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関西無所属ネットワーク

No.011
西宮市議会議員

無所属
市民派
TANAKA
AKIYO

NewsLetter

心の健康に関する指導
高等学校における精神疾患に関する教育について

今年度より、高等学校での保健体育の授業で、「精神疾患の予防と回復」について取り上げられ
る。そこで、命に直結しうる大切な授業を担う教員の知識を深め、指導の充実を図るため、教員に対
する専門知識のある方からの研修が必要だと考えるがいかがか︖

新しく盛り込まれる精神疾患に関する教育を充実させるためには
この分野の専門家による講話等の研修の場を設けることも必要だと
考えている。高等学校の保健体育科教員だけでなく、学校の養護教
諭や教育担当など様々な教員が関わるため、希望する教員が受講で
きる研修となるように検討する。

日ごろは、田中あきよの活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。
市議会議員1期目の任期も残り1年となりました。最終年度は「健康福祉常任委員会」の副委員長

を拝命し、西宮市の福祉を充実させ、中央病院の在り方にも注力していく所存です。
1期目の総仕上げの一年として、さらに皆様からのご意見をお伺いし、

そのお声を市政に役立てるよう全力を尽くして参ります。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

15歳から39歳までの死因の一位
が自殺。
精神疾患の好発年齢は13歳から
30歳ころというデータもある。

（好発年齢とは、特定の病気にか
かりやすい年齢のこと）
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精神疾患は誰でもかかりうる病気であり、自らは病気と気づきにくいという特徴がある。授業で取り
上げることで高校生が精神疾患について正しく学ぶと同時に、教員自身が個々の健康の課題に直面で
きるよう、周囲の理解と相談できる教員へのサポート体制も不可欠であると考える。

３月議会
今月号は３月議会・６月議会でおこなった

一般質問のご報告です。



生活に困窮する女性への配布とい
う方法に加え、学校の保健室など日
常的にストックしている施設への配
布なども考えている。
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防災備蓄品の有効活用
生理用品の入れ替えについて
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お悔やみの手続きの
簡素化について
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西宮市では防災備蓄品の生理用品
の一部を、男女共同参画センターな
どに無料配布し、「生理の貧困」の
対策がスタートした。防災備蓄品の
生理用品の入れ替え後の有効活用の
予定は︖

現在、約50のお悔やみに関する手続きの中から、
亡くなった方の環境に沿った手続きをする必要があ
る。証明書などの返還を求めるものもあるが、死亡
届と同時に無効になる書類もあり、返還の必要がな
い書類を明確化し、ご遺族の負担を減らすべきでは
ないか。
また、お悔やみの手続きをワンストップ、ワンス
オンリーで進めるお悔やみコーナー設置について、
オンライン化も含めて検討していただきたい。

コロナ禍で遅れていた整備事業が再開されるが、障がいのあるお子さんを含むだれもが遊べる
公園として計画するためのインクルーシブ遊具の導入についての検討はなされているのか︖
また、公園施設及び体育館について、工事委託事業者に委託する際の「要求水準書」を作成す
るにあたり、行政側が実際に障がいがある方やご家族のご意見を「要求水準書」に反映すること
は可能か︖

公園南東部にある遊具広場は、施設の老朽化、利用者のニーズ、各種基準への適合など、再整
備が必要であると考えている。中央体育館について、兵庫県の「福祉のまちづくりアドバイザー」
のあっせんと、「チェック＆アドバイス制度」を利用する。
本事業の整備基本方針の一つに、ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮した、公園・運
動施設の整備を行うことを挙げている。障がいのある子の保護者や団体の皆様のご意見もお伺い
し、要求水準書に反映させていくことが大変重要であると考えており、そのように進めていく。

返還義務の無い書類については
早急に精査し、お悔やみコーナー
の早期設置を要望する。

学校では、保健室ではなくトイレ
に配備し、トイレットペーパーと同
じようにいつでも使える状況にして
もらいたい。
また、保管期間8年が適切かどう
か、必ず検証してもらいたい。

手続きの簡素化については全庁的に調査を実施し
精査をおこなう。人員、場所、費用等のこともある
が、オンライン化については、「にしのみやスマー
ト申請」を昨年の10月からスタートし、庁内のオ
ンライン化すべき行政手続きに関する基本的な方針
を検討している。

西宮中央運動公園を
インクルーシブな場に

6月議会

「西宮市スマート手続きナビ」の「死亡ガイド」という
表記を変えてほしい要望をしたところ、デジタル推進課
の迅速な対応で「おくやみガイド」に変更していただけ
ました︕市民のお気持ちに寄りそう対応に感謝︕︕
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メーカーの生理用品保管期間は3年。



基本的には、近所の公園がだれでも簡単に利用できることが大切であり、インクルーシブ遊具を
導入した公園が障がいのある人のためだけの公園になっては意味が無い。市内のすべての公園
が、障がいがあってもなくても子どもも高齢者も楽しめる場所になるよう、業者任せにならない
ように整備してもらいたい。

先日厚労省から出されたデータ中に、ワ
クチン接種をした方がコロナにかかりにく
いと誘導していると疑われるものや、若者
の心筋炎の発症率について根拠に乏しいデ
ータが指摘されていた。厚労省のデータが
接種に対して誘導的であるとしたら、厚労
省のデータとは別の、市独自の確かな情報
が必要になる。
西宮市独自でワクチンの副反応の相談窓
口を設置することが必要だと考えるがいか
がか。

ご相談については都道府県の果たすべき
役割となっており、兵庫県に相談窓口があ
る。西宮市では、「新型コロナワクチン接
種コールセンター」を設け、対応している。

医療についてはインフォームドコンセン
トが重要とされる今日で、自治体が推奨し
ているワクチン接種であれば、自治体がわ
かりやすく公平公正な情報を提供すること
が大前提である。副反応に関しても責任を
持って、市民の健康を守るためのシステム
が必要と考える。

丸2年間マスク生活が続き、給食も黙食が
続いている。コロナも弱毒化している現状
をよく考え、マスクのデメリットも認識し
社会全体がマスク無しの生活に移行できる
ように考えたい。

文科省からの通知で、体育の授業・運動
部活動の部活中・登下校時はマスクを外す
ように通達が出された。子どもたちにマス
クを外す指導をおこなう場合、顔を出すこ
とが不安な子どももいる中で、大人がマス
クを着用したままでは、子どもたちへの説
得力がない。熱中症の危険も鑑みて、どの
ようにマスク無しの生活に対応していくの
か、市の考えは。

子どもたちが安心してマスクを外せるよ
うにするためには、大人の行動が大きく影
響すると認識している。地域や見守りの方
には、熱中症予防のため、登下校時等マス
クを外すよう指導していることを理解して
いただき、大人自らが状況に応じ外せる場
面ではマスクを外していただくよう、6月
21日の国の通知「新型コロナウイルス感染
症対策を踏まえた熱中症予防について」で
紹介されたリーフレット等を用いながら、
改めて周知していく。

新型コロナウイルス感染症と
市民生活

ワクチンの副反応の相談窓口 子どもたちのマスク着用問題
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再質問で、市長から市民へ、マスクを外すタイミングを広報をして
いただくように要望し、「やります」とのご答弁をいただきました︕

期待しています︕



６
月
議
会
で
は
生
き
づ
ら
さ
に
つ
い
て
よ
り
切
り
込
ん
だ
質
問
も
し
ま
し
た
︕

不登校の児童生徒が通える場所を

不登校の児童生徒が通える学校として
2022年4月時点で10都道府県の公私立小中高21校が「不登校特例校」として指定
されている。

「不登校特例校」って？

文部科学省ホームページより

不登校生の実態に配慮した特別な教育課程をもつ
学校。学習指導要領の規定に縛られず、少人数制や
不登校の児童・生徒にあったカリキュラムを整えて
おり、生徒の習熟度にあわせて柔軟な対応をとるこ
とができる。

現在の特例校設置都道府県は
左の図の通り、北海道から鹿児
島県までの10都道府県。兵庫県
にはまだ設置がされていない。

西宮市の教育支援センター
「あすなろ学級」があるが、
教育支援センターは元の学校に
学籍があり、特例校はそこに学
籍があるという違いがある。

右の二つの表から、不登
校児童生徒数の人数に対
し、あすなろ学級利用者
数がけた違いに少ないこ
とがわかります。

最近3年間の不登校児童生徒数より
不登校児童生徒数の推移

あすなろ学級利用人数
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西宮市の名塩地域で地域活動支援センターnecorisを運営されている「一般社団法人
いきがいさがし」の代表 岡本康子さんは「ただ、支援をされるのではなく、あな
たの力が必要だというメッセージが届くような居場所が必要だ」と仰っています。
自分の居場所を見つけられたら、生きるエネルギーにつながると思います。

今年度、厚生労働省では、ひきこもり支援関係予算が計上されており、
「①相談支援」「②居場所づくり」「③ネットワークづくり」
といった支援を一体化した事業案も予算に含まれている。
西宮市においても①相談支援はすでに取り組みがなされており、その先の②居場所づくりが必要であ
ると考える。当事者にとって、就労することが目標になりがちだが、まずは少しずつ達成可能なことを
続けていくことのできる「スモールステップ」が可能な居場所の設置が必要だと考えるが、市の考えは︖

市の見解

ひきこもりからの社会への一歩
スモールステップの居場所づくり

西宮市では、兵庫県ひきこもり総合支援センターで実施されている各種事業や、市内外で「居場所」
の提供を行っている民間団体の紹介、市内9カ所の地域活動支援センターの案内などを通して必要な支援
に繋げている。しかし、「居場所づくり」に対しては事業として実施されておらず、ひきこもりの状態に
ある方への支援を進めていくうえで、「居場所づくり」は必要な支援のひとつだと認識している。
今後は、県の事業や民間団体、「居場所づくり」など、先駆的に取り組んでいる神戸市や明石市などの
事例について調査を行い、ひきこもり支援の充実に取り組んでいく。
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「一般社団法人 いきがいさがし」のHPはこちら↑

①西宮市として不登校特例校設置に向けて検討される可能性はあるのか︖
②教育支援センター「あすなろ学級」の先生方はどのような研修を受けているのか。

①不登校特例校については、文部科学大臣の認可を得る必要があり、教員の確保や施設設備など、多く
の課題があるため、現在、特例校の開設予定はない。西宮市では各学校やあすなろ学級において不登校
児童生徒支援に取り組んでいるが、学校やあすなろ学級の関りも難しい児童生徒に対しては、オンライ
ンを活用した学習支援を進めるため、人的配置や、ハード面の充実が図られるよう取り組んでいく。

②あすなろ学級のスタッフ研修は３つの柱を中心に進めている。
1.フリースクールとの交流会（教育委員会の職員が視察）
2.スクールカウンセラー・ソーシャルワーカーを交えたワークショップ
3.最新の不登校情報を提供する場の創設
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あすなろ学級や別室登校について、最終的に学級復帰が目的になってしまう不安がある。籍があると
ころに戻ることが良しという価値観はなかなか変えることは難しい。その点、不登校特例校は、籍が特
例校にあるためにそれ以上求められない。岐阜市立草潤中学校の独特な取組を参考に、西宮市でも学校
運営を考えていただきたい。
教育委員会の職員だけでなく、スタッフも視察に行くことはできないか、再質問してみました。「施
設運営上難しい」との回答でしたが、日頃子どもたちと接してくださっているスタッフの方にこそ、ぜ
ひフリースクールを体験していただきたい。
不登校支援が限定的な措置ではなく、子どもの精神的安定を図る支援であることを望む︕



日頃の活動や「田中あきよ通信」のバックナンバーなどはホームページをご覧ください
最新版「不登校児童生徒の支援先一覧表」も掲載しています田中あきよ

トピック
マスクの生活が長くなりました。マスクがないと不
安になるのは、すでにマスクに依存してしまっている
状態です。「顔を出さないことが安心」と脳が認知し
てしまうことに、コロナ感染よりも大きな不安を感じ
ています。特に成長期の子どもたちは積極的に外して
いけるような環境を作りたいものです。

6月議会で、今期議長に就任された坂上明議員
に対して、市民の方から3件の陳情が提出されま
した。過去に新聞にも取り上げられたNPO法人と
の金銭授受の疑惑について、「本人からの釈明を
求め、議会は疑惑解明すべし」とのことです。各
会派の代表者が委員となる「議会運営委員会」で
審議されましたが採択はされませんでした。わが
会派「市民クラブ改革」は、採択すべしとの態度
で質疑をいたしましたが、陳情者の声は届きませ
んでした。何も問題が無かったのであれば、疑惑
を払拭する場を設けるなどの必要があるのではな
いかと思うのですが、説明責任はないとのことで
した。

兵庫県教育員会が、2025年度に全日
制の県立高校125校のうち14校を統合す
ることを発表しました。西宮市では西宮
北高校と西宮甲山高校が対象になってい
ます。
詳細はまだわかりませんが、公立学校
を減らしていくことには反対です。どん
な子どもも地域の公の学校を選べること
が大切です。そのためには、学校を減ら
すのではなく、それぞれの学校に特色を
もたせ、選択肢を増やすことが重要だと
考えます。小学校から中学、高校まで、
公立学校のあり方を考え直す必要があり
ます。今後も、公立学校の統合について
注視していきます。

外ではマスクを外してみませんか︖

議長に対する陳情について

高等学校統合について


