2016 年 2 月定例議会・一般質問と市長等答弁（分割質問） 新潟市議会議員 石附幸子

1．子どもの育ちの保障と保育園職員
の待遇改善について
2．副読本「知って、描く、My Life
Plan〜15 歳のきみへ」について

1．子どもの育ちの保障と保育園職員の待遇改善について
子どもの育ちの保障は、保育園職員の待遇改善と大きく関係すると確信し質問に臨みます。
保育所保育指針には保育園の目的をこう示しています。「子どもの健全な心身の発達を図ることを目的に
『入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する』ことであり、入所する子どもにとっ
て『最もふさわしい生活の場でなければならない』」。
乳幼児の多くが 10 時間以上を過ごしている保育園が「最もふさわしい生活の場」であることを切望します。
おとなになってからの 1 年間と、2 歳の子どもの 1 年間とではその価値も、意味も重みも全く違います。
「日本一子育てがしやすいまち」を標榜する本市の公立保育園が、全ての保育園のモデルとなるように、
出来る限りよい環境を全力で作らなければならないと考えます。
そこでまずお聞きします。

1）新潟市の保育事業の誇るべき特長と課題について
2）多様な保育サービスの形態について
（ア）保護者のニーズの変化と現状
H27 年 4 月現在の本市の１歳児の入園児童数は 3,236 人で、1 歳児の約 5 割が保育園に入所してい
ます。出産後も働き続ける人が多く、待機児童ゼロの堅持等、保護者のニーズに応える多様な保育サー
ビスは重要なことです。
しかしこの多様な保育サービスを提供するときに問題となるのが、それを誰が担うのかです。
公立保育園 87 園の約 2,800 人の職員は、多種雇用形態をとっています。正規職員 648 人、非正規
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職員延べ 2,234 人で、正規職員は全職員の 3 割にも満たない数です。
0 歳児から 5 歳児まで各クラス担任は正職員が担うので、ほとんどの園で担任 6 人と主任と園長を加え
た正規職員は 8 人、他は臨時職員です。大規模園になると 8 人の正規職員に臨時職員が 40 人から 50
人となり、正規職員の割合は 3 割を大きく割り込みます。
本市の保育園の臨時職員は、産休代替などの 22 条職員、8 時間臨時職員、6 時間以下の人、早朝・
延長の 2 時間や 3 時間等の短時間勤務の人など、多種な雇用形態の職員が複雑にシフトを組み、それで
も人手不足が常態化しているのが、現状です。
加えて 6 時間未満の場合は保育士資格がなくても採用しているため、臨時職員には、有資格者と無資格
者が混在しています。
一方、給料は、H27 年度の当初予算額 25 億円余を H27 年度の正規職員数で割ると、一人当たりの
平均給料が月額約 29 万円、その他ボーナス等の手当てが付きます。8 時間臨時職員は正規職員と同じ
ような仕事を担いますが、日給 7900 円で概ね 21 日間の勤務で 16 万円程度です。
そこで聞きします。

3）公立保育園における多種雇用形態・勤務シフトの実態と職員におよぼす影響
（ア）正規職員、臨時職員の仕事内容と役割の違い
（イ）保育士資格の有無の割合と、仕事内容、役割のちがい
（ウ）早朝、延長保育は臨時職員で対応しているが、全園での有資格者の配置状況はどうか
（エ）多種雇用形態の職員が混在する中で意思伝達・情報共有など、園全体でサービス提供体制はどのよ
うに確保されているか
（オ）正規職員、臨時職員の賃金、待遇の違いによる、不満、差別感、負担感、意欲低下をどう解消するか

■市

長

石附議員の質問にお答えします。
子どもの育ちの保障と保育園職員の待遇改善についてのうち、本市の保育事業の特徴と課題についてで
す。
本市では、子育て支援の充実を図るため、従来から保育環境の整備を進めてきました。
平成 27 年 4 月現在、就学前児童が保育施設に入所している割合は、政令市で 1 位となっているほか、
全国的に問題となっている待機児童については、平成 18 年度からゼロを堅持しています。
また、保育園における保育士配置については、1 歳児において国の基準を上回る手厚い配置とするなど、
保育の質の向上を図るとともに、休日保育や病児保育など、保育サービスの充実に取り組んでいます。し
かし、近年は、特に低年齢児の入所が著しく増加するとともに、保護者の就労形態の複雑化や子育て世代
の核家族化を背景として、多様化する保育ニーズへの対応などが課題となっていることから、安心して子
どもを産み育てるための、きめ細かい支援が一層必要であると考えています。
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■福祉部長
多様な保育サービスの形態についてです。
本市において、子育て世代の女性の就業率は、以前と比べて上昇しており、保育園への 0、1 歳児の入
園希望は著しく増加しています。
また、保護者の就労形態はより複雑化し、子育て世代の核家族化も進んでいます。
このような、低年齢児の増加や保育の長時間化、日曜、祝日における保育ニーズの増加などの課題に対
応するため、乳児保育、延長保育、休日保育、病児保育などの拡大に取り組み、保護者の多様な保育ニー
ズに対応しています。
次に、公立保育園における雇用形態などの実態と職場に及ぼす影響についてです。
正規職員と臨時職員及び資格の有無による仕事内容の違い、早朝、延長保育の対応については、関連が
ありますので一括してお答えします。
公立保育園では、園長、主任以外の正規保育士は、主に年齢別のクラス担任であり、直接的な保育のほか、
子どもたちの育ちに合わせ、保育課程に基づいた保育が適切に展開されるように指導計画の作成を行って
います。
有資格の臨時保育士は、年齢別の児童数に応じた配置基準で正規保育士と合わせて配置されるほか、産休・
育休などを取得する正規職員の代替として配置される場合もあります。
また、クラス担任の正規保育士とともに、連絡帳の記入なども行っています。
無資格者の場合は短時間勤務で、早朝、延長時間帯の保育補助などにあたります。
なお、臨時職員については延べ人数で比較すると、有資格者が 47％で、無資格者が 53％です。
また、児童数が比較的少ない早朝・延長保育の時間帯については、正規保育士及び有資格者である 8 時
間勤務の臨時保育士が、早番、遅番の時差出勤による勤務体制を作りながら対応するとともに、早朝、
延長の時間帯だけ勤務する臨時職員が保育を補助しています。
次に、職員の情報共有などの体制の確保についてです。
様々な雇用形態の職員が交代勤務を行う公立保育園では、保育に必要な情報を記載した連絡日誌を活用
し、すべての職員が出勤時に内容を確認することで、情報共有を徹底しています。
また、日中の職員の交代時には、各保育室で必要な事項の引き継ぎを行い、常に子どもたちの安全を確
保する体制を整えています。
次に、処遇の違いによる不満などの解消についてです。
保育現場において、子どもの健やかな育ちにかかわる保育者として職務を行うことには、正規職員も臨時
職員も違いはなく、組織の一員として子どもの最善の利益の追求を目的とすることで一致しています。
一方、雇用形態により賃金や保育に付随する担当業務などに違いがあることについて、職員の中に様々な
受け止めがあることは認識しています。
今後も、職員の面談など機会を捉えて意見の把握を行うとともに、職員が働きやすい職場となるよう、他
都市の事例も参考に、雇用条件の改善に努めていきます。
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【再質問】
1．これほど複雑な雇用とシフト、賃金や資格の違いの中、ぎりぎりの職員の踏ん張りで保育園が成り立っ
ていると私は思っています。その認識について再度お聞きます。
2．職員の配置は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 33 条 2」で保育士は「保育所 1 につ
いて 2 人を下ることはできない」
と規定されています。どの時間帯も有資格者が 2 人必要ということです。
しかし保育の担い手の不足から 2 月 18 日付の厚労省の通知「保育所等における保育士配置に係る特例
について」で、
「保育士 1 名に加えて保育士と同等の知識及び経験を有するものを置かなければならない」
と緩和されました。夕方からは子どもの疲れと共に事故等の安全管理も重要になってきます。本市として
は今までの基準と同じように有資格者 2 人体制を維持すべきと考えますがいかがでしょうか。

■福祉部長
再質問にお答えします。
公立保育園の現場で保育にあたっている保育士の方々には、日々大変な業務をやっていただいているとい
う認識です。新潟市においてはさまざまなニーズに対応した保育サービスの提供をやっているため、昔に
比べると内容的にも時間的にもきつくなっていると認識しています。職員の思いを受け止めさせていただ
きながら、出来る限り職員の処遇に配慮していきたいと考えています。
もう 1 点、省令の緩和ですが、今のところ新潟市は法令を守っているという立場で基準を満たすように努
めています。私立保育園は早朝、延長はかなり厳しい状況でもありますので、省令緩和に基づいて配置
基準を緩和するかどうかについて、公立保育園だけでなく私立保育園とも意見交換をしながら検討してい
きます。
私立保育園は大変厳しい現状であることは私も認識しています。だからこそ公立保育園が範を示すよう、
しっかりと基準を守ってもらいたいと思います。
次は子どもの側から質問します。

4）多種雇用形態・勤務シフトが子どもに及ぼす影響
ア 長時間保育（概ね 11 時間、朝の 7 時半頃から 6 時半頃）の影響
イ 何人もの違う職員が時間ごとに変わる中で子どもの安心・安全は保たれるのか
ウ 特定の保育士と子どもとの関係をどう作っているのか

■福祉部長
雇用形態・勤務シフトが子どもに及ぼす影響についてですが、関連がありますので一括してお答えします。
保護者の就労形態の多様化や核家族化などの影響で、子どもの保育の長時間化は、避けることが難しい
状況にあります。そのため、子どもたちが多くの時間を過ごす保育園では、必然的に複数の職員と関わる
ことになりますが、子どもの最善の利益を考慮し、安心、安全に過ごせる生活の場となるように、1 日の
保育プログラムを作成しています。
また、低年齢児については、子どもの情緒の安定や保育士との愛着関係構築のため、保育士の担当制を
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取り入れて、複数の信頼できる大人との関係性の中で、豊かな感性や好奇心、自我の育ちなどを大切に
した保育を行っています。
次の質問に移ります。
パネルを使います。
「新潟市定員配置計画 2015」にある H26 年 4 月現在の「保育士年齢別職員数」です。この表によれ
ば保育士の平準化ラインは 20 人で、年齢構成の偏りが顕著です。60 歳から 55 歳までが大きな山になっ
ていて、50 代前半から 40 代の職員層が大変薄くなっています。45 歳、49 才は最小で 3 人しかいません。
5年後には経験を積んだ職員が一斉に退職し、経験によるスキルや技術等の伝承の問題、次に続く園長・
主任クラスの人材育成確保が大きな課題です。
厚労省は 2015 年 1 月に「保育士確保プラン」を発表したが、本市も単なる数合わせの退職者の補充
で終わるのではなく、年齢構成の平準化を可能にする採用のあり方を、中・長期的に検討するべきと考え
ます。
また、正規職員は少人数で責任も重く、早番・遅番も担当し疲労感や負担感は強くなります。H27 年の
保育士の退職予定者数 47 人のうち、定年前退職者が 26 人と半数を上回るのはこれらのことも影響して
いると推測します。
そこで質問します。

5）子どもの育ちの保障、そのための保育園の職員の待遇改善
（ア）正規職員の負担軽減をするための取り組みは
（イ）今後 5 年間の退職者数の予測推移と正規職員の確保をどのように計画しているのか
8時間臨時職員の方が「何年働いても何の評価も賞与もなく、雇用の不安定な私たちの仕事に、意欲が
あるはずがない」と言っていました。有資格者の時給は 940 円、無資格者は 930 円と高めですが、そ
れでも辞めていったり、人が集まりません。労働に見合った賃金ではないのです。今国会でも SNS で配
信された「保育園落ちた。日本死ね！」が大きな話題となっています。安倍首相は、保育士不足は賃金の
低さと重労働によるもので、処遇改善が必要と、国会の予算委員会で安倍総理も認めています。
以下の質問を続けます。
（ウ）臨時職員の待遇改善をどのように計画しているか
（エ）有資格者を増やす取り組みは
（オ）子どもの安心と育ちの保障、技術の継承のためにも非正規雇用が多数という雇用形態を改善すべき
でないか
次に園長の負担についてです。園長の仕事内容は、人事管理、保育指導、保護者対応、一時保育業務、
園舎管理、区役所への報告等々、仕事量は多く、かつ保育園の全てに責任を担っています。先の 2 月
18 日付け厚労省の通知でも「保育士が専門的業務に専念することが出来るよう、保育に直接的影響を及
ぼさない事務的作業等は保育士以外の者が行うなど、業務負担の見直しを行う」とあります。
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私もかつて県立幼稚園に勤務していましたが、公立幼稚園 11 園では、管轄の違いはあるとしても、用務
員が各園に配置されています。しかし保育園にはいません。
同じく幼稚園との比較になりますが、幼稚園の園長は教育委員会の給与体系では、いわゆる行政職の課
長クラスで管理職手当約 5 万 3 千円が支給されています。一方保育園の園長は係長クラスで管理職手当
もありません。園全体の管理責任者としてきちんと処遇される必要があると考えます。
正当な処遇と評価は将来園長になる中堅保育士にとってもモチベーションを上げることになると考えます。
そこで質問します
（カ）園長の仕事内容、量、負担感の軽減、および管理職としての職務保障を

■福祉部長
子どもの育ちの保障のための、職員の待遇改善についてお答えします。
はじめに、正規職員の負担軽減についてです。増加する入所児童への対応や保育の質の向上に向けた取
り組みなど、正規保育士にはこれまで以上に専門職としての知識、技術が求められています。
また、クラス担任として、複数の保育者のリーダーという責任ある立場でもあります。
このようなことから生じる負担を軽減するため、事務の効率化や研修の充実を図るとともに、園長経験者
である指導保育士や保育アドバイザーが各園を巡回し、指導、助言なども行っています。
次に、退職者数の予測と正規職員の確保についてです。今後 5 年間の保育園における定年退職保育士数
は、117 人で、年平均 23 人と予測されます。
これに対し、退職者補充を基本とした正規職員の人員確保を行う予定で、新卒者と合わせて経験者の採用
も行うことで、中堅層の人材の充実も図っていきます。
次に、臨時職員の待遇改善、有資格者増加の取り組み、雇用形態の改善については、関連がありますの
で一括してお答えします。
少子化に反して低年齢児の増加が著しい現在の公立保育園において、必要な保育士を確保し多様な保育
ニーズにきめ細かく対応するために臨時職員が担う役割は大きいと認識しています。
そのため、臨時職員の待遇については、平成 25 年度に 8 時間保育士の日給の増額、平成 26 年度に
通勤手当の支給と育児休業、部分休業の導入などの改善を行い、来年度は日給と時間給の増額を予定し
ています。
これらと合わせ、経験年数に応じた賃金単価の設定などは他都市の状況も参考にしながら、有資格者の増
加を図る雇用条件の改善について研究し、子どもの育ちの保障につなげていきます。
次に、園長の仕事内容などについてです。園長の業務は、各園の保育の根幹となる「保育課程」を策定し、
年齢別の指導計画、年間行事も含めた保育全般に関すること、保護者や地域との交流や連携、職員管理、
施設管理など、園の総括責任者として多岐にわたります。
これらの多くは保育士としての知識と経験の積み重ねにより対応できるものですが、業務に付随する軽微
な事務については、負担の軽減を図ることができるのではないかと考えます。
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なお、本市の現在の組織では、保育園は係長級の機関であるため、園長を管理職として位置付けること
はできない状況です。

【再質問】
1．人口減少対策調査特別委員会で視察に行った岡山市では園長は課長クラスで管理職手当がつき、各
園に用務員が配置されています。本市でも努力すれば何らかの方策が打てるのではないかと思います。園
長の処遇改善と、用務員や事務補助の配置は、大規模園から順次配置するべきと考えますが、改めてお
考えをお聞きします。
２．H27 年 4 月現在の職員者数を計算すると、今後 5 年間で予想される退職者は 150 人を超えます。
ここには定年前退職者数は当然入っていません。今後急速に経験のある保育士が不足することが考えられ
ます。その対応策として、B 採用枠（経験者）の年齢や数を上げる、任期付職員制度の導入、他市（京都）
でも導入している臨時職員への賃金アップなど、積極的に検討していく必要があると思うが、いかがでしょ
うか

■福祉部長
園長を管理職にしてはどうかということですが、今のところ新潟市ではあくまで保育園については係長クラ
スですので、課長級クラスにするにはなかなか難しいものであると思っています。公立育園での事務補助、
業務補助は現在 8 園で臨時職員を配置しています。大きな園で先行していますが、子どもの数を見なが
ら検討していきます。
次に、採用に関することですが、今年も定年前でお辞めになる人が多くいることは承知しています。そういっ
たことにも当然対応していきます。そうした際に様々な手法が考えられると思います。臨時職員の処遇に
関しても、これで終わりではなく引き続き検討していきたいと思っています。
保育園がきっちりと仕事をしていくためには、やはり正当な処遇が必要です。園長が係長クラスということ
に対して、私はやはり保育園現場に対しての差別の気さえします。現場で働く人の思いをくみ取って改善
していただきたいと思います。
次に保育士の専門性を高めるための研修の場を増やすことについて質問します。
6）保育士の専門性を高めるための研修の場を増やす
（ア）職場内研修、市が提供する研修等はどのような内容でどのように行われているか
（イ）現場の職員の意向がどのように反映されているか

■福祉部長
次に、保育士の専門性を高める研修についてですが、研修内容と職員の意向の反映は、関連性がありま
すので一括してお答えします。
保育士に対する研修は、保育課が企画する全市的な階層別の集合研修や障がい児保育、救急法、食物ア
レルギー対応などの専門研修が年間 30 回程度開催され、延べ 7,500 人程度が参加しています。
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また、各区で企画する研修が合計で 30回程度あるほか、各園で独自に課題に取り組む園内研修などが実
施されています。
これらの研修を公立保育園の研修体系に基づき計画的に実施するとともに、研修を企画する際には、職員
の意向を踏まえて充実を図るなど、保育士の資質向上に努めています。
研修を積極的に実施していることを評価します。臨時職員の研修も同時に増やしていただきたい。一方で
研修に出ることがこの忙しさの中で職員の負担になっているという声もお聞きしますので、職場の改善を
お願いします。
最後に保育園の問題はおとなの働き方と大きく関わってきますので以下の質問をします。

7）おとなの働き方を変える
ア ワーク・ライフ・バランスの実現を具体的にどう進めているのか

■市民生活部長
ワーク・ライフ・バランスの実現についてお答えします。本市で昨年度行った男女共同参画に関する基礎
調査では、「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識に賛成する人の割合は 37.6% で前
回調査より減少しているものの、男性は女性より 10.7 ポイントも高く、未だに男性に性別役割分担意識
が根強く残っています。
そこで、男性が積極的に子育てに関わることで、働き方の見直しにつなげることを目的に、平成 20 年度
より男性の育休取得促進奨励金を支給しており、一度奨励金を受給した企業から、二人目・三人目の取
得者が出るなど、除々にではありますが働き方に対する意識変革が進んできていると感じています。この
他にも、男性の育休取得促進シンポジウムの開催やホームページでの育休体験記の紹介を通して、男性
が育児参加する意義や働き方の見直しについて、多くの方から考えてもらえるよう努めています。
働き方の改革は、働く側の意識のみで変えていくことは難しく、経営者層や管理職の意識改革が必要とな
るため、経済界や労働界などとワーク・ライフ・バランスについて協議する場を設け、育児に関する支援
制度を有する事業所が増えるよう取り組みを行っていきます。
また、市役所自らが地域の模範となるよう、
「イクボス研修会」の開催や各所属長に働き掛けを行った結果、
男性職員の育休取得率は 2 月現在で 12.1% と昨年度の 2 倍以上となっています。
引き続き、男性・女性問わずに仕事と子育ての両立が実現でき、子どもを安心して育てることができる働
き方を実現できるよう、取り組みを進めていきます。
本市が進めているワーク・ライフ・バランスの具体策を評価します。子どもが病気になったら当たり前の
ように仕事を休める、そんな社会の姿が子どもにとってもおとなにとっても必要です。今後さらに育休、
時短、看護休暇が取れる体制、男性の育児参加を進めて頂きたいと思います。
新潟市の最重要課題として「保育園」の環境を整えることを考えて頂き、1 つ目の私の質問は終わります。
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2．副読本「知って、描く、My Life Plan〜15歳のきみへ」について
副読本「知って、描く、My Life Plan˜15 歳のきみへ」は新潟市が国の「地域少子化対策強化交付金」によっ
て中学３年生向けに作成したものです。私の二つ目の質問はこの副読本についてです。この本は 12 月の
文教経済常任委員会で配布されていますので、委員会の委員は既にご覧になっていると思います。
女性が子どもを産むことに関して、常に「国家」のためか「個人」の権利なのか対立軸におかれてきたと
私は考えています。
かつて第 1 次安倍政権で柳沢元厚生労働大臣が少子化対策について女性を「産む機械」に例え、内外か
ら強い批判を受け、発言を取り消しました。最近では菅官房長官が「子どもをたくさん産んで国家に貢献
してください」と語ったことに多くの人が強い違和感を抱き批判が出たことに対して、菅氏は「結婚や出
産は個人の自由。子どもを生みやすく育てやすい社会を作るのが政府の役割」と釈明しました。
出産は、「国家」に貢献するためではなく「個人」の権利であることは現代では明確なことです。
平成 27 年 3 月に発表された「少子化社会対策大綱」のタイトルは、「結婚、妊娠、子ども、子育てに
温かい社会の実現を目指して」
とあり、社会の取り組みをあげています。そして基本的な考え方の中に
「個々
人の決定に特定の価値観を押し付けたりプレッシャーを与えたりすることがあってはならない」としていま
す。
「少子化対策基本法」の第 2 条 8 の施策の基本理念には「男女共同参画社会の形成とあいまって」とあり、
今回策定される「新潟市第 3 次男女共同参画行動計画」の素案でも、施策の目標 5 において「性と生
殖に関する健康と権利」（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）は「全てのカップルと個人が自分たちの子
どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任を持って自由に決定でき、そのための情報と手段を得るこ
とが出来るという基本的権利」等と但し書きがされています。
これは篠田市長が先日田村議員の一般質問で「少子化の問題は女性の問題だけでなく女性を取り巻く社
会の問題と考える」と明言され、常に「希望する人が希望するだけの子どもをもつことを可能にする社会
の実現」と語っていることと共通しています。
今回取り上げる中学生向の副読本が、国の「地域少子化対策強化交付金」によって作成されていることから、
改めて以下のことをお聞きします。

1．「少子化社会対策大綱」と「男女共同参画社会基本法」はどのような関係にあ
ると捉えているのか
2．製作に至った経緯と、この副読本で中学生に何を伝えたいのか
3．中学生にとってライフプランを考えるときに大切なことは何か
（ア）自分らしい人生の選択をするためには多様なモデルが示される必要があると考えるがどうか
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■教育長
副読本「知って、描く、
ＭｙＬ
ｉ
ｆｅＰｌ
ａｎ−15 歳のきみへ−」についてのうち、はじめに少子化社会対策大
網と男女共同参画社会基本法の関係についてお答えします。
平成 11 年 6 月に施行された男女共同参画社会基本法は、男女の人権や多様な生き方の尊重、男女の固
定的な性別分業意識の解消などを基本理念としています。
また、平成、15 年 9 月に施行された少子化社会対策基本法に基づいて、平成 27 年 3 月に策定された
少子化社会対策大網においても、個々人が結婚や子どもについての希望を実現できる社会をつくることを
基本的な目標に掲げ、その取り組みに際しては、個々人の決定に特定の価値観を押し付けたりすることが
あってはならないものと定めています。
少子化社会対策基本法第 2 条では、少子化に対処するための施策は、男女共同参画社会の形成と合わせ
て講ぜられなければならないと規定されていることからも、少子化社会対策大網は、男女共同参画社会基
本法の趣旨を十分に踏まえて策定されたものと捉えています。
次に、副読本製作に至った経緯と、この副読本で中学生に何を伝えたいのか、及び中学生にとってライフ
プランを考えるときに大切なことは何かについては関連がありますので、一括してお答えします。
子どもたち一人一人が自分らしく、よりよく生きていくためには、正しい情報に基づく選択が欠かせません。
結婚や親になるかどうかという選択は個人の自由ですが、望んだときにそれを叶えるためには、男女とも
に若いうちから意識をもち、知っておかなければならないこともあると考えています。しかしながら、それ
らが十分とは言えない状況であることから、自らのライフプランを考えるとき、参考となる正しい知識や情
報を分かりやすく伝えるために、義務教育最終年度である中学 3 年生に指導することとしました。
子どもたちがこれまで学んできた社会科、家庭科などの教科やキャリア教育の学習内容と結び付けながら
総合的に考え、多様な選択肢の中から、自分の未来を選びライフプランを考えることができるようにして
いきます。
私は女性の相談支援の活動の中で、不妊を考える自助グループの方から、もっと早く妊娠・出産に関する
医学的、科学的に正しい知識が欲しかった、という声を聞いてきました。正しい知識・情報の提供は必要
と考えています。
しかしながらこの副読本には大きく 2 つの問題点があると考えます。
1 つは、少子化を社会の問題と捉える視点に欠け、個人とりわけ女性の問題に矮小化していること、もう
1 つは多様な生き方が描かれていないことです。
少し詳しく副読本の内容に触れます。
この副読本には少子化の社会的な問題が示されていません。4 ページ目に、「少子化の背景には結婚しな
い人生を選んだ、子どもが欲しいのにできなかった、子どもを望まなかった、何人も欲しいのに諦めた、
といったさまざまな理由があります」と書いてあります。子どもを産まなかった結果が述べられているだけ
で、その背景である、若者の就労の問題、経済状況、先の見えない閉塞感等に全く触れられていません。
この事は今までの代表質問、一般質問の中で繰り返し出ていることです。
唐突に結婚・妊娠・出産・不妊症へと展開し、少子化の原因が晩産化に伴う卵子の老化にあるかのよう
に進みます。
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7 〜 8 ページに「卵子は年齢と共に老化し、数も減る」ことを示すイラストがあります。中学生にわかり
やすく描こうとしたのでしょうが、年齢と共に、卵子はくたびれて年老いていきます。やゆされているよう
な不快感を持つ人がいるのではないでしょうか。また、35 歳前に「妊娠のタイムリミットが…」と書かれ
ていますが、実際には多くの人がその年齢で無事に子どもを産み育てています。正確な情報ではない上に、
不安をあおる表現です。
もう一方で心配なことは、恋愛からの人間関係の在り方について語られていません。デート DV 被害やス
トーカー被害が増えているなか、本市で高校生に向けてデート DV セミナー取り組んでいます。
また、この副読本が若年妊娠・出産を促さないか懸念します。若年妊娠の多くは、望まない、望まれな
い妊娠であり、残念ながら児童虐待、虐待死亡事件に至る場合もあります。H26 年度の中絶数は約 18
万件でその 1 割は 10 代の女性です。
この副読本の問題点として偏った知識・情報の提供にならないかお聞きします。

4．この副読本の問題点
ア 偏った知識・情報の提供
（ア）大半が女子へ産む性としての自覚を促すメッセージであり、「性と生殖の健康と権利」の視点を男女
共に学ぶことが必要と考えるがどうか
（イ）卵子の老化、妊娠タイムリミット、不妊症、不育症の知識はいいが、表現が、正確でなかったり、や
ゆ的であったりすることが不安や嫌悪感をうむのではないか
（ウ）若年妊娠・出産の奨励・誘導の効果を持つのではないか
（エ）少子化の社会的な背景についての正しいい知識・情報が伝えられていないことについて
（オ）公教育での結婚・妊娠・出産の奨励・誘導と受け取られかねないがどうか
次に、学校は地域の中心です。そのコミュニティを構成する人たちは、実は多様な生き方をしています。
独身、単身でいる人、結婚している人、子どもがいる人、いない人、不妊の人、晩婚の人、障がいのある人、
病気を抱えている人、シングルマザー（ファザー）、LGBT の人、自分の親でない人と暮らす子どもたち。
この副読本はその多様性が描かれていません。
特に LGBT ついては、代表質問での同じ会派の青木市議が質問をしていますが市長は「LGBT などの性
的マイノリティの差別や偏見を解消したい」と前向きな答弁をされていましたが、電通が 2015 年に行っ
た調査では、LGBT と自認する日本人は人口の 7.6％、クラスに 2 〜 3 人の割合です。宝塚大学の日高
康晴さんの調査では多くの人が中学生の頃に自覚したと報告されています。いじめの対象になりやすく、
3 人に 2 人が自殺を考えたことがあると答えています。
以下の質問をします

イ 多様性が配慮されていない
（ア）多様なライフスタイルが描かれていないがどう伝えるのか
（イ）思春期の個人差のある発達特性をどう配慮するのか
（ウ）何らかの病気や障がいを持っていることで妊娠、出産を望めない生徒、LGBT の生徒について実際
の授業では配慮が必要と考えるが、どのように配慮することができるか
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（エ）授業を担当する教員の多様な生き方を、教員みずからも、また授業を受けた生徒も否定されたよう
に感じるのではないか

■教育次長
この副読本の問題点についての、偏った知識、情報の提供及び多様性が配慮されていないについては関
連性がありますので、一括してお答えします。
副読本はＤＶＤ資料と一体のものであり、これらを一緒に活用することとしています。
どちらも専門的な立場の監修者から指導をいただき、中学生が主体的にライフプランについて考えること
ができるように、また、いろいろな考え方、多様な価値観があることを学びつつ、必要な情報に触れるこ
とができるように構成しています。特に、
ＤＶＤ資料では、セリフや演出などを工夫することで、男性も当事
者であることや、男女共同参画の視点をもつことの大切さについて、分かりやすく伝えるよう配慮しました。
また、性と生殖の健康と権利の視点についても重視し、結婚するかしないか、子どもをもつかもたないか
という選択ができることや、ワークライフバランスの推進などについて、男女共に考えることを促すものと
なっています。発達の個人差、特性、家庭環境などへの配慮については、学校教育全般で適切に行って
います。
授業後の生徒の感想には、ライフプランを考えることの大切さの気付きや自分の未来をしっかり考えたい
という意識の変化についての記述が多くありました。また、生徒が教師の人生観や生き方に感銘を受け、
話に聞き入っていたという報告もありました。今後も、このような授業が展開されるよう、学校を支援して
いきます。

【再質問】
DVD では多様性や男女共同参画が盛り込まれているのに、なぜこの副読本について書かれていないのか
問題だと思っています。私は知識や情報の大切さは充分に理解しているつもりですが、なぜ高校生でなく
中学生に急いで教えるのかがわかりません。高校生は結婚もできる年齢ですし、将来についてもリアルに
思いを抱くことが出来る年齢です。同じ交付金を使った他市の資料を取り寄せて見ましたが、横浜市は高
校生や若い人向け、熊本市も高校生や大学生向けです。現在中学校ではキャリア教育など、実践的な取
り組みを通して進路や多様な職業選択など、人として自立することに時間をかけて取り組んでいます。こ
の副読本が高校生ではなく中学生に本当に必要なものなのか、再度お考えをお聞かせください。

■教育次長
副読本にも女性だけでなく男性も一緒に考えるということを念頭に作られています。後半には男性の育児
休業を取得した例も書かれています。
もう一点、なぜ中学生に学ばせるかということですが、中学生の学習内容でいえば、例えば社会化では少
子化問題、保健体育科では性についての学習、異性への尊重、思春期の体の変化、家庭科では家族のあ
り方を学びます。従いまして、教科で学んだことを関連させて、中学生の最終段階で自分のライフプラン
を考えることは大事なことだと思って作成しました。
この副読本の後半は育児においての男女共同参画が描かれていることは承知していますが、やはり「産む・
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産まない」を女性に一方的に押し付けられているという感想を持ちます。
中学校の養護教諭の何人もがこの副読本に問題意識を持っています。中学生の心や体、性の悩みなど日
常的に聴いている方たちですから、その声をないがしろにはできません。多様な子どもがいて、家族も多
様であり、教える教師も同様に多様です。この副読本を使うには多くの配慮が必要だと考え、副読本の活
用のあり方について以下のことを要望します。

5．副読本の活用のあり方ついて
（ア）クラスの生徒の状況や家庭背景を考慮し、実施は学校の判断に任せるべきと思うがどうか
（イ）多様な生き方やライフプランを思い描くことができる追加資料を作成配布することについて
（ウ）授業実施には男女共同参画、「性と生殖の健康と権利」の視点を入れるべきと考えるがどうか
（エ）結婚、妊娠、出産だけでなく少子化の社会的な背景をどう克服できるのか考える授業構成にするこ
とについて

■教育次長
副読本の活用のあり方については関連がありますので一括してお答えします。
自分の人生を選んで生きていくこと、若いうちからライフプランを考えていくことの大切さについて知るこ
とは、中学校を卒業する子どもたちがこれらの人生を歩む上で必要であると考え、すべての学校で実施し
ています。生徒の状況や学校の実情に応じて、より効果的に実践できるよう、実施時期、実施教科などに
ついては、選択できるようにしています。
先にお答えしたとおり、子どもたちがこれまで学んできた社会科、家庭科などの教科やキャリア教育の学
習内容と結び付けながら総合的に考え、多様な選択肢の中から、自分の未来を選びライフプランを考える
ことができるよう、取り組んでいきます。
【再質問】
実施して中で見えてくる課題や問題があると思います。今後それらを踏まえて改訂や別資料作成などの必
要が出てくると思うか、それについてどう考えますか。

■教育次長
現在、各中学校にアンケート調査を実施していますが、アンケートで寄せられ声を踏まえながら、教育委
員会としては学校現場で適切に使われるよう周知していきたいと思います。議員おっしゃられるような意見
に対しても耳を傾けながら学校へ情報提供等、生かせるものは生かしていきたいと思います。
大きな問題が出た場合は改めて見直すことも大切と考えます。今後とも生徒の人権、現場の先生方の意
見や要望、男女共同参画の視点を持ちつつ検討していただきたいと願い、質問を終えます。
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