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令和元年度第１回春日井市総合教育会議 会議録 

 

１ 開催日時 令和２年２月12日（水）午後１時15分～２時10分 

 

２ 開催場所 春日井市役所 ９階 教育委員会室 

 

３ 出 席 者  

       【市 長】     伊藤 太 

       【教育長】     水田 博和 

【教育委員会委員】 小塩 泰代 

【教育委員会委員】 岡島  章 

【教育委員会委員】 大野 みどり 

【教育委員会委員】 野田 芳雄 

 

【事務局】 教育部長 松原 眞一 

 教育総務課長 北野 将好 

 学校教育課長 大城 達也 

 同主幹 冨澤 達成 

 同指導主事 兒島 靖 

 教育総務課長補佐 渡邊 直美 

 学校教育課長補佐 長谷川 英輝 

 教育総務課主査 清水 聡 

 

 

４ 協議事項 

⑴ 不登校支援について 

 

５ 会議資料 

資料１   春日井市総合教育会議名簿 

資料２   不登校対策について 

 

６ 協議概要 

 ⑴ 不登校対策について 

 

 

市  長 春日井市総合教育会議 会議要綱第４条第２項の規定により、議事

録署名人については、水田教育長を指定。 
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学 校 教 育

課長 

資料に基づき、説明。 

 

 

市  長 まず、不登校支援について、教育委員のみなさんからご意見を伺い

ます。 

 

大野委員 最近の不登校の傾向として、子どもが学校へ行かない道を安易に選

んでいるように思います。そうした初期段階の不登校に対し、学校か

らこまめに電話をかけるなど、日常的な支援をしていただいているこ

とに感謝しています。そして、今回の登校支援室をつくろうという試

みはたいへんありがたいことと思っています。 

ただ、学校に登校しづらい、友人と会うのも難しい子どもにとって、

登校支援室を設置している学校へ行くことは、実際のところハードル

が高いと思います。同じ学校内で登校支援室へ行く子どもの気持ちを

考え、学校全体で登校支援室を温かく見守り支援していく必要がある

と思います。 

 

岡島委員 

 

1 つは、登校支援室の設置場所について、市内の東部地域に偏って

いないでしょうか。設置することはいいことですが、どのような教員

を配置するのかが大切です。できるだけフットワークのいい若手の方

がいいのではないでしょうか。 

２つ目には、登校支援室に来ることができる子どもは支援を受けら

れますが、登校支援室にも来ることができない子どもをどうしていく

か。１か月以上は休まないが、２，３日おきに休む子どもをどうする

のか。そのあたりが大事ですので、今後の問題として考えてほしいで

す。 

 

市長  登校支援室としてこの３校を選んだ理由はありますか。 

 

学 校 教 育

課主幹 

 昨年度の不登校の発生率が市内で最も多かったことから、早急な対

応が必要な学校でした。また、適応指導教室が西部地域に既に１校あ

るため、東部地域に多めに設置しました。 

 

 

市長  登校支援室の教員、支援員はどのような方ですか。 

 

学 校 教 育

課主幹 

 統括者として、教育的な知見の高い校長ＯＢを配置し、支援員は子

どもの気持ちがわかる若い方を配置するよう準備を進めています。 
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 また、運営上、設置学校の協力が必要ですので、支援室の担当者と

して、設置学校内でも指導力のある中堅の教員を配置し、不登校支援

室と学校をつなげるコーディネータの役割も担うものです。教科指導

については、各教科担任がローテーションを組み指導に取り組みます。

かなり大規模な組織的取組となっております。 

 

市長  長く休む子どもは目につきやすいが、ぱらぱらと休む児童生徒につ

いての分析も必要だと思います。しっかり分析してください。 

 

学 校 教 育

課主幹 

 校長先生が出欠統計を確認し、しっかり分析することとしています。 

 

小塩委員  登校支援室にも来ることができない子どもが問題ではないでしょう

か。登校できない原因として、勉強がわからないという点ではなく、

学校という建物自体に入れない、みんなが同じ制服を着ている中に恐

怖を感じて入っていけないということも挙げられます。そのような子

どもが、同じ校舎のなかにある登校支援室に通うのはハードルが高い。

学校の中にある登校支援室、或いは、自分の学校とは離れた場所にあ

る西部地域の登校支援室、いろいろな登校支援室を選べる体制ができ

るといいと思います。 

 登校支援室に通う際の制服について伺います。例えば、藤山台中学

校の登校支援室に高森台中学校区の生徒が通うことになった場合、高

森台中学校の制服を着ていくことになるのですか。或いは、私服とい

う選択もあるのでしょうか。 

 

学 校 教 育

課主幹 

 ３校については、登校支援室への登校率が高いと思われますので、

他校の受け入れはしばらくは難しいと思われます。まずは、自校の生

徒を優先するところからスタートする必要があると考えており、今後

１年間様子をみて検討していきたいと考えています。 

 制服については、登校支援室に来る子どもの様子を見ながら、臨機

応変に対応していける体制を整えていきます。 

 

市長 ４月から、まずは３つの中学校からやりましょう。そして、その学

校に通う子どもたちの支援からスタートしていこうということです

ね。 

 

学 校 教 育

課主幹 

試行ですので、まずは課題を明確にし、支援校を増やしていった方

がいいのか、自校で受け入れたほうがいいのか、こうした検証をする

ためにも、１年間は分析をすることが重要になります。 
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野田委員 学校全体で支登校援室に取り組む姿勢が見え、良い方策だと思いま

す。 

子どもへの支援と合わせ、親の支援も必要です。親は、子どもが学

校へ行かないと心配ですし、また、学校へ行かなくでもいいと言い切

っていいのかなど悩みや不安は様々です。子への接し方を相談できる

ようにするなど、親の不安を取り除くことも不登校を解消する方法の

1つだと思います。 

 

教育長 現在、適応指導教室があり、定員２０名、今のところ１４名が利用

しています。今まで定員を超すことはなく、東部地域からきている子

もいます。新たに東部地域に適応指導教室をつくるという考えがある

一方、今回は校内適応指導教室、仮称「登校支援室」を設けました。

不登校のきっかけは友人関係のトラブル、生活リズムの乱れなどによ

るものですが、それらが長続きすると学校へ行くのをやめよう、学力

が落ちて勉強がわからないから学校へ行くのをやめようとなってしま

います。そうなる前の、友達とうまくいかないからちょっと心配だと

いうようなときに退避する、生活リズムが乱れているときに１時間で

もいいから登校する、午前だけでいいからと誘い出す、少しずつ勉強

しようと生活リズムを取り戻す。登校支援室とは、そのようなための

場所であり、やがて教室へ戻っていくことができると考えています。

少しでも早めに発見ができ、少しでも早めに対応ができれば不登校に

なる子が増えないのではないかという思いです。 

３校のうち、現在でも校内適応教室のような場所を運営している学

校もあります。市として、専任の指導員等を配置することで、学校の

先生に余裕ができ、保護者や本人と電話等をすることでより関係も深

まるのではないかという考えに基づき計画をしているところです。 

 

市 長 従来の適応指導教室のように、自分の通う学校とは離れたところの

一種特別の場所に通うというのも一つの方法ですが、毎日学校に通う

という生活のリズムを取り戻すために、まず通う学校に登校支援室を

つくるところからスタートする。やはり、家庭、親の影響はあります

ので、通う学校の子であれば、日常の生活ぶりをよく把握でき、見極

めながら対応できることでしょう。 

 

野田委員 基本的には、なんとか登校し、将来的に社会生活が円滑に営めるよ

うにすることは最もですが、どうしても学校へ行けない子はでてきま

すので、不登校はあってはならないという考え方はしないほうがいい

と思います。個々の事情を思い遣ったうえで、皆さんで努力していっ



5 

てもらえるとありがたい。 

 

岡島委員 いったん不登校気味になった子が学校復帰することは難しい。復帰

の障害の 1 つは学力がついていかないことがあります。理解できない

のに何時間も座っていることは大人でも無理です。登校支援室に来る

こともできない子が学校にもどったとき、教科の遅れがないようにす

ることはできないでしょうか。学力の遅れを感じると、やはり学校や

めたということになり悪循環になってしまいます。そこも視野にいれ

ながら、登校支援室にも来ることができない子をどうケアしていくか

ということも、一つのテーマとして考えていってほしい。 

親も、学校の授業に遅れをとらないよう初めは家庭教師のように教

えるなどしますが、やはりそれにも限界があるのが現状なのです。 

 

大野委員 

 

登校支援室は、あすなろ教室のように少人数規模ですか。 

また、専任の支援員について、教員ＯＢや臨床心理士など資格をも

っている方を希望します。 

登校支援室で、教員や支援員など様々職種の方が関わるなかにあっ

て、不登校生徒の担任教員にも情報提供をしてほしい。 

 

市長 例えば、東部中学校には何人の不登校生徒がいて、そのうち何人の

生徒をどのように支援しようとしているのですか。同時に、何人の指

導員がなにをしようとしているのですか。さらに、親との連携はどの

ようにとろうとしているのですか。 

 

学 校 教 育

課主幹 

現在、東部中学校には３８人の不登校生徒がおり、そのうち、５、

６人の生徒が、既に学校独自に運営している校内適応指導教室に参加

しています。 

藤山台中学校の不登校生徒は２５人。学校独自に運営している校内

適応指導教室に５人ほど参加しています。石尾台中学校の不登校生徒

は２３人。カウンセリング室において、登校したときに対応していま

す。いまのところ、各学校５、６人程度の生徒が対象となります。 

不登校になる前、例えば、友だちとトラブルになったときに一時避

難をし、その間に問題を解決し、教室にもどすなど未然防止に使える

よう考えています。教科指導においては、マンツーマンに近い個別指

導を行ってきます。 

支援員について、有資格者を配置し常時開設するには人材が不足し

ていますので、まずは資格はないが子どもが心をゆるせる人を採用し

ていきます。 
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次年度から市非常勤講師の体制が変わり、単独で授業担任になるこ

とも可能となりますので、非常勤講師を配置しフォローすることも考

えています。 

 

野田委員 登校支援室の支援員について、学生や親などのボランティアを配置

するのもいいと思います。子どもたちにとっても気安く接することが

できますし、親にとっても声を掛けやすい。 

 

学 校 教 育

課長 

学生ボランティアについては、来年度募集する予定です。ご意見を

ご参考にさせていただきます。 

 

野田委員 学力については、学校だけでは対応できない場合もありますので、

市民団体等の支援を取り入れ協力をしていくといいと思います。 

 

小塩委員 親のサポートについて、東の地域に住んでいる親にとって、今回の

登校支援室はたいへんありがたいと思います。多くの親が働いている

なか、遠くの適応指導教室に通うというのはハードルが高く、利用し

たくてもできない状況でした。子どもが不登校になったために仕事を

辞めざるを得ない親もいるなかで、子どもをサポートする場所が近い

ところで選べるようになったということはたいへん良い。親のサポー

トの面でも、市全体で支援していく体制が整ったことは良いことであ

り、今後もうまく運営されていくことを期待します。 

ただ、そこの学校の生徒が対象なので、他の学校の不登校生徒は今

までの状況と変わりません。そこが今後の課題となると思います。 

 

教育長 各学校で毎年度策定する学校経営案において、来年度から「不登校

対策」に係る指導項目を増やし明文化します。これにより、全小中学

校で不登校対策の取組について考え進めていきます。 

 

野田委員 親同士が話すと気もちが楽になることもあるので、不登校の子をも

つ親の会などを視野に入れ、パートナーとして付き合っていってほし

い。 

 

市  長 新年度に向け、新しい取組をすることには意義があります。毎日通

う学校に登校支援室があるということを含め、子ども自身のことや家

庭環境がより理解できるからこそ意義があるというご意見がありまし

た。 

では、今回の登校支援室にどのような子どもが何人来るのか。例え
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ば、東部中学校では、既にある校内指導教室に通っている５、６人の

子どもたちを対象にするのであれば、新たに作る必要はないのではな

いか。通えない３０人以上の子どもたちをどのように通わせるのかが

よくわからない。もう一つは、その子たちの学力をどう支援しようと

しているのか。親との連携を、どのようにしようとしているのか。Ｎ

ＰＯ等の市民団体とどのように協力していくのか。全体的にまだ混沌

としているようです。 

将来的に、１５校すべての学校に登校支援室を作ってほしいという

ことになる可能性は高い。それを踏まえ、今後どう展開していこうと

しているのかがはっきりしない。 

以上、自分の意見を含め、先生たちの意見をまとめさせていただき

ました。 

今回やろうとしていることは、運営に対する制度設計がまだ十分と

はいえず、歩きながらという面もあるなか、学力、人数等を含めしっ

かり考えていってほしい。ただ、作ってやってみた結果、つくらない

よりは良かったということでは意味がないので、しっかり考えていっ

てほしい。 

 

学 校 教 育

課長 

今日いただいた意見を参考に進めていきたいと思います。特に、学

校に来ることができない子や親の支援について、ＮＰＯなど民間団体

と話しを既に始めています。いろいろなお力を借りて進めていきたい

と考えています。また、専用支援員を配置することにより、登校支援

室に来る子どもが増加することも見込んでおります。 

試行１年目で実際の不登校者数が減ることも大切ですが、仮に人数

が減らなくても、今まで全く登校できなかった子どもが少しは登校で

きるようになった等、一歩一歩不登校者数を減らしていきたいと考え

ています。 

 

教育部長 作ったからいいというものではなく、これを機に、不登校を学校が

どうとらえていくのか、一つ一つの学校が登校支援室に頼ることなく、

学校で考えていくよう進めていきます。今回、３校で試行的にやらせ

ていただきますが、そこでの情報を水平展開し各学校へ教えていくこ

とが大事だと考えています。 

 

市長 令和元年度第１回春日井市総合教育会議を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

【午後２時 10分 終了】 

 


