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平成 27 年第 3回定例会	 教育・社会問題対策特別委員会	 

	 

平成 27 年 12 月 15 日	 

赤井委員	 

	 先日、私の地元の平塚で、認可外保育所ちびっこＢＯＹに預けられていた生

後４箇月の男児が死亡したという非常に悲惨な事案が発生いたしました。まだ

事件なのか事故なのか分からない状況だと伺いましたが、この施設については

それこそ３箇月、４箇月から預かるという話も伺っています。いずれにしても、

このちびっこＢＯＹでの事案について、今掌握している状況を伺います。	 

次世代育成課長	 

	 先般、県内の認可外保育所において生後４箇月のお子様が亡くなるという大

変な痛ましい事案がありました。大変悲しい思いでおります。改めまして、こ

のお子様の御冥福を心よりお祈り申し上げます。今把握している状況ですが、

平塚市内の認可外保育所のちびっこＢＯＹで預かっているお子様について、12

月７日に平塚市から連絡がありました。７日零時過ぎにお預かりして４時半頃

に保育士が確認したときには心肺停止の状態であり、救急車を呼んで病院に搬

送したものの死亡に至ったということを把握いたしました。そして、その日の

夜に直ちに県の方で特別立入調査を実施いたしました。特別立入調査では、施

設の責任者である施設長からその当時の状況を聴取いたしました。そのときに

は、１時間ごとに子供の様子を保育士が確認しておりましたが、当時の部屋の

様子を写したビデオ等にも特段の異常が見られなかったということです。職員

の配置について、県では常時複数配置、２名以上の配置を基準としております

が、その当日の時間帯には１名しかいなかったということを把握しております。

現在、警察が捜査中ですので、事件、事故については分かりませんが、この配

置基準が守られていないということに対して、これまでも再三この施設には指

導をしていたところです。改善が見られなかったことから、当日付けで改めて

改善勧告の通知をさせていただいたところです。	 

赤井委員	 

	 複数配置がなされていなかったことが今回の事件か事故につながったのでは

ないかというお話でありました。この認可外の保育所に対しての体制、例えば、

設備や配置の人数といった基準はどこにあるのでしょうか。	 

次世代育成課長	 

	 県の方では、私設保育施設指導監督基準というのを設けています。私設保育

の私設は私の設置と書きまして、いわゆる認可外施設のことになります。この

私設保育施設の指導監督基準では、保育に従事する者の数、それから資格、さ

らには保育室の設備構造、面積、非常災害に対する措置等の基準を設けており

ます。保育に従事する者の数としては、常時保育に従事する者が複数配置され

るものであることといった基準を設けております。	 

赤井委員	 

	 常時複数配置しなければならない、また設備といった話もありましたが、こ

の基準に対しての調査はタイムスパンでいくと設置のときだけでよいのか、そ

れとも、どういったサイクルで行っておられるのか伺います。	 
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次世代育成課長	 

	 県は認可外に対して指導監督を行う権限あるいは責任を有します。指導監督

の方法としては、毎年度運営状況の報告を求めるとともに、立入調査、認可外

の場合には指導監督のことを立入調査と呼んでいるのですが、その立入調査を

毎年度実施することとしております。	 

赤井委員	 

	 先ほど課長のお話では、これまでも何回か複数配置等について、調査の結果、

指導してきたということで、今回勧告をしたと伺いました。この改善が見られ

ない場合、基準を満たしていないといった場合、どのような手続の流れになる

のか伺います。	 

次世代育成課長	 

	 通常、改善が見られない場合には、改めて改善をするよう指導を繰り返し行

っております。しかしながら、その改善が更に見られない場合には、勧告とい

う措置をとらせていただいています。勧告を行っても更に改善が見られない場

合には、この状況を公表することとしております。これらは、児童福祉法に基

づいておりますが、その公表した後に、更に重い措置としては、児童福祉審議

会の意見を聞いた上で事業停止または施設の閉鎖命令を行うという手続もあり

ます。この施設については、指導を繰り返し行い、勧告し指導を行っていると

いった状況にありました。	 

赤井委員	 

	 この施設は、たしか 1990 年ぐらいの比較的古い施設だったと思います。体制

が基準に合っていないということで、指摘、勧告を繰り返したと伺いましたが、

これはどのぐらい行われていたのでしょうか。	 

次世代育成課長	 

	 次世代育成課に資料が残っている範囲になりますが、平成 20 年度から毎年度

立入調査を行い、複数待機がなされていない時間帯があるという指摘について、

ほぼ毎年指摘を繰り返しておりました。一時、職員のシフト表など改善が見ら

れるような資料が一部提出された時期もあるのですが、完全に複数配置を確認

することができませんでしたので、指導を引き続き続けていたという状況です。

合計で６回、指摘させていただいております。	 

赤井委員	 

	 そこら辺については、マスコミでも立入調査が形骸化しているのではないか

ということで、対応が生ぬるいのではないかという指摘もあるようです。平成

20 年度から６回にわたって同じ状況が繰り返されたと伺いましたが、次の段階

としての公表、また児童福祉審議会の意見を聞いた上での最終的な閉鎖という

ことになる基準はどのように決まっているのか伺います。	 

次世代育成課長	 

	 児童福祉法第 59 条に、全てその手続が規定されております。	 

赤井委員	 

	 今回の場合は、事件、事故が起こってしまったので、表に出ていますが、こ

ういうようなことが繰り返されている施設がまだあるかもしれません。公表さ

れないまま、６年、10 年同じことを繰り返しているという場合もあるのではな
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いかと思っています。その辺について、何回繰り返せば公表されるのか、そう

いった基準はあるのでしょうか。	 

次世代育成課長	 

	 監査の立入調査の結果については、県のホームページの方で公表させていた

だいており、最新の監査結果である平成 26 年度の監査の結果も、県のホームペ

ージに公表させていただいております。委員からお話がありました、何回それ

が繰り返されれば次のステップにいくのかという部分は、明確な基準がありま

せん。個々の施設によって判断をしていくことになります。一番重たい事業停

止、あるいは施設閉鎖命令を出すに当たっては、今そこでお預かりしているお

子様の次の預け先を確実に確保した上で、その措置をとらなければならないこ

とになります。そのため、この施設についてもお子様の預け先を確保した上で、

いつそういった事業停止措置をとるのか、行政処分をとるのかというところを

国などとも相談しながら、あるいは他県の類似事例なども見ながら、今後少し

見直しを考えていきたいと思っております。	 

赤井委員	 

	 今の時点では、閉鎖などといった形にはなっていないと思います。ましてや、

預かっているお子様については多分まだ営業をそのまま続けていると思います。

明確な基準がないということについては、やはりこれから決めていく必要ある

と思います。今回、こういった事件、事故があり、たまたまこのちびっこＢＯ

Ｙが表に出ましたが、他に似たような類似施設、何回も同じような基準違反を

繰り返ししているという施設がどのくらいあるのか伺いたい。また認可外保育

所全体の神奈川県の数と、こういった違反をしている施設がどのくらいあるの

か伺います。	 

次世代育成課長	 

	 認可外全体の数としては、平成 27 年３月 31 日現在で、県所管合計で 248 施

設あります。平成 26 年度の立入調査等の実績、指摘等の状況で申し上げると、

認可外保育施設で立入調査を行ったのが 89 施設、これに対して文書、口頭など

の指摘を行った施設が 50 施設あります。繰り返し行ったかというところについ

ては確認ができないのですが、少なくとも１回以上指摘を行った施設が 50 施設

あるということです。	 

赤井委員	 

	 認可外保育施設は県域で 248 施設、そのうち 50 施設に対して指摘を行ったと

いうのは、少し率としては大きいのかなと思います。ただ、これが今の大きな

社会現象なのかなとも思います。今回の事案を受けて、県としてもしっかりと

この状況を掌握した上で、今後の対策を考えていかなければならないと思って

いますが、今の時点で県として今後の対応をどのようにしようと思っているの

か伺います。	 

次世代育成課長	 

	 繰り返しになりますが、何回も指摘したにもかかわらず改善が見られないと

いった施設については、もう少し踏み込んだ対応をしなければならないのかな

とも考えております。どこまで、そして、どういった対応をすべきなのかにつ

いては、児童福祉審議会の意見も聞きながら、また国とも相談し他県の事例な
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ども見ながら、そういった方法、対応策について検討してまいりたいと思いま

す。	 

赤井委員	 

	 昨年の厚木市の事例もそうですし、また川崎市での中学生の事例もそうです、

そして今回こういった形で乳児が死亡してしまったという事例も出ました。私

たち自身もなかなかつかんでいなかったという点ももちろんあるわけですが、

県当局としても、これから想定外というのは絶対あってはならないと思います。

私が驚いたのは、生後３箇月から預かることができるという状況、とても考え

られない、自分たちの世代からいったらとても考えられない状況です。先ほど

来話がありましたひとり親家庭などということを考えれば、どうしても働かな

ければならない、どこかに預けなければならない、今回の場合は、母親が預け

たのではなくて、その友人が預けに来たという少し分からない状況にもなって

おりますが、こういった社会状況の中で、これからまた何があるか分かりませ

ん。二度とこのようなことがあってはならないと思いますので、是非この辺に

ついては、国の基準がしっかりと決まっていないという点もあるかもしれませ

んが、神奈川県独自でよいですから、どんどん進めていただきたいと思います。

特に、県所管内にある認可外保育園約 250 施設のうち、約 50 施設で何らかの違

反が起きているという点は、放置しておくことはできないなと思います。今回

こういったことが起きましたので、当然各施設にそれなりの通達、通知をされ

ていると思いますが、くれぐれも二度とこのようなことが起きないような形で

進めていただきたいとお願い申し上げます。	 

	 次に、児童相談所の児童虐待ということで、先ほど来各委員から様々な質問

がありました。今年の５月に県が発表した児童相談所での児童虐待相談件数は、

過去最多の 2,707 件という非常に多い数でした。特に、いちはやくという意味

で、189 という共通ダイヤルが今年の７月１日から始まりました。そういった意

味では、虐待に対しても通報しやすい体制ができたわけですが、神奈川県にお

きます受付件数のこの数年の推移について、まずお伺いいたします。	 

子ども家庭課長	 

	 県所管の児童相談所での児童虐待相談受付件数については、平成 22 年度は

1,853 件、平成 23 年度は 1,747 件と若干減少しましたが、その後、平成 24 年度

は 2,282 件、平成 25 年度は 2,484 と再び増加傾向となり、平成 26 年度は 2,707

件と平成 22 年度の 1.5 倍となり、過去最高を記録しております。また、今年度

に入っても速報値ですが、上半期の４月から９月までで1,615件となっており、

昨年度の同月比で 160 件多くなっている状況です。	 

赤井委員	 

	 先ほど申し上げた 189、いちはやくが始まってから、３桁の共通ダイヤルです

ぐに虐待かもしれないということで相談をできる形になったわけですが、この

受付件数の変化は特にありましたでしょうか。	 

子ども家庭課長	 

	 今年の７月１日から児童相談所全国共通ダイヤルが、それまでの 10 桁から３

桁化されましたが、７月から９月までの３箇月間で相談受付件数は計 899 件と

なっており、前年度同期間の 757 件と比べて 142 件、18.8％の増加となってお
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ります。	 

赤井委員	 

	 特にこの 189 については、189 にかけ郵便番号等を入れて、その所管の児童相

談所に自動的につながるとも伺っています。特に 24 時間対応ということになる

と、職員の方ももちろん大変だと思うのですが、夜間や休日の児童虐待相談を

受ける体制、状況、これはどのようになっていますか。	 

子ども家庭課長	 

	 児童相談所では、児童虐待相談については 24 時間、365 日受け付けておりま

す。市町村や関係機関などからの通告は、児童相談所が開所している平日の日

中の時間帯が主ですが、近隣住民等からの通告に限って言えば、今年度上半期

では、約４割を夜間、休日の時間帯に受け付けております。なお、189 を利用し

た相談、通告の件数は、例えば中央児童相談所の９月から 11 月までの直近３箇

月間の状況でお伝えすると、計 16 件で全て児童相談所が開いていない休日、夜

間の時間帯でした。ちなみに、中央児童相談所がこの３箇月間に受けた虐待相

談は計 213 件でしたので、189 は約 7.5％に当たります。	 

赤井委員	 

	 中央児童相談所あるいは平塚、小田原、厚木、鎌倉、三浦といった相談所別

の件数になりますが、先ほど伺った県所管の相談件数 2,707 件のうち、特に厚

木が 842 件ということで少し多いかなと思いました。これは、昨年の例の問題

があって、特に虐待ではないのかということで、クエスチョンマークでかけて

きたのかなと思っています。人口比を考慮すると、厚木はかなり多いのですが、

その辺はやはりそういうことで捉えてよいのですか。	 

子ども家庭課長	 

	 昨年、厚木市内では幼児虐待死亡事件があり、県民の関心が非常に高まり通

告が上がる傾向になりますので、はっきりした背景は分かりませんが、そうい

ったことも一つの要因になっているかと思います。	 

赤井委員	 

	 各児童相談所で虐待相談を受けたときの対応の仕方について、それぞれ職員

の方、もちろん専門の方が受けていると思いますが、どのような対応をされて

いるのか伺います。	 

子ども家庭課長	 

	 児童相談所が虐待相談や通告を受けると、所長以下児童福祉司、児童心理司、

児童相談員、保健師など在庁している各職種の上席者が招集されて緊急受理会

議を開催します。最初に通告の内容を確認し、次に市町村や学校、医療機関な

ど関係する機関への調査方法や家庭訪問などによる子供の安全確認の方法など

について検討し決定します。子供の安全確認は国の通知に基づき、原則 48 時間

以内に行うこととされていますが、子供がけがをしているなど緊急性が高いと

思われる場合は、一時保護の可能性も含め早急に対応しております。夜間、休

日に虐待通告を受けた場合も、判断権限を持つ職員へ報告がなされ、協議の上

対応しております。なお、夜間、休日で緊急性がある場合は、警察と連携しな

がら対応しております。	 

	 



 6 

赤井委員	 

	 通告の種別の中では、やはり警察からの通報が一番多いと伺っています。そ

ういった点では、やはり相当進んだところで警察からの話が来ているのかなと

思っています。児童相談所で虐待相談の受付をしていることについて、なかな

か知らない場合もあると思います。特に面前ＤＶも心理的虐待と言われていま

すが、ここら辺も当然のことながら児童虐待に当たるわけです。両親がけんか

をしているという点も、当然子供たちに対しての虐待に当たるわけです。そう

いった状況をすぐに児童相談所の方に相談しなさいという広報活動がもう少し

必要なのかなと思いますが、今どのような状況でどのような広報を行っている

のかお伺いします。	 

子ども家庭課長	 

	 県では、毎年 11 月の児童虐待防止推進月間を中心に、集中的にキャンペーン

活動を実施しております。具体的には、県のたよりの 11 月号に特集記事を掲載

し、今年については面前ＤＶについての周知をさせていただきました。また、

コンビニエンスストアやスーパーマーケットにお願いして啓発のためのリーフ

レットを配架しているほか、児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを

たすきにして、県内をリレー形式でマラソンしながらアピールするオレンジリ

ボンたすきリレーに参加し、ゴール会場の山下公園にブースを出しました。ま

た、そういった運営に協力するなどしております。また、今年度は 189 がスタ

ートしたため、神奈川中央交通(株)に御協力いただき、バスの車内や営業所内

に 189 を紹介するポスターの掲示やチラシを配架しました。さらには、国が主

催する子ども虐待防止推進全国フォーラムが、今年度は神奈川県を会場として

11 月８日に県と横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の５県市が共催したとこ

ろです。	 

赤井委員	 

	 先ほど申し上げましたように、厚木で相談件数が増えたというのは、厚木で

あのような事件が起きたからではないかと思っています。平塚で今回、虐待か

どうか分かりませんが、こういった事案が出たということで、また平塚辺りで

も今回増えるのかなと思っています。とにかく児童虐待について、またそうい

った様々な相談を児童相談所で受けるよという広報は非常に大事だと思います。

様々なツールを通じて、特に 189 等については更に幅広く広報していただきた

い。国で決めてくれたわけですから、様々なグッズもあると思います。ここら

辺のグッズの頒布等についてもしっかりと行っていただいて、この児童相談所

での児童虐待の相談をしっかりと皆様に徹底していただきたいなと要望する次

第です。	 

	 それから次に、放課後児童クラブについて伺います。子供が減っていってい

る中で、放課後児童クラブの児童数はどんどん増えていっているという状況で

す。	 

	 最初に、児童数に対する放課後児童クラブの登録児童数の割合、特に比率に

ついて、ここ数年どのような状況になっているのか、また今年も既に分かって

いれば、この部分も含めてお伺いいたします。	 
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子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 平成 22 年度から平成 26 年度までの状況を申し上げますと、平成 22 年度の県

全体の公立小学校の児童数が約 46 万 9,000 人でした。それが平成 26 年度には

45 万 5,000 人と、約１万 4,000 人減少している状況です。その一方で、放課後

児童クラブの登録児童数ですが、平成 22 年度が約３万 3,000 人で、平成 26 年

度には約４万 1,000 人、約 8,500 人増加しており、利用率を計算すると７％か

ら 9.8％へと増加している状況です。	 

赤井委員	 

	 児童数が約 46 万 9,000 人から約 45 万 5,000 人、約１万 4,000 人減っている

程度、しかし、学童についてはどんどん増えていると伺いました。この辺につ

いては、先ほど来話がありましたひとり親家庭等が増えている、または共稼ぎ

が増えているということで、子供を預けるという状況が増えているのかなと思

いました。その中にあっても、特に政令中核市と県域との差が少しあると思う

のですが、その辺の差については、数字ではどういった状況になっているので

しょうか。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 平成 26 年度の数字で申し上げますと、政令中核市合計での登録利用率につい

ては全体で 8.1％となっております。一方で、県所管域の小学校におきます利用

率は 11.5％といった状況です。	 

赤井委員	 

	 当然、県政令市も増えているのですが、県政令市以上に県所管域の方の増え

方の方が大きいのかなと思います。子供の数は、県所管域の方がどんどん減っ

ている中で、児童クラブ登録数が増えているということについて、ここら辺の

状況で何かつかんでいる要因はありますか。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 詳細な状況については把握しておりませんが、私が今答弁しました数字とい

うのは、国の補助制度上の放課後児童クラブの登録数の数字です。一方で、他

の事業として、放課後子ども教室といった市単独の事業もありますので、県所

管域の市町村では、いわゆる国庫補助事業を利用した放課後児童クラブの設置

が多いことが影響していると思っております。	 

赤井委員	 

	 各市町村に放課後児童クラブについての所管が任されたなど、この新制度に

おいて放課後児童クラブについては様々な制度上のものがあると思います。そ

の中に、支援員の問題もあると思いますが、この支援員、ちなみに今神奈川県

内で何名ぐらいいらっしゃるか掌握していますか。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 平成 27 年度、新制度の実施に伴い新しく制度化されたものが放課後児童支援

員です。旧制度の状態では、放課後児童指導員という形で従事していただいた

わけですが、平成 26 年度時点での指導員は、県内で 4,300 人ほどと承知してお

ります。	 

赤井委員	 

	 この指導員については相当幅があると思います。保育士の資格や幼稚園の教
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員の資格を持っている人もいれば、何も資格を持っていなくて、30 年、40 年や

られているという方もいらっしゃると思います。様々な方がいらっしゃる中で、

今回の新制度で初めて児童支援員ということで認定しようということになった

わけです。この認定については、たしか神奈川県が行われていると伺っていま

す。その指導員の認定資格研修について、まずどういったものか教えてくださ

い。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 ４月の新制度によって資格、制度化された放課後児童支援員ですが、今後国

が定めた職員として必要な知識、技能を修得していただくために、放課後児童

支援員認定資格研修という研修を受講していただく必要があります。その研修

を受けて、県の認定を受けていただくということになりますが、この放課後児

童支援員認定資格研修は、国が示す内容に沿って、子どもの発達理解など 16 科

目、延べ 24 時間のカリキュラムで実施するということになっております。	 

赤井委員	 

	 今年度から始まったわけですから、本来であれば昨年ぐらいから準備をして

おいて、今年度始まったらすぐにこういった資格研修などを行えばよかったの

ではないかと思っています。何か大分遅れていたということですが、この資格

研修の今の状況、今年度の状況について伺います。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 お話にありました認定資格研修の実施についてですが、県の方では今年度の

実施に向けて当初予算の方にその開催経費についても計上させていただいたと

ころです。しかしながら、国の具体的な研修の検討が遅れ、具体的な内容が示

されたのが今年度に入ってからという状況でした。そういった状況を踏まえて、

事前の準備も進めさせていただきました。県の方では今年の 11 月から県内３地

域において、１回 100 名、３回合計で 300 名の認定資格研修を実施、開催させ

ていただくということで、現在取り組んでいるところです。	 

赤井委員	 

	 地域ごとにそれぞれ 100 名ずつ実施しているということだと思いますが、最

初にこの指導員の方が何名いらっしゃるのかと伺ったときに、4,300 名と御説明

していただきました。今年 300 名ということになると、これから十数年かけて

この指導員を支援員にするということでよろしいでしょうか。ここら辺は、国

や県としても指導員から支援員になる移行期間というか枠があると思いますが、

その辺についての状況はどのようになっていますか。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 この新しく制度化された放課後児童支援員ですが、今申し上げましたとおり

数多くの方が全国的にもいらっしゃいます。従事するためには必ず認定資格研

修を受けていただく必要があるわけですが、今度の制度開始に伴い現在従事し

ていらっしゃる方については、制度スタート後５年間猶予期間、経過措置期間

が設けられております。その５年間のうちに都道府県が実施する認定資格研修

を受け、修了する必要があるということです。	 

赤井委員	 

	 ちなみに、神奈川県は 300 名でしたが、他の都道府県の状況等はつかんでお
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りますか。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 個別具体の各都道府県の実施状況は、今手元に資料がありませんが、先ほど

申し上げたとおり、国の具体的な研修のカリキュラムが最終決定されたのが今

年度入って遅くというような状況であったため、本格的な実施は本県と同様に

来年度からになると承知しております。	 

赤井委員	 

	 今の時点で、来年度のこの研修予定、そして受講人員についてはどの程度で

考えていますか。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 研修の実施に伴い予算が必要ですので、今現在、来年度の当初予算の編成作

業を正に進めているところであり、検討を進めております。ただ、先ほども申

し上げましたとおり、現認の方 4,300 名の方から今年受けていただいた約 300

名の方を差し引いても、残り 4,000 名いらっしゃいます。また今後新たに従事

する方々も増えてくると考えておりますので、それ以上の規模で残りの経過措

置期間中に研修を実施しなければならないと考えております。	 

赤井委員	 

	 単純計算しても、4,000人をこれから４年間ということで考えると、年間1,000

人ずつ実施していかなければならないという計算になります。新たに従事され

る方もいるわけですが、物理的にそういった点は可能なのか、その辺について

伺います。	 

子ども・子育て支援制度担当課長	 

	 放課後児童クラブの事業の実施主体は、各市町村となっており、県としては

来年度以降の実施に向け、政令中核市を含めて市町村の担当課と調整を進めて

おります。今年以上の規模で開催するということになると、会場の確保をはじ

めとして様々な課題があります。それについては、事業実施主体である各市町

村の協力も得ながら連携して何とか開催したいと考えております。	 

赤井委員	 

	 今課長がおっしゃったように、県がこの研修については行わなければならな

いのですが、実際にこの 1,000 人というものを消化するには、市町村と協力し

なければならないと思います。その辺については是非、予算等も含めて市町村

にも負担をかけないような形の中で、1,000 名プラスアルファの方々が研修を受

けられるような体制を市町村とよく協議していただいて進めていただきたいと

要望いたします。	 

	 最後に、先ほど来いじめ・不登校対策という話があり、いじめの状況が全国

で 83 倍の差があるということを伺いました。その中で、特別支援学校のいじめ

の認知件数が非常に増えているという話もありました。その中で神奈川県とし

て、このいじめの対応ということで、特に知事が主導して、いのちの授業を推

進していると伺っています。このいのちの授業の特徴的な実践状況についてお

伺いいたします。	 

子ども教育支援課長	 

	 いのちの授業の実践ですが、小学校において、例えば道徳の時間で妊婦の方
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を教室に招き、聴診器を妊婦の方のおなかに当てて実際に赤ちゃんの心臓の音

を聞くことで、命のつながりや生きることのすばらしさを学ぶ実践があります。

また、中学校では、障害のある方に自分の生い立ちや苦難を乗り越えた状況の

講演をしていただいて、生きている価値のない人間はいないということを感じ、

命の尊さを学ぶといった実践があります。	 

赤井委員	 

	 このいのちの授業を進めてからたしか数年だったと思いますが、様々な子供

たちの思いといったものを募集したという話も伺っています。その中で、特に

障害を持っている児童・生徒の方が通う特別支援学校におけるいのちの授業の

取組、これはまた特殊だと思いますが、それについてはどういった状況でしょ

うか。	 

特別支援教育課長	 

	 特別支援学校においても、教育活動全体を通していのちの授業に取り組んで

おります。特別支援学校では、障害を持つ児童・生徒が在籍しておりますので、

まずその学習内容について、分かりやすい内容、指導方法を取り入れながら授

業を行っております。一例としては、小学校等とも同様ですが、小動物の飼育、

野菜の栽培などを通して命の大切さや思いやりの心を育てたりするなどの工夫

を行っております。また、特別支援学校においては、児童・生徒の障害の状況

によって自分の命を維持することが最優先されるといった場面もあります。授

業の中では、自立活動と言っておりますが、自分の病気の理解、自己管理とい

ったことを進めること自体がいのちの授業につながるということを考え、学習

に取り組んでいる状況です。	 

赤井委員	 

	 このいのちの授業がこれだけ広がっているよといった何か結果というか、目

に見えるものがあるのでしょうか。	 

子ども教育支援課長	 

	 いのちの授業を受けた上での作文ということで、いのちの授業大賞として作

文を募集しております。いのちの授業は平成 25 年度から始めましたが、平成 25

年度の応募数が 1,914 作品、平成 26 年度が 3,304 作品、今年度は 4,284 作品と

いうことで、募集数が増えております。	 

赤井委員	 

	 子供たちが命に対しての取組を通して命の大切さをしっかりとつかむことが、

いじめ防止にもつながるのではないかなと思いますので、今後も是非この命の

大切さを伝える取組をしっかりと推進していただきたいと要望を申し上げて、

私の質問を終わります。	 


