めていく。

羽島市内における県事業の要
望活動について。（主な事業）

道路、河川をはじめとする建設
事業は、羽島市の発展と市民生活
の向上を図るための重要な社会基
盤整備であることから早期実現に
向けた要望活動を羽島市と一体と
なって行った。
① 桑原下中線バイパス「道路改良
事業」（下中町・桑原町）
現在は防災ステーションまでの
区間が開通しているが、この区間

が全線開通すれば、羽島市中心部
から馬飼大橋を通り名古屋圏への
主要な幹線道路として利用が期待
されることから、羽島市防災ステ
ーションか ら 南へ桑原町八神地内
までの最後の未整備区間六三○ｍ
について早期事業化を道路建設課
に要望。

③ 羽島養老線「道路新設事業」
南進左折のすみ切りがなく危険な
大藪大橋から新濃尾大橋を結ぶ 状態となっていることから早期に
都市計画道路本田加賀野井線は、 交差点改良を事業化するよう道路
岐阜県の西南濃部と愛知県尾張地 維持課に要望。
方を直結する幹線ネットワーク道
「共育学生の集い」開催！
路であり、県道羽島養老線の延伸

が不可欠である。
毎月一回、平日の夜七時三〇分
現在は市事業として西側から先 ～九時三〇分頃まで正木町新井公
行的に整備し、午北交差点までを 民館において、「共育学生の集い」
整備する計画。残り以東を県事業 を開催しています。
で着手するよう道路建設課に要望。 日本や世界各国で起きている事
件や問題、政治経済、防災や少子
高齢化問題、食の安全、歴史や文
化。様々なテーマでそれぞれが意
見交換し、皆で共に育ち、共に学
び、共に助け合って生きて行きま
しょう。と勉強会を開催していま
す。
次回は八月二五日（火）午後七
時三〇分～です。お気軽にご参加
下さい。

防災ステーション西側の桑原下中線バイパス

② 羽島稲沢線 「新濃尾大橋架橋
「県政報告会」開催！
及び取付道路整備事業」（下中町加
日時 九月二十五日（金曜日）
賀野井・城屋敷地内）新濃尾大橋
午後七時三〇分
は県道一宮大垣線（ 18
号線）の慢
性的な渋滞緩和に向けて期待され ④ 岐阜南濃線「交差点改良事業」 会場 ＪＡ正木支店
インターンシップ大学生の活動
ており、現在は護岸工事、橋台、 （足近町）足近小学校北西の本箇
橋脚工事が行われており、引き続 所は、県道に右折付加車線がなく、 報告もありますのでお誘い合わせ
き事業の推進を道路建設課に要望。朝夕の混雑時には渋滞するほか、 の上ご参加ください。
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