
 

文教民生委員会行政視察調査報告書 

 

 

１．調 査 月 日  平成２８年５月２３日から５月２６日まで 

 

 

２．調査先・項目  鳥取県 

           ・とっとり版ネウボラ推進事業について 

鳥取県 日吉津村 

           ・日吉津版ネウボラについて 

鳥取県 境港市 

           ・いのちとこころのプロジェクトについて 

島根県 松江市 

           ・学校図書館活用教育（学校図書館支援センター

事業）について 

 

 

３．調査派遣委員  近 藤 憲 治   金 兵 智 則 

栗 田 政 男   永 本 浩 子 

平 賀 貴 幸   古 都 宣 裕 

山 田 庫司郎 

 

 

４．調 査 結 果  別紙のとおり 



平成２８年度文教民生委員会 行政視察報告 

 

近藤 憲治 

 

１、視察にあたっての問題意識 

 人口減少や少子高齢化が顕在化する今日、子育て支援の必要性は国レベルおよび各自治

体で共通の認識となりつつあるが、少子化に歯止めをかける具体的かつ効果的な取り組み

は明確に見出されていない状況にある。一方、人口減少社会において、将来的なまちづく

りの担い手となる子どもたちをどのように育てていくのか、すなわち「教育の在り方」も

またきわめて重要となっている。当市においても、この間、子育て支援策を着実に充実さ

せてきているが、財政状況との兼ね合いもあり、子育て世代のニーズをきめ細やかに満た

しているとは言い難い面もあり、将来的な子育て支援策の展開を現段階から考えておく必

要があると判断した。また、教育についても、世界的視野を持った、地域の未来の担い手

を育てるという角度からの充実が必要であり、その角度を元に将来的な当市の教育の具体

的手法についての研究を進めたいと考えた。以上の考察から、文教民生委員会としては、

当面の検討すべき政策課題として、「未来の担い手・子どもたちをどう育むか（子育て＆教

育）」とテーマ設定し、行政視察もそのような問題意識で臨むこととなった。 

 

２、視察先の選定経過 

 子育て支援策の充実については、複数の委員から「支援の内容で行政機関の窓口が複数

あり、わかりづらい。ワンストップ窓口のようなわかりやすい仕組みを」との提案があっ

た。その提案をもとに、多面的、重層的な子育て支援策を、利用者から見てわかりやすい、

シンプルな対応窓口で進めている自治体について事前の下調べを実施した。その結果、鳥

取県日吉津村がフィンランド型の妊娠から出産、育児、就園、就学までを同一の担当部署

で対応するワンストップ型子育て支援施策「ネウボラ」を地域に導入し、少子化に一定の

歯止めをかけつつあることが判明。さらに鳥取県は日吉津村の事例をベースに全県で同様

の施策を本年度から始めるとのことがわかり、子育て支援については鳥取県および同県日

吉津村を視察先として選定した。 

 また、子育て支援と教育に一定の関連性のある保健施策として、成人期の自殺予防を思

春期の子どもたちの心の健康状態の把握から始める「いのちとこころのプロジェクト事業」

に取り組む鳥取県境港市へ。教育施策としては、学校図書館の積極的な利活用策でグロー

バル人材の育成に努めている島根県松江市を視察先として選定した。 

 

３、鳥取県（対応：県福祉保健部子育て王国推進局 子育て応援課） 

 鳥取県は人口減少や過疎化に対する対応として、平成１９年から子育て支援に力を入れ

てきており、平成２２年から「子育て王国とっとり」をキャッチフレーズにした子育て支



援の総合的な取り組みを進めている。基盤となるのは「子育て王国とっとり条例」という

独自の条例であり、子育て支援を県の施策として重視する姿勢を強く打ち出している。 

具体例をあげると、中国地方および近畿圏域の府県と連携した子育て応援パスポートの

実施や多子世帯の保育料の軽減、保育士確保策の推進と現場への加配、病児病後児保育の

充実、放課後児童クラブの拡充、小児医療費助成の対象拡大、不妊治療費の拡大、希望の

かなう出会いと結婚の支援策、思春期の生徒学生を対象とした性に関する知識の普及、デ

ンマーク由来の森を舞台にした幼児教育「森のようちえん」、祖父母等が子育てに関わりや

すい環境の整備など多面的かつ重層的な支援策を具現化している。 

 これらの総合的な施策が功を奏し、平成２０年に１．４３（全国１７位）まで落ち込ん

だ合計特殊出生率は平成２６年では１．６０（全国８位）にまで上昇。平成３１年には１．

７４まで引き上げる意欲的な見通しを掲げている。鳥取の子育て環境の特徴としては、①

女性の就業率が高く、共働き世帯が多い②医師養成機関が県内に点在し、医師数が比較的

多い③待機児童がゼロなどもあげられる。 

 以上のような状況のなかで、厚生労働省が妊娠期から子育て期、就学までの相談をワン

ストップで提供するフィンランド型の家庭支援制度ネウボラを提唱し、「子育て世代包括支

援センター」の整備を奨励し始めたことも受け、県レベルでも産前産後の相談だけでなく、

ヘルパー派遣やデイケア、ショートステイなど地域の実情に応じた支援体制（とっとり版

ネウボラ）の整備の推進に着手するに至った。背景としては、県内日吉津村や鳥取市、大

山町、南部町が先進的に同制度を導入していたこともあげられる。 

 とっとり版ネウボラは「妊娠期から子育て期にわたる、様々な支援ニーズに対応した総

合的相談支援と各種の支援サービスへとつなぐワンストップ拠点」として、「子育て世代包

括支援センター（とっとり版ネウボラ）」を各市町村に整備すること（現在４市町村→平成

３２年には全市町村）を軸として、そのセンターを中心に、地域で妊娠期からの子育て支

援に取り組むことにより、地域のつながりの希薄化、孤立化の解消を図り、妊娠、出産、

子育てに関する問題への早期発見、早期支援、併せて虐待事案の防止を図ることを目的と

している。平成２８年度の総事業は１，９４３万円。 

 市町村が設置する子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）の事業内容は多

岐にわたり、産前産後支援（産後デイケア、ヘルパー派遣事業、産前・産後サポートｅｔ

ｃ）、子育て支援（両親学級、育児教室、離乳食講習会、読み聞かせ、栄養指導ｅｔｃ）、

個別支給（ブックスタート、妊婦歯科検診支援、多胎妊娠妊婦健康診査助成ｅｔｃ）、 

 以上の施策の推進体制として、国は保健師の専任常駐をモデルとしているが、とっとり

版ネウボラでは、専任配置の条件とせず、ハードルを下げることで各自治体の積極的な参

加を促そうとしている。 

 

【雑感】 

 鳥取県は過疎に直面する県として、自治体の人口減少が声高に叫ばれる以前から着実に



子育て支援策の充実に取り組んできたことがよく分かった。合計特殊出生率は着実に向上

しており、これまでの多面的かつ重層的な施策が功を上げつつある手ごたえも感じた。ま

た、子育て王国とっとり条例の制定など県民の意識を引き付ける工夫も随所に見られた。

「子育て王国」や「子育て環境日本一」などのフレーズもわかりやすく、また、県民のマ

インドを一定の方向に差し向ける効果が想定され、発信の仕方の重要性も改めて考えさせ

られた。質疑のなかで、「どの施策が合計特出生率の向上に効いているか」と聞かせていた

だいたが、「明確にこの施策が」というはっきりした回答は難しいようで、様々な施策が功

を奏したと受け止めるのが良いようであった。裏を返せば、子育て支援施策が結果を出す

には「一定の時間の経過が必要」「多面的重層的な施策が必要」ということであり、我々も

子育て支援策の充実を検討する際には、その視点を忘れてはならないと感じた。とっとり

県版ネウボラについては、平成２８年度からの事業開始であり、今後の展開に期待したい。

多面的重層的に取り組まれている子育て支援策をワンストップ窓口化し、包括支援的な視

点で子育て家庭に自治体が向き合う仕組みは、当市でもわかりやすく、シンプルな子育て

支援の在り方として一考に値するとの思いを強くした。 

 

４、鳥取県日吉津村（対応：村長、議長、村福祉保健課） 

 鳥取県内で子育て支援のワンストップ対応施策「ネウボラ」の考え方を平成２６年度か

らいち早く導入した自治体である。鳥取県西部の米子市に隣接し、人口は約３５００人。

面積４．２平方キロという小規模自治体ながら交通の要衝に位置し、王子製紙の製紙工場

や大型ショッピング施設イオンモールが立地し、財政的にも豊か。子育て環境の良さから

転入世帯が多く、平成２６年の合計特殊出生率は１．９（鳥取県１．６、全国１．４２）

に。 

 ネウボラとしては、村役場福祉保健課内に子育て世代包括支援センター「すまいるはぐ」

を設置。正規職員保健師４名、嘱託保健師１名を配置し、妊娠期から子育て期まで家庭訪

問（妊婦訪問、赤ちゃん訪問、４か月訪問）や面接等による継続支援を実施している。対

応の契機は母子健康手帳の交付時であり、個室面接でアンケートを用いながら個々の子育

てプランを提供。その後も、出生時、就園時にもプランを作成提供し、適宜見直しを行う。

併せて「日吉津村子育て支援ファイル」を交付し、折々の支援等も説明。母子保健担当保

健師とも連携し、母子保健事業の運営や相談支援、園支援にも活かしている。月１度は村

役場内の子育て支援関連職員、保育所、子育て支援センター職員、保健師が集まる連絡会

で情報の交換と共有に努めている。 

  

【雑感】 

 小規模自治体ならではの、きめ細やかなワンストップの取り組み。自治体の立地条件上、

転入世帯が増えてきた状況をうまく捉え、地域の将来課題として、子育て支援を早い段階

から丁寧に取り組んできた結果が、このような成果をあげつつあるのだろう。また、子育



て支援プランを個々の子育て家庭向けに提供することで、子育ての将来的な見通しを伝え

ることも子育て世代の安心につながっていると受け止めた。子育て支援は、目先の課題を

解決する為の単発的な施策ではなく、子育て世代のライフサイクルに寄り添った息の長い

施策であることを改めて実感した。また、この施策自体が保健師の能力や人間力に頼る側

面が多く、人材育成も極めて重要であると考えた。 

 

５、鳥取県境港市（対応：境港市福祉保健部健康推進課） 

 同市は日本海に面した人口約３万５０００人の街。水産業と観光、港湾利用が主な産業

となっている。同市では年間１０人程度の自殺者数が減少しなかったため、自殺（鳥取県

では自死で統一）予防の施策として、成人期の相談対応では限界があることや、自殺に至

る人の悩みを掘り下げていくと「幼少期に相談できる人がいなかった」ことなどの課題が

浮き彫りになり、思春期に着目し、教育部門と保健福祉部門が共同で、思春期の子どもた

ちの心の在りようを探り、地域としてどう向き合うかを検討する動きを進めている。それ

が、「いのちとこころのプロジェクト事業」であり、平成２４年度から実行委員会を設立し、

今日に至っている。 

 プロジェクトは、自死につながるおそれのある若年層（４０歳未満）のうつ病の患者数

が増加傾向に入り始めたのを受け、聞き取りを始めたところ、幼少期に「いじめまたは保

健室登校などの経験があった人の割合」が８０％に達したことや、就労支援事業所での聞

き取りの中で、引きこもりや社会に出られない、人付き合いが苦手な人の多くが「子ども

の時につらかった体験談」をすることが多いことなどの背景から、「自死は子どものころの

経験に原因があるのではないか」との仮説を立てた段階からスタート。 

 平成２４年度からは教育委員会と保健福祉部門でプロジェクト実行委員会を設立。目的

は「生きづらさのある子ども（いずれは大人）を減らそう」。予算は自死対策緊急強化事業

を充て、県交付金を入れ込みながら年間５０万円～１１７万円を予算化している。主な事

業内容は①小学６年生を対象に「こころとからだの健康アンケート」の実施②地域への普

及啓発（アンケート結果等のフィードバック）の２本柱。アンケートは市内の小学６年生

全員を対象（平成２４年度３３８人、平成２５年度３２６人、平成２６年度３１１人、平

成２７年度２８０人）。アンケート内容は、睡眠の状況やこころとからだの調子、自己肯定

感、ほめられ体験、こころがつらくなった時の対応、家族関係等。平成２６年度の傾向と

しては、睡眠不足の実感が３０％、こころがつらくなった時の対応法がない人が２０％、

今の自分に対して否定的な思いがある人（自己肯定感が低い人）が３４％などの結果が出

たという。また、自由記述欄では、子どもたちが有する家族を大事にする思いや自分自身

を大切にしなければならないとの思いも明らかになった。 

 アンケートの集約後の動きは、市内の小中学校を担当保健師が訪問して意見交換。ＰＴ

Ａ研修会などでの結果のフィードバック、さらに展開として、親の自己肯定感を調べるべ

く、子育て支援事業に参加した保護者へのアンケートも実施した。 



 この間のアンケート結果の暦年的傾向から境港市の子どもたちには、①自分の思いを表

出できることが大切②子どもの話を聞いてくれる人、相談に乗ってくれる人、ほめてくれ

る人がいることが大切、との方向性がわかった。 

 今後の方向性は、実行委員会を主体として、思春期の子どもたちの心の在りようを地域

で共有するために普及啓発していくとのこと。将来的には「つまづいても安心して住める

まちづくりのために」。ネットワークづくりを重視しながら、妊娠期からの支援を充実させ

つつ、市民意識の変革に臨んでいくという。 

 

【雑感】 

 自殺予防施策として、思春期、幼少期の心の在りように着目した点はきわめて的確な視

点。自己肯定感や心がつらい時の相談は、家庭や学校だけでなく、地域全体で子どもたち

に向き合うことで解決に向かう部分であろう。地域全体で子どもを育てていくとの視点に

立てば、このアンケート結果を住民レベルでいかに共有し、個別の具体的な動きにつなげ

ていけるかが重要である。また、子どもたちの心の健康が将来のまちづくりの担い手たる

子どもたちの健全育成にもつながるとの視点から、当市の子どもたちの心のありようにつ

いて、各種類似の調査もあるが、１度体系的に把握してみたいとの思いも持った。 

 

６、島根県松江市（市教育委員会学校教育課） 

 松江市のグローバル人材育成施策の一環として学校図書館の利活用を重視しており、①

学校図書館は学校教育のインフラ②小中一貫、中学校区で取り組む体制③物流システム（図

書館相互の蔵書の融通）の３つの視点で学校図書館の充実に取り組んでいる。その司令塔

が松江市学校図書館支援センターであり、児童生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活

動を充実させるために「子どもたちとわくわくする学び方」「授業者と司書教諭、学校司書

の専門性」「学校と そこで役立つ資料・情報」をつなぐ役割を果たしている。支援センタ

ーは副教育長がセンター長を務め、副長と６人の主事・スタッフで構成されている。 

 学校図書館の機能は「読書活動の拠点」「授業に役立つ資料を備え、学習活動を支援」「系

統的な情報リテラシー」に体系化され、小中９年を通じて言語活動の充実化を図ることに

期待が寄せられている。そこで、主体的・協働的な学び（アクティブラーニング）が重視

されることになるのだが、松江市では、司書教諭（発令 小学校４８名、中学校１５名）、

学校司書（全校配置・４９名）の配置に力を入れることでその成果が上がるように工夫し

ている。学校図書館支援センターは司書教諭のサポートや研修を行い、司書教諭、授業者、

学校司書の３者が協働する授業の在り方を実践している。また、学校図書館の蔵書を増強

する意味も添えて、市内の学校図書館および市立図書館と蔵書をやり取りするための「物

流ネットワークシステム」を構築。民間業者に委託し、年間１００万円の予算での事業実

施を具現化している。その結果として、平成２７年度の学力調査質問で「週に１回以上、

図書館に行く児童生徒の割合」との問いの中で、「だいたい週に４回行く」が松江市内の小



学校は４．５％（全国３．４％）、「週に１～３回行く」は２１．５％（全国１４．２％）、

中学校は「だいたい週に４回行く」が５．３％（全国２．２％）、「週に１～３回行く」は

１２．２％（全国６．０％）との結果が出ており、図書館に通う児童生徒が多いことがう

かがえる。 

 

【雑感】 

 地域の未来の担い手である子どもたちのための教育は極めて重要。基本は「読み、書き、

そろばん」の基礎学力と、柔軟な創造力や発想力、そして、自らの異なる思考や立場を受

け止める多文化包容力を同時に身につけていくことが求められており、その点では、学校

図書館は子どもたちの学びと成長において、あらゆる機能を果たせると考える。そういっ

た視点で言うと、松江市の取り組みは学校図書館への子どもたちの心理的ハードルを下げ、

活用の多様さを実感させる先駆的な事業と受け止められる。学校図書館という箱だけを用

意しても魂を入れる人がいなければ宝の持ち腐れとなってしまう。司書教諭、学校司書と

いう図書館利活用のプロフェッショナルのサジェスチョンがあってこその学校図書館であ

るため、当市でも学校図書館を子どもたちの教育プロセスにどう位置付けるのかという議

論ととともにそのガイド役としての司書教諭、学校司書の拡充についても方策を検討して

いく必要があるだろう。 

 

（了） 

 

 

 

 



文教民生委員会視察研修 

結政の会 金兵 智則 

 

２０１６年５月２３日（月）～２６日（木） 

 

 今回の視察研修に参加させていただき、他都市の先進事例を現地にて直に勉強ができる

機会を無駄にしないように、また網走市の将来に役に立てられるように、少しでも何か持

ち帰れるようにと取り組ませていただきました。 

現地で対応していただいた皆様や、委員長や委員の皆さま、また今回同行していただい

た議長のおかげもあり、有意義な時間を過ごせたと思っております。 

 下記に私なりに感じたことをまとめさせていただきました。 

 

鳥取県 

『とっとり版ネウボラ推進事業について』 

鳥取県 日吉津村 

 『日吉津版ネウボラについて』 

 

 今回、妊娠期から子育て期にわたって、様々なニーズに対応した総合的相談支援と各種

の支援サービスにつなぐワンストップ拠点として、「子育て世代包括支援センター（ネウボ

ラ）」を整備するための推進事業を視察するに当たり、一日目に鳥取県に、二日目に日吉津

村に訪問いたしました。 

鳥取県ではとっとり版ネウボラを含めた、「子育て王国とっとり」と銘打たれた子育て支

援の取組も伺ってきました。まず、鳥取県では行政、事業主、県民などが一体的に子育て

支援の環境を総合的・計画的に発展させていくために「子育て王国とっとり条例」を制定

しました。条例では市町村や事業主、保護者などの役割を明確化し、県全体で子育て支援・

少子化対策に取り組む上で、推進していく施策が明記してあります。代表的な事業として

は出会いの場を創出するための事業や県として大幅な拡充を行っている不妊治療費助成事

業。今回の視察の目的であるとっとり版ネウボラ。助成対象が全国トップクラスである子

どもの医療費助成。中山間地域市町村や第３子以降を対象とした保育料の無償化や保育料

軽減施策の充実。保育士の確保対策や県単独事業となっている保育士の加配強化。１９５

０年代にデンマークで始まり、自然を活用した保育・幼児教育として広がりを見せている

「森のようちえん」。地域で子育てに取り組めるような支援策の充実や祖父母が子育てに関

わりやすい環境の整備。男性の育児休業を支援するための奨励金制度の創設など多岐にわ

たり事業を行っております。その結果が表れていると思われるのが、鳥取県では合計特殊

出生率は近年上昇傾向で全国でも上位となっております。 



とっとり版ネウボラについては、視察に伺った日吉津村を含めて平成２７年度現在４自

治体が事業を行っており、平成２８年度では新たに４自治体が事業を始める予定となって

いるとのことです。鳥取県としては平成３２年度までには全自治体で事業を行う事を目標

として設定しているそうであります。課題としては、子育て世代包括支援センターいわゆ

るネウボラというものが各市町村としてどこまで行わなければならないのか、どのような

ことを準備しなければならないのか、共通の認識が持てていないということがあったとの

ことですが、全自治体の担当者を集めて先進地の事例集を説明したことから、今後は今ま

でよりもスムーズに進むのではないかとのことでした。 

その、先進地である日吉津村では中身について詳しく説明を受けました。日吉津版ネウ

ボラでは子育て世代包括支援センター「すまいるはぐ」を福祉保健課内に設置、保健師を

５名配置し、妊婦や親子が安心して出産、育児が出来るように妊娠期から就学前まで切れ

目のない支援を行うために相談体制を整備するほか、子育てに関する情報提供や関係機関

との連携を行うとともに、妊娠期から就学までの子育てプランを全員に提供。継続した個

別支援が必要な妊産婦、乳幼児には子育て応援プランを作成し支援を行っていくとのこと

です。それらを活用しながら、様々なサポートを行っていくということでありますが、例

えば産前・産後サポート事業では、アンケートや面接で気になる妊婦、希望者には個別面

談を継続。産前に保健師が家庭訪問や電話にて様子を確認し、相談支援を実施。家事・育

児援助などが必要となりそうな家庭には産後ヘルパーやファミリーサポートセンターなど

を紹介し、支援を行っていくそうであります。ちなみに産後ヘルパーというのはあまり聞

きなれませんが、どうしても支援者がいない家庭に対して、シルバー人材センターに委託

し、生活支援を行っていただく事業だそうです。産後についても産後うつなどのリスクが

高いと把握された場合には、必要に応じて心理士によるカウンセリングを紹介。また、希

望をされない場合は、保健師による定期的な連絡で対応するそうです。 

日吉津版ネウボラによって、職員体制の整備、既存の母子保健事業の拡大・充実を図る

ことで、よりきめ細やかな支援を実施することが可能となったこと。また、関係者間で定

期的な情報交換を行う事で、情報の集約、多方面からの支援を検討、実施することが出来

るようになったことなど、効果があったそうであります。一方で、産後うつや虐待、外国

人の御夫婦など困難なケースが増えており、連携を強化しながらより個別的な支援が必要

となってきたり、医療機関が村内にない為、医療機関との連携や受診同行等の積極的な関

わりを持つことが重要となるなどの課題もあるそうです。今後は事業を見直しながら、拠

点施設である子育て世代包括支援センターを整備し、妊婦や親子が気軽に立ち寄れる場所

づくりや顔の見える支援を提供すること、また、行政や地域住民、民間事業者など他機関、

他職種を連携・協力を図りながら、地域全体で妊婦や親子、未来の親となる世代を見守り、

支援する体制を目指していきたいとのことでありました。 

 今回、とっとり版ネウボラや日吉津版ネウボラ、さらには鳥取県や日吉津村の子育て支

援について伺い、一貫性のある取組が必要であると改めて認識いたしました。網走市も子



育て支援策といわれる事業が決して少ないわけではないと思いますし、多くの事業を行っ

ている方の自治体であるとも思います。しかしながら、今回伺った鳥取県や日吉津村と違

うのは一貫性というか、方向性が見えるかどうかではないかと感じたところであります。

子育て世代包括支援センター、いわゆるネウボラについては網走でも取り組むことが可能

だと思いますし、また子育て支援の方向性というものをもう一度整理し、一貫した取組が

出来るよう考えていかなければならないと感じたところであります。 

 

 

 

 

鳥取県 境港市 

『いのちとこころのプロジェクトについて』 

 

 まず初めに、鳥取県では法律名など一部用語を除き、原則として「自殺」という言葉に

代えて「自死」という言葉を用いるとのことですので、ここでもそれに倣いたいと思いま

す。 

 この取り組みは、自死予防として思春期に着目をし、教育部門と保健福祉部門が共同し

て実施しているものであります。取り組みを行うきっかけは、国が自死対策を強化したこ

とに加え、市としても自死が減らない現状があったこと、さらには自死につながるとされ

るうつ病が増加していたことがあったそうです。また、自立支援法の施行など、市内の就

労支援事務所との関わりが増え、情報や課題を共有する機会が増えたことも一因とのこと

でした。心の病気を持っている方の相談やアンケートなどから子どもの頃の気持ちや経験

が大人になってからの生きづらさに影響を与えているのではないかと推測されたため、対

策を考えていく中で、行政内や障がい福祉サービス事業機関などと思春期の現状や課題を

共有したことから、思春期の頃からの取り組みについて検討を行う事が決定し、いのちと

こころのプロジェクト事業が平成２４年度から始まりました。内容としては、自我が確立

すると言われる市内の全小学６年生を対象に「こころとからだの健康アンケート」を実施

し、思春期の実態を把握すること。保健師が学校を訪問し、学校でのいのちやこころに関

する取り組みや現状を教えてもらうとともに、保護者の現状把握のために母子保健事業に

参加した保護者へのアンケートなどを行い、課題の整理から連携方法の確立を考えること。

さらには地域への普及啓発などを行っていくものであります。小学６年生対象のアンケー

トでは自己肯定感や役立感が強い、こころやからだの調子が良い人の特徴が見えてきたり、

子どもたちがアンケートを記入することが自分自身や家族についての振り返りにつながり、

それが現状の把握に大いに役立ったとのことであります。また、学校訪問や保護者へのア

プローチ、保護者へのアンケートなどでは学校ではいのちについて学習していることが分

かりましたが、中学校卒業後、支援につながる体制が出来ていないという事もわかったそ



うです。地域への普及啓発では、市のこころに関する現状や、アンケート結果などを小中

学生の保護者や保育所・幼稚園職員、民生委員などに話す機会を設けたり、普及啓発用の

資料を作成したそうです。この事業を行ってきた３年間でわかったことは、子どもや保護

者も悩んだりつらくなったときに相談できない人がいること。ほめられていない、家族か

ら大切にされていると思わない子どもがいること。これらの課題を解決していく方向に進

むことが出来れば、子どもたちが将来、失敗したり、転んでも立ち上がることが出来、自

死が減っていくと考えられ、そのためにも現状や課題を共有できるネットワークが必要で

あり、現在こころの応援団をひろげる会という市民誰もが参加できる会を開催していると

のことであります。 

 まだまだ、始まったばかりの事業でありますので、成果が見えてきているとは言えない

現状とのことですが、毎年行っている小学６年生のアンケートの結果が積み上がっていく

ことも一つの成果だと思いますし、それらを活用した取り組みは素晴らしいものであると

思いました。加えて、例えば中学３年生の時にもう一度アンケートを行い経過を見ていく

のも一つの方法ではないかと考えました。網走市もいのちとこころについては様々な取り

組みを行っていることは理解しておりますが、加えてこのようなアンケートを行う事は可

能だと思いますので、取り入れていけるような提案を行っていきたいと思いますし、より

一層の自死対策を考えていきたいと思います。 

 

 

 

島根県 松江市 

『学校図書館活用教育（学校図書館支援センター事業）について』 

 

 松江市では学校図書館をより活用し、授業に生かすことにより、児童生徒の学力向上に

繋げられるよう事業を行っております。 

 ２００６年には学校図書館の統括的な役割を果たす学校図書館支援センターを開設、２

００９年には学校図書館４９館すべてに学校司書を配置、電算化を行い、２０１１年には

市立図書館との物流システムを稼働させました。 

 学校図書館機能の活用に向けては、読書センターとして読書活動の拠点として読む力を

育てること、学習センターとして授業に役立つ資料を備え学習活動を支援すること、情報

センターとして系統的に情報リテラシーを育てること、これらがバランスよく活用される

ことが学校図書館教育につながるということであります。読書センターとしては学校司書

がすべての学校図書館に配置されていることもあり、全国平均にと比べても市内の小中学

生が図書館に行く割合は総じて、大きく上回っていることが、全国学力調査から判明して

いるそうであります。学習センターとしては、多くの事業や取り組みを行っています。ま

ずは説明会や研修を通して管理職、司書教諭、学校司書に認識の共有化や、実践的な学習



支援方法などを学んでいっているそうであります。例えば授業を構築していくときは授業

者、司書教諭、学校司書の三者で協働するようにしており、それを実践した時には授業記

録や掲示物・成果物の保存を行うそうです。 

 物流システムについては、学校が必要に応じて資料依頼を行うと、契約配送業者を通じ

て毎日、各学校に配送してくれるそうで、年間予算は 100 万円ほどだそうです。これを行

うことにより、学校司書が子どもたちと関わったり、教員と打ち合わせをしたりするなど、

時間が有効的に活用が出来、また市内の資料資源を共有してより豊かな資料が利用できる

などの利点があるそうです。 

 種々、取り組みを行っていく中で、管理職、司書教諭、学校司書などの意識に変化が出

始め、より学校図書館活用教育を進めて行こうという意識が出てきているそうであります

が、各校に差が出ないよう取り組みを進めなければならない事、また、学習センター・読

書センター・情報センターの機能のバランスを図っていくという課題があるそうでありま

すが、学校図書館をここまで活用していることに驚いたと同時に、本当に力を注がなけれ

ば厳しいかなという印象でした。網走市でここまでとなると、すぐには難しいかもしれま

せんが、まずはそもそもの起点となる学校司書の全校配置、それから司書教諭の発令率の

向上といったところから進めていけるように考えていきたいと思います。 



平成 28年度文教民政委員会行政視察報告書 

栗 田 政 男 

 

◎鳥取県のネウボラ事業の取り組みについて 

急速な人口減少社会の対策は、日本の存続に係わる重要な課題であり、国・県

（道）・市町村が一体となり取り組むことが急務であることは、共通の認識と

考えます。 

砂丘で有名な鳥取県では、妊娠期から子育て期にわたり子育て世代包括支援セ

ンター（とっとり版ネウボラ）を整備し、県としての子育て環境の充実に取り

組んでいました。県単位で条例も含めた細やかな対策は、北海道では考えられ

ないことで大変参考になりました。子育て環境の充実、そして経済的なバック

アップなしには少子化対策は先に進めないことを再認識しました。 

もう一つ「お得なとっとり暮らし」と題して、都会と鳥取県の暮らしの違いを

経済の専門家であるファイナンシャルプランナーに依頼し、人生収支をシミュ

レーションした資料はユニークで、数値化することにより地方暮らしの魅力を

再発見できる手法は、我々の住む網走市でも移住対策として一考の価値がある

事業でした。 

 

◎日吉津村
ひ え づ そ ん

ネウボラについて 

面積 4.2 ㎢・人口 3485 人の、都市に囲まれた日吉津村は市町村合併によって



誕生した珍しい村であり、周辺地域のベットタウン的な地域になっている印象

でした。もちろん周辺の自治体との広域な連携施策も多くみられ、核家族の子

育て支援に力を入れているようで、産前産後のサポート事業を充実させること

により人口の流出を防ぎ、周辺人口の取り込みも考えているようでした。また、

会議に同席された村長のユニークな発想や経験によるリーダーシップなども

感じ取れる視察でした。 

 

◎境港市の「いのちとこころのプロジェクト」 

網走市とほぼ同じ人口の境港市は、重点港湾に指定されている港を中心とした

漁業、韓国・ロシア・中国との日本海を活用したクルーズ客船の運航、水木し

げる記念館などの観光施設の充実があり、進化する街を感じました。 

境港市では自死(自殺)対策として特に思春期の子供たちへの取り組みに着手し、

こころとからだのアンケートを実施しながら市役所の相談体制を一本化し、タ

イムリーな対応を可能にしたとのことです。もちろん教育現場の教師たちとの

連携を密にし、子供たちの心の状態を把握していったようです。 

自死問題では自分自身を認められないことが大きな問題としてあげられます。

そして調査検討した 3年間でわかったことは、悩んだときに相談できる場所・

相談できる人、そして自己開示できる環境の必要性だとのことでした。 

PR しにくい地味な事業でありますが、一人でも多くの命を救うことができれ

ば、大変価値のあるものだと思います。当市では遅れている部分であり、市政



に反映させたいと思いました。 

 

◎松江市の学校図書館支援センター 

人口 20 万人を超え松江城の城下町として栄えた歴史のある町で、宍道湖に面

した大変美しい夕陽など、リピーターの多さもうなずけるような山陰の都市で

した。市ではより権限のある中核市への移行も視野に入れながら運営している

とのことで、その意味からもパワーを感じる町でした。 

学校図書の充実は、子供たちが活字離れしている昨今、本を読むことの楽し

さ・すばらしさ・大切さを低学年から知ってもらうために、文科省あげて全国

的に取り組んでいる事業です。松江市では学校図書館は学校教育のインフラと

とらえ、学校教育課の中に支援センターを作り、教員資格のあるスタッフが各

学校への学校図書館に支援をしています。 

担当者の説明を聞いていると、学校教育の中で読書の大切さをしっかり認識し

ており、教育者の立場としての熱意も強く感じるところでした。現代社会はパ

ソコン・スマホ等の電子機器の普及や SNS 等の発達により昔ながらの本を読

み手紙を書くことが少なくなりました。便利になりスピードアップすることは

否定するものではありませんが、昔に比べて失っているものはないのでしょう

か。 

学校図書については、網走市においてはかなり遅れていて、図書館とは程遠い

学校も多くあります。予算との関係もありますが、市の図書館の貸し出し等も



含めた移動図書館の検討も必要であり、教育委員会の積極的な取り組みの必要

性を感じた視察でした。 

 



平成 28年度 文教民生委員会行政視察報告 

                      公明クラブ 永本 浩子 

 

① とっとり版ネウボラ推進事業について 

＜視察日＞  平成 28年 5月 23日（月） 

＜視察先＞  鳥取県庁 

＜視察内容＞ 

 はじめに、「ネウボラ」とは…フィンランド語で「アドバイスする場所」とい

う意味。厚生労働省では、フィンランドの子育て家庭への支援制度「出産・子

どもネウボラ」を参考に、妊娠から出産、育児、就園、就学などの子育て期に

わたる相談支援をワンストップ（一つの窓口）で提供する「子育て世代包括支

援センター」の整備を奨励している。 

 今回は、「子育て王国とっとり」と銘打って長年、子育て支援に取り組んでき

た中、県主導で「ネウボラ推進事業」にも取り組んでいる鳥取県庁を訪問し、

お話を伺った。 

 

 鳥取県としては、ワンストップ拠点としての「子育て世代包括支援センター

（とっとり版ネウボラ）」を整備し、センターを中心に、地域で妊娠期からの子

育て支援に取り組むことにより、地域のつながりの希薄化、孤立化の解消を図

り、妊娠、出産、子育てに関する問題への早期発見、早期支援、更に虐待事案

の防止を図る、として、平成 32年までに全市町村に「子育て世代包括支援セン

ター」を整備することを目標としている。 

 そして、「とっとり版ネウボラ」支援事業として、市町村が子育て世代包括支

援センターを設置して様々な事業を実施する場合、国庫補助の対象とならない

場合には県が独自で補助するための予算として、1,361万 4千円が新規に組まれ

ており、人材養成やセンター設置に係る施設改修経費への補助としても 481万 9

千円、とっとり型の保育のあり方研究会にも 100 万円の予算が組まれ、県とし

てかなり力を入れていることが分かる。 

 また、鳥取県では、産前・産後の相談体制だけでなく、産後ヘルパーの派遣

やデイケア、ショートステイなど地域の実情に応じた支援体制の整備も推進し

ている。 

 更に鳥取県では、平成 22年に「子育て王国鳥取県」の建国宣言を行い、平成

26 年には「子育て王国とっとり条例」が制定され、あらゆる角度から子育て支

援や少子化対策がなされている。 

例えば、「希望のかなう出会い・結婚を応援」では、「1対 1の出会い」「少人

数での出会い」「多人数での出会い」の三段階に分けて、とっとり出会いサポー



トセンターがお見合いのセッティング、事業所間コーディネーターが異業種と

の交流を企画、民間企業が企画する婚活イベントの情報をとっとり婚活サポー

ターがメール配信する、など具体的に取り組んでいる。 

「不妊治療費の助成」はどこの自治体でもやっているが、鳥取県では「性に

関する知識の普及」にも取り組んでおり、中学・高校生には助産師による「未

来のパパママ育み事業」や思春期ピアカウンセラーの取り組み、大学生や２０

～３０代には、「今から始める！いつかはパパママ事業」や「妊活セミナー」な

ど。 

また、公立・私立にかかわらず国の基準を上回る保育士を加配している保育

園には助成をし、乳児や障がい児に係る保育士を配置した場合も助成して、子

育て支援体制を強化している。そのために、保育士・保育所支援センターを設

置して、潜在保育士の再就職支援の貸付や保育士をめざす若者への就学資金貸

付事業や就職促進支援事業なども行っている。 

また、県の７３%が森林という自然豊かな県の特色を活かして、「とっとり森・

里山等自然保育認証制度」を創設し、自然の中で保育を行う「森のようちえん」

を県独自の基準で認証し、運営費の支援も行っている。現在、８つの幼稚園が

認証を受け活動している。利用者は 98 名で、「森のようちえん」に子どもを入

れたくて、これまでに県外から 18 名の方が移住してきた、とのこと。1950 年

代にデンマークで始まり、日本国内でも広がりを見せているようだ。 

この他にも、地域みんなで子育てを支援する「とっとり子育て隊」には、個

人で 977人、団体で 70団体、企業では 3,126 社が登録し出来る範囲で応援して

いる。また、毎月 19日は「とっとり育児の日」と制定したり、祖父母が子育て

にかかわりやすい環境をつくるため、祖父母手帳の作成や子育て・孫育ての出

前講座、三世代同居の住宅には県独自で不動産取得税を軽減したり、新築・改

修にも補助金を出したり、男性が育児に参加しやすくしている企業には奨励金

を支給するなど、本当に多くの取り組みの結果、鳥取県の合計特殊出生率は、

平成 20年に 1.43 に落ちたあと平成 25年には 1.62、平成 26年には 1.60といず

れも全国 8位にまで上昇してきている。ちなみに、平成 26年の全国の合計特殊

出生率は 1.42、網走市は 1.51である。女性の就業率も 50.1％と高い。 

「とっとり版ネウボラ」だけでなく、こうした様々な取り組みは、是非、北

海道として取り組んでもらいたいが、網走市にとっても大変参考になる取り組

みが多く、今後の市政に活かしていきたい。また、ネーミングの上手さにも感

心した。 

 

 

② 日吉津（ひえづ）版ネウボラについて 



＜視察日＞  平成 28年 5月 24日（火） 

＜視察先＞  鳥取県日吉津村 

＜視察内容＞ 

 前日、視察した鳥取県の中で「子育て世代包括支援センター」を作りすでに

活動をスタートしている 4 市町村の中で、厚生労働省から各都道府県に取り組

み事例として紹介された日吉津村を訪問し、その状況を伺った。 

 日吉津村は人口 3,497人、面積わずか 4.2Ｋ㎡、北を日本海、残りの三方を米

子市に囲まれた県内唯一の村であるが、県内で唯一人口増を続けている村でも

ある。そして、平成 26年の合計特殊出生率は、なんと 1.9 というダントツの高

さ！その要因は何なのか？ 

 私たちが村役場に到着すると、村長自らが出迎えてくれ、50 年にわたる住宅

政策で人口を増やすことが出来た、と熱く語ってくれた。 

 昔は主要産業が農業で、繰り返される川の氾濫で貧しい村だったが、昭和 28

年に王子製紙が来てくれて一気に勢いが出た。更に、平成 11年には、小さな村

に大きなイオンモールが出来、買い物にも遊びにも便利になった。また、村に

は駅が一つも無いが、米子市などの近隣の市町への通勤可能な立地を活かし、

市街化調整区域だった海岸部に住宅区域を設けて、二世帯住宅が建てられるよ

うな広さの戸建て住宅を促進し、工業地域には新築の集合住宅がたくさん建つ

ようになり、若い世代の移住が増え、同時に小さな子どもが増えてきた。今、「子

ども天国ひえづ」と言われる日吉津村には、日吉津で生まれ育った親の子は 4

割で、6割は他からの転入だという。そして、転入の際に必ず聞かれるのが「子

どもの保育は大丈夫か？」そこで、村では「待機児童ゼロ」を強くアピールし

たところ、30～40代の子育て世代に「買い物にも遊びにも行けて、安心して子

どもを預かってもらえる」と口コミで広まり転入者が増えてきた、とのこと。 

 

 日吉津版ネウボラは、日吉津村役場の福祉保健課内にある「子育て世代包括

支援センターすまいるはぐ」を中心に、妊婦や親子が安心して出産、育児がで

きるように妊娠期から就学期まで、切れ目のない支援が実施されている。 

 

＊母子保健コーディネーター 

・センターには、母子保健コーディネーター（非常勤保健師）を 1 名配置し、

母子保健担当保健師等と連携して事業を実施。 

○妊娠期から就学前までの子育てに関する情報提供や相談支援 

（母子保健手帳交付時や転入時に「日吉津村子育て支援ファイル」を手渡し、

それぞれの時期に受けられる支援等を説明） 

○支援を必要とする妊産婦、保護者を関係機関につなぐ 



○保育所や子育てセンター、サークルの支援 

○保育所訪問、受診同行等 

・妊娠期から就学までの個別の子育てプランを面接やアンケートによる聞き取

りで作成し全員に提供。（支援実施時や年齢ごとに随時更新） 

・周囲に支援者がいない等の継続した個別支援が必要な妊産婦、乳幼児には「子

育て応援プラン」を作成。 

・ネウボラ会議、ネウボラ連絡会を月 1回程度開催し情報を共有し支援を検討。 

 

＊子育て応援プラン 

 ○若年、未婚、多胎、妊婦健診未受診、望まない妊娠等 

 ○身体疾患、障害のある保護者、乳幼児 

 ○産後うつ、精神疾患等の既往がある、育児不安が強い等の保護者 

 ○経済的に不安定な家庭、不適切な養育状態にある家庭等、虐待の可能性や

リスクのある家庭 

 ○発育、発達に気がかりのある乳幼児  等 

各ケースの課題に対して子育て応援プランの計画を立て、必要な支援につなげ

る。計画は適宜見直し、評価を行う。 

 

＊産前・産後サポート 

・母子健康手帳交付時のアンケートや面接等で気になる妊婦や希望者には、助

産師、保健師等による個別相談や継続訪問を行う。 

・産前に保健師が家庭訪問や電話にて様子を確認し、相談支援を実施。家事・

育児援助等が必要となりそうな家庭には、産前・産後ヘルパーやファミリー・

サポート・センター等を紹介する。 

・保健師、助産師等による子育ての情報提供・相談支援の教室「おしゃべり広

場」を月 1回程度開催する。 

 

＊産後ケア事業 

・保健師が産後すぐに全ての家庭を訪問し（赤ちゃん訪問）、生後 4ヵ月には子

育て支援センターの保育士と 2 回目の訪問またはセンターでの面接を行い顔を

覚えてもらう。 

・産後うつ等のリスクが高いと把握された場合は、必要に応じて心理士による

カウンセリングを紹介。希望されない場合は、保健師による定期的な連絡確認

を行う。 

 

この他にも、放課後児童クラブのほかに、夏休み限定の「夏休みひえづっこク



ラブ」などもあり、保育所に来られない中山間地域には、家庭内保育として月 3

万円を支給するなど、あらゆる角度から子育てしやすい環境を整えている。 

 

課題としては、産後うつの増加や外国人の転入など困難ケースが増えており、

他職種・他機関と連携しながら、より個別的な支援が必要になってきている、

とのこと。また、村内に産科、小児科、療育機関がないため、医療機関との連

携や受診同行等の積極的な関わりを持つことが重要になってきている。 

 しかし、「子育て世代包括支援センター」がまだ整備されていない網走市にと

っては、日吉津村のきめの細かい対応は大変参考になり、大いに見習っていき

たい。特に、一人一人の状況に合わせた個別の子育て支援プランの提供やシル

バー人材センターを活用した産前・産後ヘルパー、より支援が必要な人への応

援プランなど、網走市でも実施できるように取り組んでいきたい。 

また、子育てだけでなく、介護、生活困窮、児童虐待など一人の人が複数の

問題を抱えていることが多いため、今年度から一つの窓口でまとめて受けるよ

うにしたところ、毎日誰かが相談に訪れている、とのこと。小さな村だから出

来ることかもしれないが、こうした取り組みも大切だと感じた。更に、60 ㎡だ

と核家族になってしまうため、二世代同居の家を建てられる 250 ㎡の土地を売

り出し、戦略的に、定住してもらって税金を落としてもらえるようにした点も

大事な視点だと思った。何よりも、村長の熱意に感銘した。 

 

 

③ いのちとこころのプロジェクトについて 

＜視察日＞  平成 28年 5月 25日（水） 

＜視察先＞  鳥取県境港市 

＜視察内容＞ 

 境港市は「魚と鬼太郎の町」として有名で、年間の漁獲高は 200 億円、また

「ゲゲゲの鬼太郎」の作者・水木しげる氏の生まれ故郷で、ＮＨＫの朝ドラ「ゲ

ゲゲの女房」放映中は年間 372 万人の観光客が訪れ、今も 200 万人の観光客で

賑わうという。そのため、市直営の「水木しげる記念館」は維持費よりも入館

料の方が上回る、という話に思わず歓声があがった。人口は 34,972 人で、網走

市とほぼ同じ。前日には、中国からの大型クルーズ船が入港し、網走市との共

通点を感じた。 

 今回の視察は、思春期に着目した自死対策「いのちとこころのプロジェクト」

事業だ。取り組みのきっかけは、65歳未満の死亡原因の 2位が自死で、なかな

か減らないこと。また、自死につながる「うつ病」も増えてきたため、40 歳未

満のこころの病気を持っている人 20 人に聞き取り調査を行った結果、「いじめ



又は保健室登校などの経験者」が 80％もあり、相談を受ける中で多くの人が「 

子どもの時つらかった」「相談できる人がいなかった」「親との関係が．．．」など

子どもの頃の気持ちや経験が大人になってからの「生きづらさ」に影響してい

るのではないか、という結論に達し、平成 24年に「いのちとこころのプロジェ

クト実行委員会」を立ち上げた。 

＜ポイント＞・自死予防 

      ・思春期に着目した取り組み 

      ・教育委員会と保健福祉部門が共同して実施 

＜目  的＞ 生きづらさのある子ども（大人）を減らそう 

＜実施内容＞①市内の小学 6 年生全員を対象に「こころとからだの健康アンケ

ート」を実施（無記名） 

      ②学校や保護者、関係機関での取り組み 

       ○市内小中学校を保健師が訪問し、現状について意見交換 

       ○親や子どもへのアプローチ 

       ○子育て支援事業に参加した保護者へのアンケート 

      ③地域への普及啓発 

＜実施期間＞平成 24年度～現在も継続中 

＜予  算＞県の自死対策強化交付金を活用 

 

＊アンケートからわかったこと 

 悩んだり、こころがつらくなった時に、自分の気持ちを話せたり、良いとこ

ろや頑張っているところをほめられている人は、自己肯定感や自己役立感が強

かったり、こころやからだの調子が良いこと。 

➡①子どもが自分の思いを表出できることが大切。 

②子どもの話を聞いてくれる人、相談に乗ってくれる人、ほめてくれる 

人がいてくれることが大切。 

 

＊今後の取り組み 

小学 6 年生で行ったアンケート結果は、中学 1 年生で全員に返し、中学校の入

学説明会で保護者にも返して、自分自身や家族に対する振り返りにつなげてい

る。こうした取り組みの中から、自分の気持ちを自分でキャッチできる気づく

力や自分の気持ちを言葉で人に伝えることができる伝える力を養っていきたい。

また、地域の中で子どもたちに声掛けや挨拶をしたり、子どもたちをほめたり、

話を聞いたりする「こころの応援団」を広げて支える地域を作っていきたい。 

 

＜感 想＞ 



 最近、自分の身の回りにも、うつ病になる人が増えていて自殺してしまった

友人もいる。網走市にとっても自死対策は重要な課題である。境港市はその予

防策として、より根本的な思春期に着目して、アンケートを実施し、その結果

を子どもたちや保護者、教育関係者、更により多くの市民にネットワークを広

げるところまで展開している。そして、子どもを通して参加者も自分を見つめ

直すようになった、とか、学校の先生も「こころの障害を持つ人がこんなにた

くさんいるんだ！」と実態を知って驚いたり、また、「つまづいても支えてくれ

る社会資源がこんなにあることを知った」など、市民の意識が変わった、とい

う手応えを感じるという。まだまだ試行錯誤をしながらだと思うが、網走市と

しても境港市の取り組みに学びながら、大切な子どもたちを守るための自死対

策に取り組んでいくべきだと考える。 

 アンケートの中で、かけられたらうれしい言葉は 

「すごいね」「頑張ってるね」「上手だね」「助かったよ」「ありがとう」だった。 

こうした言葉があふれる網走市を築いていきたい。 

また、自己肯定感や役立感が強い人、こころやからだの調子が良い人の特徴に 

「平日の睡眠時間が 8時間以上」とあり、これも非常に大切なことだと思う。 

発達段階の子どもの脳は大人の脳と違って、睡眠不足が続くと、ある日突然睡

眠障害を起こし、眠れない→起きれない→遅刻する→不登校という悪循環に陥

ることが多いからだ。このことにも、しっかりと取り組んでいきたい。 

 

 

④ 学校図書館活用教育について 

＜視察日＞  平成 28年 5月 25日（水） 

＜視察先＞  島根県松江市 

＜視察内容＞ 

 松江市では、 

・2006 年に「学校図書館支援センター」を開設し、子どもたちの「生きる力」

の中核である「学ぶ力」を育てるために、学校図書館を活用した学校教育を推

進している。 

・2009年には、島根県の「子ども読書活動推進事業」が始まり、市内の全小中

学校 50校に学校司書が配置され、図書館の電算化など環境整備が進んだ。 

・2012 年には、「図書館を活用する学び方指導体系表」が作られ、全体研修や

ブロック別研修を開始。 

・2013年には、松江市司書教諭サポート事業を開始し、私立図書館による学図

貸出を 50冊から 300冊に増やした。 

・2014年には、指導主事 2名と指導講師を増やして指導助言体制を強化。中学



校の図書館にタブレット端末を配備。 

・2015年には、元学校司書をスタッフとして増やし、更なる指導助言体制を強

化。平成 28年度版「学び方指導体系表」を作成した。 

 

学校図書支援センターは．．． 

＊「つなぐ」がキーワード 

 ・子どもたちと“わくわく”する学び方をつなぎます。 

 ・授業者と司書教諭・学校司書の専門性をつなぎます。 

 ・学校とそこで役立つ資料・情報をつなぎます。 

  

＊？が！に変わる子どもの学びを育てる 

 「なぜだろう」→テーマを決める 

 「見つけたぞ」→情報を集める 

 「どれにしよう」→取捨選択する 

 「そうか！」→まとめる 

 「これはね．．．」→伝え合う 

 

＊小中学校の 9年間を通して「学び方を学ぶ」学習！ 

子どもたちが自ら課題を設定し、書籍やパソコンから情報を収集し、必要な

情報を選択し、分析・整理する中で、要約の仕方や資料の使い方を学び、内容

をまとめて伝え合うことで、レポートの書き方やプレゼンの仕方を学ぶことが

出来る。こうした取り組みの中で、自分の言いたいことを短い言葉で伝える力

や情報をいかに編集して伝えられるか、など大人になって実際に使える力を小

中学校でつけていく、大変画期的な取り組みだと思う。 

 

＊授業作りは三者で協働 

・授業者（先生）は、クラスの実態と学習のねらいを把握して、学習の計画を

立てる。 

・司書教諭は、思考ツールの使い方や情報カードの書き方などの情報活用スキ

ルを担当。 

・学校司書は、資料の選択や資料提供をする。 

 

＊物流ネットワークシステム 

 学校と学校、または学校と公共の図書館で相互貸借することで、市内のｓ両

資源を共有して、より豊かな資料が利用できる。依頼はＦＡＸで支援センター

物流スタッフへ届き、配送は業者に委託している。1箱、1袋から配送でき、休



館日を除く毎日配送が可能！年間予算は約 100万円。 

＜感 想＞ 

 素晴らしい！の一言に尽きる。あまりに進みすぎていて、天地雲泥の感があ

るが、こうした取り組みはとても重要だと思う。投げっぱなしの教育が多い中、

図書館での調べ方を学ぶところから始まり、課題を発見し探求していく教育は、

社会に出てから実際に役に立つ力を培ってくれると思う。特に、「小中一貫基本

カリキュラム」として、小学 1 年生から中学 3 年生まで、子どもたちの情報リ

テラシー（情報活用能力）を育てる「学び方指導体系表」が実に細かく作り上

げられているのは、本当に見事だ。支援センター長をはじめ、スタッフの方々

の情熱と能力の高さの賜物だと思う。また、授業者と司書教諭、学校司書の三

人で図書館の資料を駆使して授業を組み立てていく作業の中で、授業の質が上

がり、内容も充実していく。更に、年に 2 回のブロック別研修や全体研修会で

の実践発表や交流を通して教師自身に力がついていくことは間違いない。 

「全国学力調査質問紙」の「週に 1 回以上図書館に行く児童生徒の割合」は小

中学校共に、全国平均よりダントツに高い数値が出ていた。おそらく学習能力

にも結果が出ているのではないかと推察される。網走市の子どもたちにも“わ

くわく”する学び方を教えながら、？が！に変わる喜びをつかませてあげたい

と思う。 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  



文教民生委員会視察報告書 

平賀貴幸 

 

 今回の視察は議会報告会に向けてテーマを設定していることもあり、可能な

限りテーマに沿った視察を実施し、議会としての政策形成過程の一環として視

察を改めて位置付けるという流れの中での実施でした。以下、各視察先の報告

を書いていきます。 

 

視察先１ 鳥取県庁 

視察内容 「とっとり版ネウボラ」について 

 

※ネウボラとは？ 

フィンランドでは、どの自治体にも「ネウボラ」という子育て支援を行う施設

がある。ネウボラとは、フィンランド語で“ネウボ（neuvo）＝アドバイス”

“ラ(la)＝場所”という意味。妊娠から出産、子どもが生まれた後も基本的には

6 歳まで切れ目なくサポートを提供する総合的な支援サービス。ネウボラには

保健師や助産師がおり、ネウボラで支援をするための特別な教育も受けている

とのこと。 

  

鳥取県のネウボラは、妊娠期から子育て期にわたって、ワンストップ拠点と

して「子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）を整備するもの。 

センターを中心に、当該期の支援に取り組むことで地域のつながりを強め、

孤立化を解消し、妊娠、出産、子育てに係る問題の早期発見と早期支援、及び

虐待の防止を図るものです。 

鳥取県の総合戦略のＫＰＩとしても設定されており、平成 32 年までに全市

町村に設置することを目標としていますが、平成 28 年現在は 4 市町での実施

にとどまっており、まだ手探りの面もあるとのことでした。 

事業費は平成 28 年度 19,433,000 円で、内訳は①とっとり版ネウボラ支援

事業に 13,614,000 円。とっとり版ネウボラ体験整備事業に 4,819,000 円。

③とっとり型の保育のあり方研究会に 1,000,000 円となっています。 

①の事業は、ネウボラを自治体に設置した場合、国庫補助の対象にならない

事業について経費の一部を補助するもので、大きく「産前・産後支援」「子育て

支援」「個別支援」の 3 種類の補助対象に分かれています。 

②の事業はとっとり版ネウボラの設置を進めるために必要な人材育成や、セ

ンター設置に必要となる施設改修費などの補助を行うもので、「市町村連絡調

整・相談員研修事業」「相談員養成事業」「施設改修費助成事業」の 3 種類に分



かれています。なお、後者の事業は平成 31 年までの補助事業となっているこ

とから、総合戦略のＫＰＩ達成を目指した予算であることをうかがい知ること

が出来ます。 

③の事業についてはこれまで同県が積極的に取り組んできた子育て支援政策

の成果と課題とまとめ、県の特色を生かした保育・幼児教育の方向性とあり方

を研究し、今後の事業展開や国への制度改正に関する提言などを行う研究会の

立ち上げ費用となっています。 

これらの事業を展開する素地としては、鳥取県は平成 22 年 9 月 22 日に「子

育て王国」の建国宣言を行い、子育てを地域全体で応援することに積極的に取

り組んでおり、18 歳になった年度末までの小児医療費の助成、積極的な子育て

応援パスポートの取組み、放課後児童クラブに対する加配措置に対する県単費

助成をはじめとした、保育士加配による子育て支援体制の強化、国庫補助を満

たさない施設への病児病後児保育の助成、多子世帯の保育料軽減として第三子

以降の保育料保護者負担免除、不妊治療費助成の回数制限撤廃、「保育士・保育

所支援センターの設置・運営」をはじめとした保育士確保のための施策、全国

的に広がり始めている「森のようちえん」への運営補助、3 世代同居の推進、

男性育児休業支援のための奨励金の支給、「鳥取県でくらしたら」のパンフレッ

トを活用した「鳥取と東京の生涯のお金の収支比較」の実施など、多様な政策

を展開し、合計特殊出生率を平成 26 年の数値で１．６０と全国平均の１．４

２よりも高い数字まで回復させてきていることがあげられます。 

そもそも北海道よりも必要な予算措置を含めて具体的な事業の展開は鳥取県

の方が進んでおり、その流れをさらに進めるべく「とっとり版ネウボラ」の設

置へと事業展開が進んでいることがよく理解でいました。 

合計特殊出生率の回復という成果もあることから、網走市においても、北海

道に働きかけながら独自の政策を展開する必要性を改めて感じる視察となりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



視察先２ 鳥取県日吉津村  

視察内容 「日吉津版ネウボラ」について 

 

面積4.2㎞。人口3,485人と小規模な自治体ですが、合計特殊出生率は１．

９ということで、全国平均の１．４２を大きく上回っている日吉津村にて、 

日吉津版ネウボラの事業とあわせて子育て支援や移住施策まで幅広く学ばせ 

ていただきました。 

 日吉津村も私たちの地域と同様に、子育て世代は集合住宅居住者も多く、転

勤族世帯や町内会などに加入しない世帯も増えていることから、保護者が出産

や育児に対する不安や負担を感じる状況が増えてきています。 

 こうした状況に対処するため、同村は子育て支援策として「保育所総合支 

援事業」を実施し、障がい児や低年齢児受け入れに対して国基準よりも多く 

保育士を配置する際の賃金支援をおこなうことで、保育環境の充実と子育て 

支援策の充実を図っています。さらに、「小規模保育支援事業」として村内に 

ある定員 15 人の民間小規模保育所に対して保育士増員に対する人件費補助 

を実施（1 か所はイオンのテナント内にあり、日曜にはお客様のお子さんも 

預かることが可能）しています。 

 また、平成 26 年にはネウボラの中核となる妊娠・出産包括支援モデル事 

業を厚生労働省のモデル事業として実施し、現在も継続して①利用者支援事 

業（母子保健型）②産前・産後サポート事業③産後ケア事業の 3 事業を実 

施しています。 

 ①の事業は妊娠期から出産・子育て期に渡るまでの様々なニーズに対して 

総合的相談支援を提供するワンストップ拠点として、「子育て世代包括支援セ 

ンターすまいるはぐ」を設置（平成 27 年度より）するもので、非常勤の保 

健師を母子保健コーディネーターとして配置。妊娠期から就学までの総合的 

な情報提供・相談支援を行うと共に妊娠期から就学までの個別支援計画を作 

成し、適時更新を行いながら支援計画に合わせた子育てプランを母子健康手 

帳交付時に提供するものでした。 

 サービスの利用や支援を実施する際は、関係機関とのケース会議（関係者 

会議）を月 1 回開催し、情報共有と対応などの検討を行っています。 

 ②の事業は母子健康手帳交付時のアンケートや保健師による面接で気にな 

るケースや希望者に対して助産師・保健師による個別相談や継続訪問を行う 

もので、専門スタッフによる情報提供・相談支援や月 1 回程度の「おしゃべ 

り広場の開催などを通じて孤立化を防ぐ取り組みを進めていました。 

 ③の事業は助産師や保健師が子どもの生まれた全世帯を訪問。育児に関す 

る情報提供、相談支援を行うもので、産後早期からの支援を中心に、育児不 



安の強い家庭や母に精神疾患があるなど、支援が必要と判断された家庭にさ 

いて継続訪問を行う事業でした。また、産後うつ等のリスクが高いと判断さ 

れる方には心理士によるカウンセリングも必要に応じてつなげていくとのこ 

とでした。 

 他にも同村では、地域少子化対策強化事業として子育てナビというA3を2 

つ折りにした大きさのパンフレットを作成しており、妊娠から子どもが社会 

人になるため、同村で受けられる子育てサポート事業・医療機関で受けられ 

る検診や予防接種・同村が実施する経済的支援についてわかりやすく一覧 

にして配布しており、全戸配布するほか子育て世帯へも各機関を通じて配布 

を行いっています。これは優れた配布物で見習うべきものでした。 

 また、利用者支援事業として保護者や妊産婦が地域の支援施設や教育機関 

などを利用できるように情報提供と相談・助言実施しており、関係機関との 

連絡・調整・協働の体制づくりを行いながら、地域で必要な社会資源の開発 

に努める役割を「子育て世代支援センターすまいるはぐ」は担っており、将 

来的には高齢者を含めた包括支援も念頭に置いて組織体制整備を進めている 

とのことでした。 

 なお、保健師の体制は福祉保健課に正職員 4 人を配置。うち 1 人は健康相 

談検診センターに配置するとともに、嘱託 1 名は母子保健コーディネーター 

として配置。業務分担制を採用し、母子保健担当は 1 名となっています。 

 障がい者や高齢者などの担当者も同じ課の中に所属するため、連携が取り 

やすいのも特徴とのことです。 

 最後に、今後に向けてですが「事業を見直しながら、拠点施設の子育て世 

代包括支援センターの整備を進め、妊産婦や親子が気軽に立ち寄れる場所を 

つくり、顔の見える支援の提供を行うこと」や、「関係機関・他職種との連携・ 

協力を進めながら、地域全体で妊産婦や親子、未来の親となる子育て世代を 

含めて見守り、支援する体制を目指す」とのことでした。 

 網走市の事業には、ネウボラのような包括支援体制はまだ確立されていま 

せんが、現在実施している事業を見直しながら、実現に向けた取り組みを進 

めていく必要があると改めて感じました。 

 なお、移住促進策として同村は夏休みや放課後を含めて幼児期・児童期共   

に待機児童ゼロを掲げ、政策として実現させていることや、60 坪の宅地造成 

では将来、高齢者タウンが出来てしまうということから、1 区画 250 坪の 

宅地を分譲し、3 世代同居可能な世帯（事実上、一定の所得のある世帯の移 

住促進を促そうとしている）し、さらなる移住増を図りながら、合計特殊出 

生率をさらに向上させるための次なる一手を常に考え実践するという強い意 

志を、首長を先頭に職員全体で共有しているのも大きな特徴でした。 



視察先３ 鳥取県境港市  

視察内容 「いのちとこころのプロジェクト事業」の取組みについて 

 

 境港市は人口 34,972 人もともと水産業の街でしたが、水木しげるロー 

ドを整備し、朝の連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」の効果もあって、観光都 

市としての側面を持つことになった街です。網走市と人口規模や産業構造も 

網走と似ている感じがありますが、高齢化率は３０．２９％と高くなってい 

ます。 

  

 いのちとこころのプロジェクト事業は、自死者が減少しないため国の対策 

が強化されたことを受けて境港市でも取り組まれている事業で、小学校６年 

生のときに福祉保健部健康推進課がアンケート調査を行い、子ども達の心の 

状況について把握しながら、子ども達自身の気づきを促すとともに、政策形 

成に必要な課題を明らかにするものです。 

 実際に自死が死亡原因の上位に登場するのは１０歳～１４歳に第３位とし 

てで、その後３９歳までの死因第１位は自死となっていることからも、思春 

期からの対策の必要性は高いと考えられます。 

 境港市ではこうした状況を鑑みながら、自死につながるうつ病の増加にも 

着目し、平成２１年度から地域自殺対策緊急強化事業として各団体を訪問し、 

１０分間講座の形態で啓発活動を実施した結果、いろいろな相談を受ける機 

会が増加し、関係機関の関心が高まることに繋がっています。 

 この取組の中でわかったことは、４０歳未満の心の病気を持っている人の 

うち、いじめ又は保健室登校などの経験があった人が８割と多く、子どもの 

ころを振り返ると「相談できる人がいなかった」「誰かに気づいて欲しかった」 

「不安を抱えていた」「できない自分が嫌だった」などの状況を経験している 

ことでした。 

また、境港市の支援事業所との関わりからも、人とのかかわりに苦慮され 

ている方々の多くが、子どものころに前述したような体験をされているとい 

うお話をされることが多いことから、うつ病などになった人に対して子ども 

のころの成育歴や体験談を聞き取り調査しています。 

 その結果、「子どもの頃の気持ちや経験が大人になってからの生きづらさに

影響しているかもしれない」という仮説をたてるに至っており、結果として高

齢期までの医療費増加の原因の１つになっていることも分かっています。 

 そこで対策の必要性を感じた同市では、関係機関と情報を共有しながら平成

２４年２月に研修会と準備会を実施。そこで、思春期の頃からの取組みについ

て検討を行うことが決定。当初は学校と連携しながら授業形式の実施を予定し



ていましたが、学校と協議した結果すでに学校でも取り組みが行われていると

いうことが分かったため、同年立ち上げた「いのちとこころのプロジェクト実

行委員会」で作成した「こころとからだの健康アンケート」を無記名で実施す

ることとなりました。 

 アンケートは前述したとおり、小学校６年生全員を対象に実施しており、思

春期の子どもの心や体の状況に関する実態把握と今後の予防活動に反映させ

ることを目的に実施するものです。 

 アンケートの内容は睡眠、こころとからだの調子、自己肯定感、ほめられ体

験、こころが辛くなった時の対応、家族関係などで、自由回答欄も設けられて

おり、平成２４年から毎年実施されています。 

 平成２６年度の調査の結果では、睡眠に関する体の不調を感じている人が約

３０％。悩んだときに話せる人やほめてくれる人は親が一番多いということ。

悩みを話せず、ほめてくれる人がいないと感じている人は３％ほどいるという

ことが分かりました。 

 また、こころが辛くなった時に、我慢したり、考えないようにしたり、どう

していいかわからない人が約２０％いること。自己肯定感の低い子どもが３

４％いることも分かりました。 

 また、自己肯定感や社会承認欲求が満たされていて、心や体の調子が良い人

の特徴はそうでない方と比較して、睡眠時間が８時間以上。悩みを話せる人が

いる。悩みを話せる人が多い。親から褒められていると感じている。毎日を楽

しく感じている。休日明けの登校が楽しみ。家族とよく話す、大切にされてい

ると感じる。家族を大事に思っていて家族が好き。などの特徴があることも分

かりました。 

 さらに、アンケートの自由筆記欄には子ども達が自分で気が付いたことや、

感じたことをいろいろと書いており、自分のことについての気づきや思いを書

いた人は３７．４％。家族や友達に対する気づきや思いを書いた人は１８．５％。 

からだのことや生活の仕方についての気づきを書いた人は１８％と、アンケー

トへの記入が自分自身への気づきや振り返りにつながることに改めて気づか

されたとのことでした。 

 アンケートの結果、境港市では子どもにとって大切なこととして「悩んだり、

心が辛くなった時に、自分の気持ちを話せたり、良いところや頑張っていると

ころを褒められている人は、自己肯定感や社会承認欲求を満たされている感が

つよく、心の体の調子が良いこと」がわかったため、①子どもが自分の思いを

表出できること②子どもの話を聞いてくれる人、相談にのってくれる人、ほめ

てくれる人がいてくれることの大切さを確認するに至っています。 

 アンケート実施後は小中学校に保健師が訪問し、自死の実態を話す機会がで



きたことや、親や子どもへのアプローチを実行委員会メンバーも行ったこと。

そして子育て事業に参加した保護者にも６年生に実施したアンケートの一部

（自己肯定感等）を実施するなどしています。 

 また、実施したアンケートは中学校１年生に入学後、集計分析したものを子

ども達に渡すようになっており、１年後の振り返りができるような配慮をして

いるとのことでした。 

 これらの取組みで学校での取り組み状況がわかったほか、どの関係機関も家

族支援の必要性を持ちつつも、対応しづらさや接点の持ちにくさを感じている

ことが確認されるとともに、中学校卒業以降の支援につながる体制ができてい

ないことから、現状や課題をフィードバックしたり共有する仕組みの必要性が

分かったとのことでした。 

 また、保護者へのアンケートからは自己肯定感などが低い人が多く、心が辛

い時に相談できない、相談できる場所を知らないことも見えてきました。 

 同実行委員会では、引き続き外部講師を招きながら思春期を対象にした予防

策実施を検討しながら地域への普及啓発のため平成２６年度にパワーポイン

トを作成するなどしています。 

 今後の取組みとしてはまずは地域へのひろがりをつくることを目的に「心の

応援団を広げる会」を毎年実施しながら、妊娠期からの支援充実に取り組むと

のことでした。 

 境港市では「つまづいても安心して住めるまちづくり」のために、こうした

取り組みを続けています。 

 網走でも自死予防の観点などを含め、取り組んでいけたらと感じた事業でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



視察先４ 島根県松江市 

視察内容 松江市の学校図書館支援センターの機能と役割について 

 

松江市は人口２０万を超える山陰地方の中核都市で、宍道湖や松江城など豊か

な第一次産業と、観光産業が盛んな町です。 

今回は、学校図書館の機能を活用した学びの実践について学ばせていただき

ました。 

 松江市では２００１年に学校司書を２名配置し、その後段階的な増員を進め

ています。２００６年には学校教育課の中に学校図書館支援センターを開設・

翌年には生涯学習課に移設し HP も解説しています。また、２００９年には再

度学校教育課に移設し、島根県の事業も始まったことから学校全てに学校司書

配置を行い、電算化することで図書情報の共有化をめざしています。さらに、

２０１１年には特色的な市立図書館と学校図書館との資料のやり取り「物流シ

ステム」を稼働させ、成果を上げてきているとのことです。 

※学校図書館司書は嘱託で１人２００万円、パートで１００万円の人件費 

 さらに２０１２年からは「図書館を活用する学び方指導体系表」を作成。リ

ーフレットを作成するとともに「学習・情報センター」機能を図書館にもたせ

るべく、全体研修、ブロック研修をスタートさせています。 

 ２０１３年からは図書教諭サポート事業を３年間の期限で実施するとともに、

市立図書館からの学校図書館への貸し出しを５０冊から３００冊へと増やし、

全館業務をインターネット接続しています。 

 そして２０１４年からは指導助言体制を強化するため指導主事２名と指導講

師１名（元司書教諭）を配置し事業を進めるとともに、中学校図書館にタブレ

ット端末を配備。２０１５年には元司書教諭のスタッフを中心に、実践的な取

り組みを進めています。 

 松江市学校図書館支援センターの３つの特徴としては①学校図書館は教育の

インフラであること（支援センターは学校教育課にあり、学校教育を支援する）

②小中一貫、中学校区で取り組む体制であること。③市立図書館と学校図書館

などを結ぶ「物流システム」の存在が挙げられます。 

 支援センターの構成は副教育長を含む７名体制で、週１回の会議を通じて支

援の方向性を決めています。 

 松江市教育委員会では、子ども達の学習のつまづきの多くに「調べ方がわか

らない」ことがあり、そこを解決しないままだと「投げっぱなしの教育」にな

ってしまい、改善する必要があると考えていました。そこで、学校図書館を通

じた「学び方を学ぶ学習」を取り入れ、課題設定→取り出し→分析・整理→ま

とめ→伝え合いの流れで学校図書館を活用した事業を進めているとのことです。 



 学校図書館の機能活用には「読書活動の拠点として読む力を育てる」「授業に

役立つ資料を備え学習活動を支援する」「系統的に情報リテラシーを育てる」の

３つがあり、これからを学校図書館活用教育として実践されています。 

 また、図書館を活用した調べ学習や「調べ方を学ぶ学習」では、計画をたて

るとともに、マッピングや KJ 法、絞り込み図などさまざまな思考ツールが使

えるように指導していることなども特徴的でした。 

 現在の教育で必要なのは、主体的で協働的な学び（アクティブラーニング）

であり、こうした取り組みを通じて生きる力の育成を進めているということが

わかりました。 

 教師の授業のサポートとしては、学校図書館運営説明会を毎年４月に実施す

るとともに、司書教諭サポート事業として３年間で１中学校区の３校を順番に

指定し、非常勤講師を配置し司書教諭の時間を確保したりするなど支援体制も

整備していました。 

 また、年２回ブロック別研修会を実施しており、学校図書館見学と情報交換

などを実施するとともに、学び方指導体系表の視点による事業の授業を通じ相

互の理解を深める取り組みを進めていました。さらに、図書館活用全体研修会

も開催され、実践発表と質疑応答も行われています。 

 基本的に授業づくりは授業を行う先生と司書教諭、学校司書が３社共同でお

こなっており、授業を行う先生がクラスの実態と学習の狙いを把握しながら学

習計画を立て、授業を主導し、司書教諭が情報活用ツールの整備を担当。学校

司書が授業までに資料選択をすすめ、授業の中でその資料について担当すると

いう流れも特色的でした。 

 つぎに特色の１つである物流システムですは。学校が必要に応じて市立図書

館に FAX で依頼することで、配送業者が１箱・１袋から学校図書館への配送を

行っています。（年間１００万円の予算）松江市の学校司書は４９人おり、嘱託

が２５人、パートが２４人となっています。 

 物流システムを介して、授業に必要な資料がやり取りされており、月間４０

０冊から２５００冊ほどの資料が活用されているとのことで、授業で使う調べ

学習用の資料依頼と資料相談は増加傾向にあるとのことです。 

 こうした取り組みを重ねることで、校内研修の実施による共通理解を図る動

きが増えたことや、管理職の意識も学校運営の重要なテーマとしてとらえる傾

向が強まっているとのことでした。また、現場の教員の意識もかわり、小学校

だけでなく、中学校でも図書館を活用した授業数の増加がみられるとのことで

した。具体的には小中学校とも国語での活用が多く、総合的な学習の探求的な

学習面での活用が増えていました。 

 また、、全国学力調査質問紙の回答を見ると小学校では週４回以上図書館に行



く割合が、全国平均の３．４と比べて４．５と高くなっており、週１～３回図

書館に行く割合では全国平均１４．２に対して２１．５と、子どもの図書館の

利用率が高くなっていることがわかります。中学校でも同様に週４回が全国平

均２．２に対して５．３に。週１から３回が６．０から１２．２となっていま

す。 

 島根県そのものが子どもの読書活動や、学校図書館の活用を進めていること

もありますが、松江市の市長の政策判断による動きが多く、県内でも進んでい

るとのことでした。 

 網走市においても議会からの継続した働きかけもあり、学校図書館司書を配

置し巡回する形が進められていますが、さらなる増員と調べ学習に使える鮮度

の適切な図書の整備や、市立図書館との連携など諸課題があることが改めて感

じられる視察となりました。 



文教民生委員会 行政視察 

鳥取県庁、鳥取県日吉津村、鳥取県境港市、島根県松江市 

 

結政の会 

古都 宣裕 

 

 

鳥取県庁 

とっとり版ネウボラ推進事業 

 

鳥取県として子育て王国と銘打って子育て支援に対し取り組んでいる。 

担当課も、鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課という名称。 

 

子育て応援パスポートの開始 病児病後児保育の充実 放課後児童クラブの拡充 

多子世帯の保育料軽減 小児医療助成の対象拡大 不妊治療費の助成拡大 

など大きな項目としても多岐にわたり取り組んでいる。 

鳥取県出生率ＫＰＩ（目標数値）も１．７４で平成２６年現在１．６０ 

全国平均１．４２ 

県として平成１９年から取り組みだし、平成２０年１．４３を底に徐々に回復傾向に転じ

ている点から見ても、取組に効果があると思われる。 

 

中高生や大学生などに対しても、助産師による未来のパパママ育み事業として知識の普及

啓発を行っており、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を実施しており、子育て

世代包括支援センターがその中核を担っている。 

網走では、まだ保健センター、子育て支援課、福祉課、教育と窓口が分かれている事も、

こうした一貫した支援の機能不全の一つでも有るように思う。 

保育料の軽減措置などを県が取り組む自治体に助成しており、保育士は国基準よりも手厚

い加配などまたその加配に対して助成なども行っていた。保育士は薄給で重労働とされ離

職なども多い職種だが、こうした助成や加配により仕事のしやすい環境整備の一環を担っ

ているように感じた。 

保育士にも給付金を措置し、県内の保育士として２～３年従事すると免除になるなど、保

育士になりやすい環境整備も行っていた。 

自然を活用した森のようちえんがあり、そこへの入園を求めて近隣からの移住もみられる

との事であった。冬期間などがある当市では、季節的な事も考えなくてはならないが自然

環境に恵まれている点では、なにか出来る事は無いか研究する余地もあるように思う。 

 



県として３世帯同居を推進しており、独自に不動産取得税を軽減し、改修費の補助が受け

られるようになっている。 

男性の育児休業支援として、制度導入事業主に１０万円支給するなどを行っているが、こ

ちらは年間１５件程度で、子育ての理解が進んできている鳥取でも男性育児参加の為の育

児休暇というのはまだ課題が多い様に思われる。 

 

鳥取県と東京で暮らした一生の貯蓄額などをファイナンシャルプランナーに試算してもら

った資料では、家賃など地方ならではのアドバンテージが上手くできており、収入面で劣

っても最終貯蓄額は３０万ほどの差額でしかなかった。こういう資料を作成してみるのも

面白い試みであり、地元に残るまたは来る様に一考させるべき資料となると思う。 

 

 

鳥取県日吉津村 

日吉津村子育て支援策 

 

県よりも先んじて取り組んでいる経緯があり、妊娠出産包括支援事業（母子保健コーディ

ネーター、産前・産後サポート、産後ケア）が平成 25年に国のモデル事業として取り組ん

でおりモデル事業終了後も継続して取り組んでいる。 

日吉津村は待機児童ゼロを銘打っており、その関係で移住なども多くある。近隣は市に囲

まれており北海道で言う帯広のベットタウンの芽室町の様で通勤圏内にある。逆にその需

要の多さから地価の高騰が悩みの種で、近隣市の米子市の倍の価格になっている。 

※ 米子 1平米＝6万～   日吉津村 1平米＝12万～ 

米子市内などでは、待機児童ゼロではあるが距離など関係なくすべての保育園に申し込み

せねばならず。抽選で自宅から遠方の保育園などになった場合辞退している実質待機の児

童もいるとの話を伺った。その為、2施設のみで移動範囲内にある日吉津村に移住し保育園

を希望する方もいるとの事。また、うち 1 施設はイオンモール内に併設しており企業協力

による稀有な例でもあると思う。 

主に移住の際、保育・学校後の預かり、夏休みの預かりなど共働き世帯の多い地区ならで

はの相談が多いとの話であった。 

医療費についても、完全無料とはしていない。やはりコンビニ受診を抑制するためである

のと応益負担はある程度すべきとの判断からであった。月に 4 回までは自己負担５３０円

で５回目以降は無料となっている。入院は自己負担一日１２００円であった。 

隣の米子市に医科大学があることもあり、医者不足という事は無くむしろその恩恵もあり

多すぎるくらいとの事であった。 

児童館、放課後児童クラブ（小 3までの児童対象）、夏休みひえづっ子クラブ（児童館に入

館していない児童対象）とそれぞれ有料で展開している。※第二子より減額 



ここも応益負担の観点から人件費や備品の予算をとっているのだと思う。 

児童館・放課後クラブ３０００円 夏休み４０００円 

また、村ならではで役場に窓口が２つしか無く相談者が来た窓口に担当課が出向くように

なっていた。多くの役場では、各課の担当外のことであれば別な課へ市町村民が出向くの

が一般的だが、と手の丁寧な対応に見える。網走市としても小さいからこそできる細やか

なサービスとして子育て・福祉・教育の共通窓口など作れないか今後の検討課題に感じた。 

 

 

鳥取県境港市 

いのちとこころのプロジェクト事業 

 

網走と同規模の街で、年間１０名程度が自死している。 

若い世代に増えてきている傾向のあるうつ病なども要因の一つである。 

４０歳未満のこころの病気を持っている人２０名のアンケート結果では、平均年齢２７．

５歳８０％がいじめ又は保健室登校などの経験があったとデータがある。 

就労支援事業所に、働けない、社会に出れない、人付き合いが苦手などという相談が多く、

その多くの人に子供の時辛かった、いじめられた、親との関係が・・といった子供のころ

の体験談を話される方が多く聞き取った経過があると話されていた。 

以上のことから思春期の取り組みへとクローズアップしていき、小学６年生に対してここ

ろとからだの健康アンケートを実施（無記名）している。 

これはストレス検査なども含まれており、潜在的な心の闇を洗い出す作業と思う。無記名

という事ではあるが、筆跡などから担任などは生徒をある程度特定できるという事から、

無記名の中でも回収後に学校名とクラスまでは追える様にしていると思われる。 

深刻そうな場合、担任などがフォローにまわれる様にしていて、アンケート結果は中学一

年生時に総合回答の割合などで返却されている。 

多感な思春期にアンケートで考えるきっかけを作り、時間を置いて返却することで改めて

一考する時間を作っているとのことだった。 

現在の、家庭環境の多様化による影響も少なからずあるように感じる。離婚などが一般化

し母子家庭、父子家庭なども増え、共働きで仕事などコミュニケーションの時間が一昔前

よりとれなくなっている事も一因としてあるのではないかと考える。 

保護者へのアンケートからも、自己肯定感、自己役立感が低い人が多い。こころが辛くな

ったときに相談できない、相談場所を知らない。との回答もあった。 

網走でもいのちの電話などあるが、そもそも困った人が知らなければ意味がない、また一

人一人の対応は当然長くなるので繋がらない人も多いとなっていたが、市として独自に今

後の体制づくりが課題となる。 

親や教師など身近な相談できる相手がいるのが望ましくそれぞれのサポート体制を構築し



ていくと共に、地域としての現状や課題を浮き彫りにしていく作業が必要に思う。 

また、アンケートなど比較的安価に実施できうるものについては、導入の検討が必要だと

思う。 

 

 

島根県松江市 

松江市学校図書館支援センターの機能と役割 

 

学校図書館の有効活用と図書館司書の知識を授業に役立てる取り組み。 

正職員、嘱託・パート職員を合わせて全校に配置している。また、偏りが出ないように７

年ほどの周期で配置転換を図っている。 

学校図書館法などを絡めて、図書の刷新をする場合に図書館司書に頼ると文学書への偏向

が見られる事から、予算も限られている事から、教師と連携して授業で使える資料を優先

して導入するようにしているとの事。また、各班分けなどにより、単独の学校で同一資料

が足りない場合には他の学校や市立図書館から貸し出しができるシステムも構築しており、

FAXで支援センター物流スタッフに依頼し送付してもらう仕組みとなっている。 

司書の生徒への指導方法も、答えなどを教えるわけではなく導くように努めて指導してい

るようで、考える力を養うのに一助を担っているように感じた。 

授業によっては、司書が教室などに赴いて資料などの補助を行っているようで、資料など

視覚的な情報を多くすることにより、視覚優位の理解と聴覚優位の理解の人が最近の科学

で分かってきている事からも授業の理解に深みが出ると思われる。 

教師からも積極的な図書資料の活用を行っているようで、授業でやる内容の資料を司書に

依頼することで資料を揃えてもらったりなど、近年教師の激務化が言われることもあるが

その助けにもなっている。 

また、この事業はなかなかデータとなって成果がわかりにくい事もあるが、網走市でも図

書館司書の導入により読書率や成績などへの良い影響がみられている事からも、今後さら

に取り組んでいくべき課題だと思う。 

 

 



平成 28年 文教民生常任委員会行政視察 報告書 

                      山田 庫司郎 

１）とっとり版ネウボラ推進事業（鳥取県） 

 平成 26年に施行した「子育て王国とっとり条例」を基に、妊娠期から子育て期にわたる、

様々な支援ニ―ズに対応した総合的相談支援と各種の支援サービスへつなぐワンストップ

拠点として、「子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）」を整備し、子育てに

関する問題への早期発見、早期支援、併せて虐待事案の防止を図る事業である。 

 県としては、平成 32 年に全市町村に整備を進める考えでいるが、Ｈ27 年現在でまだ 4

市町村であるが、各市町村の温度差はあるが、是非進める考えでいることも、担当部局と

して話されていました。内容は、国の補助の活用を図る中で、「とっとり版ネウボラ」支援

事業として、産前・産後支援、子育て支援、個別支給などに国庫補助の対象とならない場

合に、一部を（例・県が１／２を補助）するもので、事業費が 19,433千円である。 

 さらに「とっとり版ネウボラ」体制整備事業として、人材育成やセンター設置のため、

市町村連絡調整・相談員研修事業、相談員養成事業、施設改修費助成事業などに県が一部

補助をする事業である。 

 鳥取県として、人口減少の対策の一つとして「こども王国」実現に向け努力されている

ことは、県と道の広さの違いはありますが非常に羨ましくもありました。 

 ただ、各市町村の温度差と財政基盤の違いもあり難しさはありますが、センターの設置

を何とかしようとしている意気込みも感じられました。 

 

２）日吉津版ネウボラについて（日吉津村） 

 鳥取県の事業で 4 市町村が実施している中の 1 自治体でありますが、この村の概要から

説明しますと、隣接自治体が米子市で、面積４．２ｋｍ，人口 3,485人、年間出生数 35人、

合計特殊出生率１．９、公立保育所 1、小規模保育所 2、小学校１、中学校（米子市との組

合立）の村である。 

 村長曰く、「待機児童を出さない」をスローガンに取り組んでおり、妊娠・出産包括支援

事業を「子育て世代包括支援センターすまいる・はぐ」（福祉保健課内）を中心に実施して

いる。具体的には、＊利用者支援事業（母子保健支援事業）では、様々な妊娠期から子育

て期にわたるニーズに対し総合的にワンストップ拠点（基本的に１対１面談）で相談支援

を提供している。そのために保健師を５名体制とし同課内の福祉関係との連携も取れる。 

また、＊産前・産後サポート事業としては、保健師の個別相談、家庭訪問、産後ヘルパ

ーの派遣（沐浴・食事などの生活支援）や、ファミリーサポートセンター等の紹介、情報

提供や教室の開催などを実施している。さらには＊産後ケア事業についても、保健師の訪

問・電話相談などを通して保護者との信頼関係を築いている。これらの３事業を実施して

いる。具体的には、保育料第３子以降無償、小規模保育施設２施設における保育士の増員

と就労環境の改善による保育サービスの充実化、また、児童館については利用料を頂いて



いるが、利用状況が良い等多岐にわたり事業展開をしていることもわかりました。 

行政面積が狭く、コンパクトな対応が可能な地理的要因もありますが、村長は勿論、職

員も一所懸命なのがひしひしと感じました。 

ただ、担当課の職員も言っていましたが、困難なケースが増えてきており、他職種・他

機関とのさらなる連携と個別的な支援が必要になってきていますし、村内に産科、小児科、

療育機関が無いため医療機関との連携は、非常に大切である。 

結論は、地域全体で妊婦や親子、未来の親となる世代を見守り、支援する体制の構築が

必要と話されていました。 

 

３）いのちとこころのプロジェクト事業（境港市） 

 まず、自殺を自死と表現。１年間で自死が原因で亡くなる人が１０人程度、取り分け６

５歳未満の死亡原因２位（１５％）が自死であることから何らかの対策が必要と、始めた

事業であります。 

また、平成２１年度より国が実施した自殺対策緊急強化事業も背中を押した。 

自立支援医療受給者・自立支援受給者の需給実態からうつ病が増えている実態を把握し

啓発活動を実施したことにより、相談を受ける機会が増えた。 

聞き取りをする中から、４０歳未満でこころの病気をもっている人２０人の結果として、

子供の頃が原因と言え、自己肯定感・自己役立感が薄い（自己を卑下する、私なんか必要

ない等）事が明らかになった。この負の連鎖を断ち切ることの必要性を認識する。 

ここで、市内小学校６年生を対象に「こころとからだの健康」アンケートを実施し結果

を分析し、市役所内（保健・医療・福祉・学校教育）障がい福祉サービス事業機関などと

課題を共有し、研修会と準備会を実施した。 

Ｈ２４年度に実行委員会を立ち上げ、いのちとこころのプロジェクト事業を自死対策緊

急強化事業（県が１／２補助）の財源でスタートした。 

生きづらさのある子ども（大人）を減らそう。＊自分の気持ちを自分でキャッチできる

（気づく力）＊自分の気持ちを言葉で伝えることができる（伝える力）＊聞いてくれる人

（支える地域）ができる。この仕組みを作るため自死予防・思春期に着目し、教育委員会

と保健福祉部門の共同で実施することとした。 

アンケートは毎年実施し、対象者や保護者へもフィードバックし共有すること、プロジ

ェクト事業３年間の報告会や「こころの応援団」を広げる会等を実施し、多くの人へつな

がりを広げること、各機関が情報をつなげ一緒に考えることで、今後も「つまづいても安

心して住める街づくり」を進めていこうとしていました。 

自死をきっかけに、子供達・大人も含め「心の病」を多くの市民・多くの関係機関と一

緒に考え活動していることに感銘を受けました。人づくり、家族づくり、地域づくりの原

点があるかもしれないと感じました。 

 



４）学校図書館支援センターの機能と役割（松江市） 

 松江市には、小学校３４校、中学校１６校（内一貫校１校）の計４９校があり、すべて

の学校に学校司書が配置されており（嘱託・パート）司書教諭も１００％に近い発令状況 

である。学校図書館支援センターを軸に、図書館の利用促進では週に４回行く子供たちが

小学校で４．５％（全国３．４％）中学校で５．３％（全国２．２％）１～３回が小学校

で２１．５％（全国１４．２％）、中学校では１２．２％（全国６．０％）と取り組みを始

めてから利用が増えている。また、この学校図書館を授業に活用しており、子供達に情報

の集め方、資料の使い方、レポートの書き方、そしてプレゼンまで、自らが学ぶ力をつけ

させている。 

 さらには、物流システムを整え、市立図書館、各学校図書館とが連携し必要な図書・資

料等を、必要な部数揃える事業も展開している。 

 学校司書と司書教諭のいい意味での差別化をし、そこに生徒を含めた３者の連携も密に

している。センターの体制は、指導主事（教諭）３名、指導講師１名とスタッフ２名で全

体の指導・助言を行っている。 

県の補助もありますが、図書館事業を学校教育の大きな柱としており、子供たちの自ら

が学び意思表現できる力をつけさせるために、人員の配置、指導・助言体制の充実、物流

システムなど、非常に力を入れていることに注目させていただきました。 

 

５）まとめ 

 鳥取県のネウボラ事業について、人口減少の対策としての視点で街おこしを見据えてお

り、子育て支援を保健師の増員や、関係部署の連携、取り分け保健・福祉の連携に力を入

れている。このことが、窓口が一つ＝ワンストップ対応が実現している。 

また、そのことを見事に実践していたのが、日吉津村であった 

 境港市の「自死対策事業」は、自死が増えている実態調査から子供のころからの対応が

必要なこと、自分自身を肯定化したり、自らに自信を持たせることなど、地域全体で支え

る視点で、関係部署やその他の機関との連携を強化している。 

 松江市の、学校図書館活用事業は，県のバックアップもあり、子供たちの自立を目指し

たあらゆる事業を展開しており、スタッフ（司書の配置含め）体制の充実の実態には目を

見張るものがありました。 

 これらの取り組みを視察する中で、街づくりには色々な対策が必要であるし、広い視点

の事業展開が必要と考えるが、大事な視点は妊娠から子育てそして、小中高の生徒への対

策をもう一度見直してみるべきと考えさせられました。 


