
第１２回川崎市地域教育会議交流会 実施報告 

テーマ「地域と学校の繋がりで育む子ども達の未来」～「中学生死亡事件」から見えること～ 

１ 日時 

平成２８年２月２０日（土）１２：００～１６：１５ 

２ 場所 

教育文化会館 大会議室 

３ 内容 

（１）展示交流：各地域教育会議の活動紹介 

（２）基調講演：日本子どもの安全教育総合研究所理事長 宮田美恵子氏 

（３）活動報告：青少年指導員代表 松本弘氏 

中学校教員代表 阿部直樹氏 

川崎区地域教育会議プロジェクトチーム代表 宮越隆夫氏 

（４）グループ討議 

４ 参加者数 

川崎区 １６人   幸 区 １１人   中原区  ５人   高津区  ６人

宮前区 ２０人   多摩区 １４人   麻生区  ８人   その他  ２人

その他、名簿に記載のない行政関係者等も含めると１２０人程度

５ アンケートまとめ（回収枚数４１枚） 

（１）交流会に参加して 

① 

どの程度満足されましたか 

１．満足 

２．どちらかというと満足 

３．どちらかというと不満 

４．不満 

39.0％

53.7％

7.3％

0％

② 

交流会に参加して、新たな気付きはありましたか

１．あった 

２．どちらかというと、あった 

３．どちらかというと、なかった 

４．なかった 

43.9％

46.3％

9.8％

0％

③ 

新たな知り合いができたり、今まで知らなかった

人と話すことができましたか 

１．できた 

２．どちらかというと、できた 

３．どちらかというと、できなかった 

４．できなかった 

43.9％

39.0％

14.6％

2.5％

④ 

今回の交流会は、子どもや地域のことを考えるき

っかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

２．ならなかった 

65.9％

31.7％

2.4％

0％

⑤ 

今回の交流会は、地域の課題を認識し、問題意識

を持つきっかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

３．ならなかった 

46.3％

46.3％

2.5％

4.9％

⑥ 

地域教育会議の活動に関心を持ちましたか 

１．関心を持ち、今後参加してみたい 

２．関心は持った 

３．関心を持たなかった 

48.8％

46.3％

4.9％



（２）自由記述欄

・予備知識なしで、はじめて参加しました。討議に参加させて頂き、勉強になりました。 

・基調講演をはじめ、活動報告、グループ討議共に内容が充実しており大変参考になりました。 

・助けが必要な家庭は、人ほど表に出ないので分かりづらい事を知りました。皆さんの思いは同じ事を

改めて認識しました。 

・市内で多くの地域教育会議が設置され、多数の方が関わっていることを改めて感じました。 

 今後も子ども達を見守っていけるよう活動を続けたいと思います。今後、少子高齢化が進み、未来を

担う子ども達を地域全体で大切に育んでいかなくてはいけないと心から思いました。働かなくてはな

らないシングルマザー、一人で過ごす子ども、社会のあり方も改善していく必要があると思いました。 

・地域教育会議として、どこまで食い込めるかが難しい。講習会、イベントに参加する方はよいとして、

参加できない人たちをどうしたら引き込めるかが問題です。 

・色々な意見が聞けた。今後の活動に活かしたい。 

・グループ討議の良い部分もあったが、論点が飛躍して、まとまりのある意見にならなかった。長時間

なので飲み物を飲む時間が欲しかった。 

・他地区の様子がわかり、良かった。 

・地域教育会議の活動で寄り添っていかなければならない子どもや大人との接点の作り方の難しさがグ

ループ討議の中で明らかになった気がします。 

・話し合ったことがどう実現されるかが大切だと思います。 

・色々な方と話し合いが出来る事は良いと思います。子ども達との交流で色々な話をしてみたいです。 

・全体の話から交流について非常に流れが良く、良かった。出来るなら交流の時間にチーム替え等をし

て、より多くの方との交流があると更に良くなるのではないでしょうか。 

・グループ討議はテーマを絞った方が論議を深堀り出来たのではないでしょうか。児童生徒の安全教育、

安全対応についてシステマチックな話が聞きたい。 

・「中学生死亡事件について」という題でしたが、核心に触れる内容ではなく表面的なもので残念。「地

域教育会議とはなにか」と言うのは毎回交流会で話されることで、今回もやはり表面的な内容になっ

てしまい残念です。 

・交流会に学校、行政がメンバーとして入っているのは良かった。（学校、行政の考え方を知ることが出

来た。）地域、学校、行政の立場からこの事件を 2 度と起こさないためにはどうすれば良いかと言う



話合いが出来たら良かった。 

・ラインで会議をすると意見が偏る事を初めて知りました。地域の目、声掛けが大切。貧困が引き起こ

す子どもの非行を地域の人が助けてあげればと思いました。 

・何のための地域教育会議なのか・・・忘れていたことを思い出したような場でした。学校の先生には

積極的に参加して頂いていますが、本音が聞けないところが心もとないです。本当の繋がりを作るの

はこれからのようです。 

・様々な話を聞けて、大変勉強になりました。自分たちの活動に活かしていきたいと思います。 

・中学生死亡事件について、行的な話し合いが出来て勉強になった。地元に戻って伝えたいことが沢山

出来ました。 

・川崎市全体の意見や地域の取組がわかり良かった。交流会は出席者が分かっていればあらかじめ席を

決めて、保護者、教員、地域が意見交換を出来れば面白いです。 

・地域教育会議の認知度が低い故に情報発信やイベントなどの効果が期待できない。認知度を高める具

体的な工夫が求められる。 

・「中学生死亡事件」から何ができるか？という具体的テーマがあったので、例年より有意義で、共通の

意識を持てたと思います。地域ごと立場ごとの違いがあり、話合いがすれ違い、難しく感じました。 

・各区の活動紹介が見られて良かった。色々な取り組みが参考になった。活動報告は資料が有るので要

点だけ話してほしい。グループ討議では内容が濃くとても良かった。また、それぞれの地域の地域教

育会議に係る温度差を感じた。時間をもう少し考えてほしい。 

・今回、中学生死亡事件に関して、特に南部の教育関係の方々がどの様な考えを持ち、どのような対策

を取ってきたのか聞きたくて来ました。なかなか結論が出る事ではないでしょうが、もう少し具体的

な話が聞きたかったです。 

・講演と活動報告が有り良かった。活動報告が予定の時間より伸び、聞くのが少々つらかった。グルー

プ討議のテーマはグループごとに絞った方が、焦点が定まる。今回のグループ報告の課題からいくつ

かの話し合いの柱を作り、実践化に向けた話し合いを望む。 

・市民、行政、教員が一堂に会して意見交換が出来て良かった。 



第１２回川崎市地域教育会議交流会 グループ討議の摘録 

【グループ１】 
・個人情報は厳守。

・「川崎っぽい」と言われたことに対して、子ども達の夜の徘徊や、ヤンキーっぽい事は川崎ならでは

の事だと思う。大人が大人として成長していない。大人と子どもの境目は作った方がよい。 

・「川崎っぽい」は南部を指しているのではないか。北部は落ち着き、荒れた学校が無い。 

・北部でも荒れている学校もある。荒れていないから安心というわけではない。 

・目の前でタバコを吸っていても注意をする勇気がでない。（子どもでも体が大きく逆恨みが怖い） 

・以前、喫煙を注意した時、一緒にいた知人から「殺されちゃうよ」と言われたことがある。 

・中学生との信頼関係を作って行かなくてはいけない。喫煙を注意することは信頼関係や状況によっ

て違う。 

・荒れている子ども達は授業についていけない事から学校がつまらない、将来が見えない事で反発心

が芽生え、悪い方へ行ってしまう。 

・地域の大人が信頼できるようになるには、時間がかかる。 

・問題があることに気が付いた時に、情報を学校から出してもらうようになるには信頼関係が必要。 

・教員は子どもとの信頼関係が大事。子ども達を理解することからスタートする。何かあったとき時

間をかけて、どうしてそうなったかを話し合う。 

・地域として子ども達と信頼関係をつくるにはどうしたらいいか。学校から情報を提供してもらえな

い。 

・情報をもらうには信頼関係がないと無理。個人情報の保護は必要。 

・人ごとではなく、事件を受けて今後どうしたら良いかを考えたい。 

・転校生は居場所を見つけるのが難しく、いじめを受けやすい。 

・何とか地域で助けられないか。早く地域にとけこむには。 

・地域との繋がりは小中学生まで。高校生になると、子どもの動向がわからなくなる。そのため、同

じ学校の子どもがいないと、遊びに入れてほしいというスタンスになり、自分で友達を選べない状

態で様々な夜遊び仲間と関わっていく。 

・行政は防犯カメラをつけて終わりか？ 

・中学校区では大人部会、子ども部会に分かれて、たくさんの人が来てくれるが、地域教育会議で事

件を受けてどのくらい取組が出来るか分からない。 

・昔は地域の人に叱られることがあった。叱られる理由も分かった。 

・昔は一戸建ての家が多く地域の住民が良くわかったが、現在はマンションが多くどのような人が住

んでいるのか見えない。 

・昔はおせっかいさんがたくさんいた。親がいなくても、地域の方が叱ってくれた。 

・自分の子どもが他人に叱られると、自分が叱られているような気がするのか「うちの子が何かした

か？」と言われてしまう。親自身が叱られたり、注意されたりするのに慣れていない。 

・自分の子どもが注意されたら、注意してくれてありがとうという気持ちを忘れないで欲しい。 

・小さいころから知っている子どもには声をかけやすい。 

・理由を言って注意する、大人がルールを守る、信号を守る、たばこをポイ捨てしないなど、大人の

意識も大事。同じ地域の子ども達に見られている。 

・大人も教育できるような地域教育会議があっても良いのではないか？ 

・地域教育会議の活動の見える化が必要。信頼関係を作るには時間がかかるが、地域、学校、保護者

で作り上げていきたい。 



【グループ２】 
・大人と子供の境界を保つ。 

・見守りつなぎ。 

・子ども食堂（貧困・孤食対策）。 

・スマホの所持と利用時間の制限。 

・講演会等に来てほしい人が来ない。 

・子ども達のニーズをつかむ→実現化 

・中学生が見えない。（部活・塾等で忙しい） 

・中学生を含め如何に子ども達と地域との出会いや繋がりの場を作るか→全市で一斉に部活動をしない

日を考え「地域の日」を作る。 

【グループ３】 
（学校へのアプローチ） 

・どういう思いで、地域が学校に入りたいのか？ を、聞いてみたい。 

・学校は地域の中にある。場面とタイミング、地域へのニ－ズはあると思う。 

・川中島小はコミュニティスクールで自由に入れる。地域教育会議をもう一つ、持っているみたい。 

・学校の経営方針で地域を入れている。若い先生は「かったるい」という気持ちがあると思うが、そこ

を超えると、授業内容が豊かになって、地域と協働が進み、一緒にやっていくと楽しい。 

・若い先生の方がすんなり受け入れている。協働には、学校の役割と、地域の役割がある。 

・学校によっては、中に入った途端、「空気が淀んでいる」ところもある。 

・信頼関係を作るまでが難しい。 

・学校長の方針、影響が大きい。 

・学校教育推進会議もある。 

・子どもを味方につけると、地域の人を受け入れてくれる。夢教育、映像製作で経験した。 

（スマホ、Ｌｉｎｅ、インターネット） 

・ツールであり、うまく使えば有用なもの。昔の長電話みたいなもので、いつの時代にもあるもの。 

・親が理解していない、使えないのも課題。 

・先生の「問題」発言がＬｉｎｅで広がり、クラス間で諍
いさか

いになったこともある。子どもが使っても、

大人が使っても、トラブルになる可能性はある。 

・小学生、中学生にケータイは不要。閉じこもる要因になる。 

・巻き込まれている感じがする。低年齢からふれさせるべきではない。 

・情報リテラシーが大事。失敗しながらも、使いこなすようになること。 

・言葉の重みや、道徳、人間関係意識して、画面の向こうに感情ある人間がいることを想像することが

大事。 

（事件に関して） 

・道親ネットワークの取組で、いろんなところが参加していく。 

・中学校区全体で、小学校の時から、地道に地域と付き合う場面を作っていくこと。 

・みんなが挨拶していく文房具屋さんがある。声を出していくことが大切。 

・子ども会議で「挨拶、大切だよね」という意見が出た。 

・平中学校区は、地域でほのぼのとした雰囲気。みんなで見ていく。子どもたちもアットホーム。 

・親同士のつながり、小学校で薄くなる、ＰＴＡ役員もなり手がいない、親の無関心さ。 

・地域も、大人も、関わっていくこと。 

・町会の人が毎夕挨拶をして、子どもの見守り。 

・何も出来なかった悔しさがある。何で声をかけないのか。子どもに声をかけてほしい。非行にエスカ

レートしていく。今まで何回も声をかけているが、仕返しは一度もない。 

・生田中学校は、授業で１年から３年まで、５０分ずつ「住民と語る集い」の時間がある。自然に地域

教育会議も知られていく。多摩区の青少年指導員では、何か気付いたら、関係機関に連絡しようとし

ている。 

・ＰＴＡも、地域教育会議も、継続は力。 

・学校と地域で、子どもたちを見守っている空気を作るには、どうしたらいいのか。 

・学校は地域そのもの、いかに教育に引きつけて、交流していくか。時間の制約を超えて。 

・地域の寺子屋で、スポーツチャンバラをやったが、挨拶を重視して、コミュニケーションの大事さも



一緒に教えられた。 

【グループ４】 
（基調講演・活動報告の感想） 

・小さな異変に気づき、大事に至らぬうちに引き戻すことが大切。 

・「あれは川崎区の事件だから」ととらえず、共通するのはどんな問題かとらえることが必要。 

・見守り、防犯が必要。 

・つらい事件。事件が起きた地域の人はこういう場にも参加しにくいと思う。1年たって少し落ち着い

てきた。 

・地域教育会議として、どのように共有し、危機管理に取り組むかを探りたい 

・まずは「この場がある」というありがたさ。子どもを取り巻く変化、大人の問題をクリアするきっ

かけに。 

・今日の教育委員会からの参加の多さも意識の変化を感じさせる。ここから連携を。 

・もう少し掘り下げた深い所を聞きたかったが、「絆」という言葉が心に残った。加害者についても考え

る視点が必要。小学校のころからの人権教育が必要。地域教育会議のあり方を考えたい。 

・地域教育会議とは何なのかという問題提起が胸に刺さった。学校の中の問題に対して、学校の外の住

人は何ができるか。 

（学校と地域） 

・先生自身が何か問題が起こったときに1人で抱えてしまう傾向がある？教員同士が繋がり、情報を共

有し、複数の目で見て対応していく事が必要。 

・教育と福祉をつなぐスクールソーシャルワーカーに期待したいところ。ただし保護者の同意が必要な

のがネック。 

・子どもの貧困の問題の大きさ。居場所づくりが必要だが、今の「寺子屋」はそういう形になっていな

いので、ここで見直してはと思うが… 

・貧困については実態が把握できないと中学校区としては取り組みにくい。それぞれが専門性をいかし、

協力して対応していくには、まずは事実を知る、共有することが大切。行政区に投げかけてみてはど

うか。（複数の区で連携することも出来るだろう） 

・児童支援コーディネーター、生徒指導担当、地域は関われないのだろうか？ 

・学校にどう信頼して貰うかが課題。 

・児童支援コーディネーターは選ばれた力のある先生。そういう先生に地域教育会議に参画してもらえ

れば、学校と地域がつながるのでは。今が浸透してきてちょうどいいタイミング。 

・学校の限られたカリキュラムで、出来ない事を地域にお願いしたいという思いが学校にある。そうし

た機会をとらえて関係を築いていけるとよい。 

・区担当の指導主事が地域教育会議に関わり、循環させることができないか…大きなカギとなる。 

（地域教育会議のあり方） 

・何のための地域教育会議か。ともすればイベント消化に終始してしまう。目的、趣旨を共有していく

事が大切。その上で、今、地域教育会議がどうあるべきか考え、こうではないかと発信していくこと

が大切だろう。今、その時期が来ている。 



【グループ 5】 
・今の地域教育会議の体制でも、何かに取り組んでいけないだろうか？ 

・村意識が強い。外にもっと情報を発信できないか？ 

・地域マップを作成して1回は子ども達も含め活動しているが、次が続くのか疑問。 

・中学生死亡事件は子どもの事件ではなく、親（大人）がいけない。小学生の時から勉強についていけ

ない子は中学生になったら非行に走りやすい（走るしかない）。一人親の家庭の子どもも非行に走り

やすい。 

【グループ６】 
・子どもと地域の繋がりは密だが、今回の件は保護者と地域の繋がりが不十分と感じる。保護者と地域

がどう関わるかが課題。 

・子ども会議など公の場を活用する子は居場所のある子ではないか？ 

・そうした場に参加できない子どもとの関わりはどうしたらよいか。 

・痛みの分かる人に育てるには何が必要か。 

・御幸中学校区は、部活単位で地域行事に参加する取組を、中学生中心に進めている。 

・高津区では、生徒会中心の子ども会議と別会議があるが諸課題がある。 

・桜本地区では「ふれあい館」が子ども達の一つの居場所となっている。 

・町内会においても顔が分かる関係づくりのための取組を進めている。 

・地域教育会議としてどこまで関われたかと言うと難しい。なぜ加害者があそこまでしたかを考える必

要がある。保護者へのアプローチについて地域教育会議としては接点がなく難しい。 

・子ども達がネットを使うことは、知らない大人達と知り合う危険がある。 

・通信機器は大人のモラルが大切。 

・中高生が自主的にスマホ利用ルールを決めている事例もある。 

・今回の件はラインのグループによる犯罪？ 

・子ども達が自発的にルールづくりを進めることを、支える事は出来ないか？ 

・あいさつ運動や地域教育会議行事への子どもの参加が大人と子どもの接点を広げる。 

・地域全体で子育てをする必要はあるか？地域教育会議として何ができるか自問自答している。 

・こども文化センターを地域交流の場にできないだろうか？ 

・幸区地域教育会議では、地域を明るくするには、区内の全ての中学校区で、地域の方と子どもが挨拶

を交わせるようになるという事に尽きるという意見が出ている。 

・町内会の子ども会から知っている子ども達とは、中学生や高校生になっても挨拶を交わせたり、いた

ずらをしても注意が出来る。 

【グループ７】 
・宮越さんの提言に同感。高津では「いじめ」について子ども達が考える事を続けている。安全マップ

作りの講座を毎年やっている。地域の寺子屋でも行った。 

・被害者加害者にならないように。親子でフィールドワークをして、初めての人とも一緒に安全マップ

を作った。地図作りを通して、会話がある。入りやすく見えにくい場所を見せ、親子で共有すること

が大切。 

・入りやすく見えにくい場所を子ども達自身で発見させるのを目的に、安全マップ作りを行ったが、地

域の人が先回りしてゴミ拾いなどしてしまった。しかし、地域の人が関心を持ってくれたということ

でもある。 

・何が地域になりないか？例えば予算が足りない。学校の教員が足りない。中原区子ども会議では教員

の参加がない。教育委員会の関心の度合いも足りない。思い切って子どもにお金をかけるべき。 

・システム的に改善が必要。地域の寺子屋などお金をかけていこうとしている。 

・子どもの権利条例、認知度16％とは言われるが他の条例に比べれば高いのか？ 

・日吉中学校区の地域の方々は子ども達の事を良く知っている。地域懇談会もある。子ども会議で「地

域に守られているね」等の意見もあり、子どもたち自身も感じている。 

・多摩区は保育園の先生、民生委員、社会福祉協議会も地域教育会議に参加しており、子どもの幅が広

い。顔を合わせて、人間関係を作る事でも良いと思っている。隔月で音楽会を催している。それぞれ

の団体が活動しているので地域教育会議で何かをすると言うより、風通しを良くしていく事を優先し

ている。 

・麻生区でパトロールしているが 19 時以降は子ども達と会わない（夜出歩いている子どもはいない） 

・意見交換の場づくりをしているが、それをもっと活かすべき。地域教育会議は多くの団体が集まり、



それがすごいパワーになる。 

・真正面からの取組は出来ないが、お祭りに力をいれている。小学生が集まる場となっている。地域や

団体も集まって、顔の見える場となっている。中学生には多少負担だが理解・協力いただき、毎年多

くの人が集まっている。 

・本当に問題がある人は来ない。来てほしい人、話を聞いてほしい人を取り込むには何ができるか。 

・高子ども会議に先生が入っていないのが不思議。こども文化センターに中学生が来るように働きかけ

ているが中学生は来ない。わくわくも高学年は来ない。本当に困っている子はいったいどこにいるの

か。 

・権利条例を知ったとしてもそれがどうなのか？権利とは別のベクトルで考えることも必要。 

・学校では権利条例を教えるのではなく、内容をいろいろな所に織り交ぜでおしえている。 

・ネットワークを上手く活用できたら素晴らしいと思う。大人も幸せにならないと子どもは幸せになら

ない。大人に対する取り組みが必要。 

・なかなか参加できない人について、地域教育会議の活動には「君がやるの？」と言う子どもが活動し

たりする。子どもに出来ることもあるのでそのままで参加できるものがあるとよい。 

・こども文化センターに出入り禁止になっている子もいるが、職業体験には行っている。 

・朝からこども文化センターに行っている子どももいる。 

・昔はこども文化センターに学童があったが、今はない。以前はそこで、子ども達と指導員との関わり

があった。今は子どもと関われないので家庭状況が把握できない。学童で積み上げてきた子どもと大

人の関係、子ども同士の関係を戻してほしい。担任だけではなく、教員集団として子どもに関わって

ほしい。 

・子ども会議には私服で来てほしい。「いじめ」については10年もテーマにしているので、効果がある

と良いのだが。 

・いじめる子自身が先生に相談したらいじめが無くなるのでは？という意見が子どもからあり、印象的

だった。 

・大人に対してはどのような取組ができるだろうか。 

・学校は関わることができる。 

・保護者から教育委員会への相談窓口もある。 

・民生委員には思っているほど情報は入ってこない。各家の窓が空いている7月～9月は情報が多く入

るが、ネットワークは大切。 

・わくわくも、先生の顔や親の顔が分からない。 

・わくわくの保護者会を作り、地域教育会議とも関わる仕組みづくりをしたらどうだろうか。 

【グループ８】 
・地域の力は大きい。 

・昔は世話焼きを大切にしていたが、今はお節介という雰囲気がある。 

・挨拶運動も、最初は声をかけられないが、今ではほとんど声をかけられるようになった。 

・学校と地域との交流は、年1回、昔遊びなどがある。 

・例えば昼間、児童が学校に行かずに出歩いているのを見かけた時に、どうしたらよいか分からない。

学校に何ができますか？と聞くのも憚られる。 

・大人も参加できるようなイベントを開催しているが、こういうことが心の居場所になっていくのか、

疑問はある。 

・イベントに参加するだけではなく、ボランティアとして中学生がイベントを運営していくような取組

を進めている。 

・市にはたくさんの相談窓口があるが、知らされていない。 

・ダイヤルSOSは全児童生徒に配布されている。 



第１２回川崎市地域教育会議交流会 各地域教育会議のパネル 








