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令和３年度第２回大野城市総合教育会議会議録 

 

日時：令和３年11月29日（月） 14時00分～15時40分 

場所：本館４階 全員協議会室 

 

 

○自治戦略課長 

 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２回大野

城市総合教育会議を始めさせていただきます。 

 私は、本日この会議の進行を務めさせていただきます自治戦略課長の甲斐と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に際しまして、まず議題の確認と会議の公開の可否について確認さ

せていただきます。 

 次第を御覧ください。本日の議題でございますが、２件となっております。１件目

が（仮称）大野城市市民読書活動推進計画について、２件目が大野城市における「不

登校」および「いじめ」の現状についてでございます。 

 １件目の（仮称）大野城市市民読書活動推進計画については非公開とすべき事由が

ないことから、会議は公開といたします。また、大野城市における「不登校」および

「いじめ」の現状については、いじめ等の個別事案について報告するものではござい

ませんが、議論の中で個人が特定できてしまう可能性があることを考慮いたしまして、

会議を非公開といたします。なお、公開の議題について、傍聴者はおられません。 

 また、本日の会議の資料でございますが、事前に配付した資料のみとなっておりま

す。お手元にございますでしょうか。 

 それでは、まず初めに、井本市長から御挨拶をお願いいたします。 

○井本市長 

 皆さん、こんにちは。 

 令和３年度の第２回目の大野城市総合教育会議を御案内いたしましたところ、皆さ

ん御出席をいただきましてありがとうございます。 

 本市の教育行政の推進に日頃から御尽力をいただいておりまして、改めて感謝を申

し上げたいと思います。特に学校現場では、コロナ禍ゆえの制約を受けながら、並々

ならぬ努力と工夫を持って学校運営に取り組んでいただいております。今回は、議題
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の１に市民読書活動推進計画について地域創造部から報告を受けます。また、議題の

２では、先ほど案内がありましたように、不登校といじめについて教育部から報告を

いただきます。 

 問題の解決には教育委員会と市長部局が連携をして取り組むことが必要であります。

現在の学校の状況について、皆様方はよく現場を御存じだと思いますけれども、今後

どうしていくべきか、この場で議論を深めていきたいと思っております。 

 大野城市の教育行政をさらに充実したものにいたしたいということで、これからの

市の様々な施策につなげてまいりたいと思いますので、皆様方にとっても、とても貴

重な時間でありましょうから、有意義な時間になりますようにお願いして、挨拶に代

えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○自治戦略課長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、教育委員会を代表いたしまして伊藤教育長から御挨拶をお願いいたし

ます。 

○伊藤教育長 

 皆さん、こんにちは。 

 緊急事態宣言が解除されまして、各学校の教育活動も、今までと多少やり方は変わ

っておりますけれども、随分進められるようになってまいりました。 

 近況を簡単に報告させていただきますと、まず、修学旅行等が10月、11月に、小学

校で実施されております。１泊２日の修学旅行で、子どもたちが事前計画をしたこと

を加えて、非常いい修学旅行ができており、平和について学び、それから歴史につい

て学び、環境について学ぶということを様々な学校で進める中で、喜んで学びを深め

ている状況でございます。 

 それから、運動会等が小学校では体育発表会という形で、分散型で学年ごとなどで

開催され、保護者も来校して、子どもたちの元気な姿、活発な活動の姿を見ていただ

いて、大変喜んでいただいているような状況であります。 

 日頃より、児童生徒に向けて本当に様々な形で、市全体で施策を行っていただいて、

子どもたちを育て、見守っていただいております。最近の報道等でもたくさんいじめ

の事案による悲しい事件が報道されていますが、教育委員会としましても、本日は不

登校、それからいじめの現状について、大野城市の現状の数字等もお示しさせていた

だきながら、皆さん方から忌憚のない御意見をいただいて、また充実した教育活動が
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できるように教育委員会としても頑張ってまいりたいと思いますので、短い時間です

けど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○自治戦略課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、これから議題に入りたいと思います。これからは、この会議を主宰いた

します井本市長に、この会議の議長として進めていただきたいと思います。井本市長、

よろしくお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 それでは、議題に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 （１）（仮称）大野城市市民読書活動推進計画についてを議題といたします。所管部

から説明をお願いします。 

○コミュニティ文化課長 

 皆さん、こんにちは。地域創造部コミュニティ文化課でございます。私は課長の楢

木と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、現在策定を進めております（仮称）大野城市市民読書活動推進計画の概要

と開始までのスケジュールにつきまして、御説明に上がりました。詳細につきまして

は、担当係長の中川から御説明いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○コミュニティ文化課係長 

 地域創造部コミュニティ文化課文化政策担当の中川です。どうぞよろしくお願いし

ます。（仮称）大野城市市民読書活動推進計画の策定状況について御説明させていただ

きます。 

 読書活動に関しては、平成13年に国が、子ども読書活動の推進に関する法律を制定

しました。読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を

豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で、欠くことができな

いとしています。この法律の中で、地方公共団体の責務として、子どもの読書活動の

推進に関する施策を策定・実施することが責務とされています。 

 大野城市では、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、平成19年４月に「大

野城市子ども読書活動推進計画」を策定し、平成26年の２次、平成31年の３次計画に

改訂しながら、図書館、学校、地域等で連携した読書活動の推進を図っているところ

でございます。 

平成17年に、文字活字文化振興法という法律が制定されました。この法律では知的
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で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現のために、すべての国民が等しく豊かな

文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することとされています。 

 更に、令和元年には、視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する法律が制定

され、いわゆる「読書バリアフリー法」と呼ばれるものですが、障がいの有無にかか

わらず、すべての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受できる社会

の実現を目指しています。地方公共団体においても視覚障がい者等の読書環境の整備

を推進する計画を定めるよう努めなければならないとされています。  

 先ほど、御紹介しましたように、大野城市では、第３次大野城市子ども読書活動推

進計画をもとに、子どもに特化とした取組を行っておりますが、全市民を対象とした

指針は示すことができていない状況です。 

 そのため、読書バリアフリー法の制定を契機として、「あらゆる世代の市民の皆さ

んが読書に親しむことができるまち」を目指して、これまでの「子ども」という枠組

みを見直し、成人、高齢者、障がい者といった幅広く、長期的な取組を行うために指

針を策定することといたしました。 

 策定作業を進めていく体制としては、読書活動推進計画策定部会を設置しまして、

子ども読書計画の関連課、全世代・バリアフリーの観点から新たに連携が必要な課と

してすこやか長寿課、福祉課の職員、まどかぴあ図書館の司書、小中学校の図書教諭、

更に、アドバイザーとして有識者にもご参加いただいています。 

 計画を市民の声を反映したものにするために、市内の読書活動の実態把握のための

アンケートを行うほか、各方面からご意見をいただきたいと考えております。 

 まず、市民アンケートです。０～５歳の乳幼児の保護者、15歳以上で無作為に抽出

した1,500人と、小学校２年生、５年生に対し各校から１クラスずつ、中学２年生は

学校の生徒数に応じて１～３クラスに実施させていただいております。また、図書館

の利用者や保育所の保護者、筑紫中央高校などにもご協力をお願いしています。10月

１日からアンケートを郵送し、10月末を回答期限としておりました。2,394通のご回

答をいただき、現在集計をしているところでございます。 

 また、市内の読書環境を提供する施設として、公民館の地域貸出文庫や、小・中学

校の図書室、コミュニティセンターなどにも実態調査を行っており、図書館や学校で

子どもたちに読みきかせをして下さっているボランティアの皆さんや、バリアフリー

の観点から高齢者や障がい者等の関係団体との意見交換も予定しております。 

計画期間としては、令和５年度から令和14年度までの10年間とします。令和５年度
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は第３次子ども読書活動推進計画（平成31年度から令和５年度）の期間中であります

が、新たな計画で包含する形となります。読書活動の礎となる子ども読書活動に重点

をおきつつ、各世代に応じた読書活動を効果的に推進する計画として策定します。 

 令和５年度からのスタートに向けて、令和３年、４年で策定作業を行ってまいりま

す。 

策定スケジュールとしましては、今年６月から策定部会をスタートしました。今年度

は主に市内の読書活動の実態を把握することとしております。また、令和５年３月の

総合教育会議において、御報告させていただきたいと思っております。 

 子どもたちは習い事をしたり、さまざまなメディアを楽しんだりして、読書の時間

が減ってきています。子どもたちが「本を読みたい」と思ったときに、本が読める環

境を整えておくことができるように、庁内各課、図書館、学校と連携しながら進めて

まいりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 それでは、説明がありましたけれども、この議題について。これは協議・調整事項

ということになっておりますので、御意見がありましたら御発言をお願いいたします。 

 どうぞ。 

○山口委員 

 質問ですけれども、これまでは「子ども読書活動推進計画」ということでされてい

て、今回はあらゆる世代の市民に読書に楽しむことができるまちということで目標を

掲げられていて、資料には部会の体制や要点などが書いてあるんですけれども、今回

から体制に新たな部署が加わったというような、福祉課が加わったとか、すこやか長

寿課が加わったとか、その辺りを教えてください。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○コミュニティ文化課係長 

 これまでは教育委員会で、子ども読書計画のほうで委員会がありましたが、それに

追加して、大人向けの対応ができるように、すこやか長寿課と福祉課に御参加をいた

だくことになっております。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○山口委員 
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 わりと小学校では、地域のボランティアの方が、10校全部あるか分かりませんが、

読書や本を広めるような活動というのはされているんですけれども、なかなか中学校

では子どもたちの時間がないということで、学校のほうもそういった読み聞かせのボ

ランティアがなかなか入れないような状況ではあるんですね。 

 やはり中学生って本当に忙しくて、その子にもよるとは思うんですけれども、学校

で自由に本を読む時間、ちょっとした時間に本を広げて読むという時間を少しずつで

も設けてもらえたらいいなとは思っています。 

 保護者が、家でもそういう時間を取らせなきゃいけないと思うんですけれども、な

かなか親が言っても聞き入れにくいというところもあって、学校全体でそういう取組

があったら助かるのかなと思って、保護者目線の意見です。よろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○松本委員 

 今の意見に重なるかもしれませんけど、私も今この年になってよく本を読むように

なりました。子どもたちが買ってきた本を引っ張り出してよく読んでいます。思考能

力とか様々な面でかなりプラスになると思いますので、この活動は本当に大事だと思

います。今、各学校の図書館をのぞいて見ると、非常によく整備されております。こ

れは読みやすい環境になっていると思いますので、ぜひこの活動をしっかり続けてい

ってください。 

 以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。はい、どうぞ。 

〇髙野委員 

 今回、子どもから全市民の読書推進に対象を広げるという趣旨はよく分かりました。

実態としてはどのような実態にあるのか、子どもたちの読書状況。そういったものを

把握してあれば教えていただきたい。本来なら教育委員会で聞くべきことでしょうけ

ど、申し訳ないです。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○教育振興課長 

 それでは、児童生徒たちの読書の状況ということで、教育委員会の教育振興課のほ
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うから回答させていただきます。 

 図書の貸出冊数ということでお答えさせていただきますが、令和２年度の実績とい

たしまして、小学校が年間１人当たり67冊、中学校になりますと年間９冊ということ

で、かなり下がってくるのが現状でございます。 

 以上です。 

○髙野委員 

 子どもたちだけが対象であれば、活動の中核は、学校図書館だとか公共的なまどか

ぴあの図書館であるとか、大野城市単位でよろしかったかもしれないですけど、成人

も対象とするとなると分野も広がりますし、種別も広がってくるでしょうし、大野城

市だけの公共的な図書館だけでは対応ができなくなるということも想定したほうがい

いだろうと。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○コミュニティ文化課長 

 おっしゃるとおり、これはバリアフリーの関係の高齢者の方も障がい者の方も、当

然、20代とか若い現役世代に対する読書活動の推進も非常に課題を抱えております。

今回の計画の中には、電子図書ということがございます。こちらのほうは、いつでも

どこでもタブレット一つで見られるような環境づくりも視野に入れながら、なかなか

昼間に図書館に行けないとか、地域の公民館の地域貸出文庫に行けない方のフォロー

も考えているところでございます。 

 以上です。 

○髙野委員 

 先ほど実態の件でお話がありましたけど、図書館からの貸出冊数だけでは判断はで

きない。先ほど言われたように、電子書籍等での読書をしている子どもたちもいるか

もしれないですしね。何か実態が十分把握できるような取組も、今後この中で策定し

ていただけるといいかなと思います。 

 第６次総合計画策定のときのワークショップの中でも、まどかぴあ図書館にはあま

り蔵書がなくて、専門的な本になると福岡市の図書館に借りに行きますよとか、そう

いった意見もいっぱいありましたよね。しかし、まどかぴあ図書館に十分な冊数があ

るようにといって蔵書を増やしていくというのは大変な負担になってくるでしょうか

ら、近隣の市町村の図書館とかと連携できるといいと思います。また、先ほど言われ
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た電子書籍的な貸出しができるようになれば、コロナがあって図書館が仮に閉館にな

っても、自宅で読書活動ができるということも考えられると思うので、今後の策定の

中で、そういったことも検討していただきたいと思います。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○コミュニティ文化課長 

 ありがとうございます。まどかぴあ図書館の蔵書も、所蔵庫の関係がございまして、

どうしても一定数しか所蔵できない状況がありますけれども、都市圏の取り寄せサー

ビスというものを行っておりまして、まどかぴあ図書館になくても、福岡市などの近

隣の図書館から取り寄せることが可能です。その辺りのサービスをまだまだＰＲがで

きていない部分があるかと思いますので、周知していきながら、電子図書などを含め

て幅広い世代の方が読書に触れ合う機会を構築していきたいと思います。 

○髙野委員 

 これからの策定の中身にまで入り込んでしまいまして、申し訳ないです。 

○毛利副市長 

 せっかくの機会なので、ちょっとお尋ねしておきたいんですけれども、市民アンケ

ートは今集計中というお話がありましたけど、その集計結果等も踏まえて、中身の議

論はこれからの話になるだろうと思いますけれども、市として、新しい全市民を対象

とした計画とする上で柱となるポイントとして取り組んでいきたいことや、考えてい

ることがあれば、せっかくの機会なので少しお話をお聞きできればなと思います。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○コミュニティ文化課係長 

 先ほど電子図書館のお話もさせていただきましたけれども、電子書籍を導入するこ

とで、今まで図書館に来られなかった方々にも、本を見ていただける機会が大変増え

てまいります。また、バリアフリーの点でも、電子書籍によって、拡大ができたりと

か読み上げができたりということが可能になります。今まで、図書館のほうで拡大読

書器や大活字本も一応機能としては備えていたんですけれども、そこがなかなか周知

できていない、知られていないという現実もございますので、電子図書に合わせて、

拡充した形でＰＲして御利用いただきたいと思っています。 

 それから今、学校とか公民館とか様々なところで読書の支援活動をしてくださって



 9 

いる方たちがいらっしゃいますので、その方たちがまどかぴあ図書館の司書さんに何

でも相談できるような体制をつくっていきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 激励の質問ですね。 

 どうぞ。 

○伊藤教育長 

 今の毛利副市長の質問にも関連するようなところがあるかなと思って聞いていたん

ですが、子ども読書活動と市民読書活動と変えていくことによって、推進計画の柱立

てあたりが随分変わってくるんだろうと思っているんですね。そのとき、アンケート

とかで何か、ある程度の方向性を見定めたアンケートをされたんだろうなというふう

には感じるんですが、アンケートの中身について、どういうものを取られたのか知り

たいなと思ったものですから、質問しました。 

○議長（井本市長） 

 現状をちょっと説明してください。大項目でも。皆さんにお配りしているようなも

のはないですか。 

 どうぞ。 

○コミュニティ文化課長 

 アンケートでは、まずは読書への意識。好きか嫌いとか、そういう基本的なことか

ら、読書活動の状況で、週に何冊読むとか、そういう実際の冊数。また、先ほど出ま

したけれども、地域の公民館にございます地域貸出文庫の利用状況とか、コミュニテ

ィセンター、あと学校図書館の利用状況等のアンケートを取っています。 

 また、今回いつもと違うのは、コロナ禍における影響ということで、新型コロナウ

イルスの影響による自粛により外に出られない生活の中で、読書に対する興味や本の

大切さといった意識が深まったかなど、そういう意識調査も含めて今回のアンケート

で聞いているところでございます。 

 以上です。 

○伊藤教育長 

 やはり、活字でまとまった本に今はなかなか手を伸ばさずに、様々な情報収集は電

子データでできる中で、どうしても本が必要ではないと感じている部分が恐らくある

んだろうなと思います。 
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 読書推進としたときに、そういうまとまった冊子ももちろん必要ですし、本に手を

伸ばすことをもっと広げようということは当然必要になってくると思いますが、読書

と言えるもの、活字からどういう情報を仕入れて何を市民が求めているのか。それが

手軽にできるようにするためにどんな仕組みがあったらいいのかということが見えて

くるようなアンケートや調査が進めば、またやることも変わってくるかなと思います。 

 今回のアンケート調査では、多分まだ見えない部分があると思いますから、追加で

意識調査などがもしできれば進めていきながら、学校の図書館もそうですけど、まど

かぴあの図書館などでもっと充実するべき分野や情報などが、今までと同じではなく

なってきているんじゃないかなと思いますので、そういうところも含めて考えていけ

たらいいんじゃないかなと、漠然とですが思っています。意見として。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○梶原委員 

 質問ですけど、各公民館に図書室というものが全て設置されているのかというとこ

ろが気になります。高齢者の方にも読んでいただこうということだと、身近なところ

にその場所があったほうがいいかなと思うので、各公民館にあるのかというのが分か

れば教えていただきたいです。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○コミュニティ文化課係長 

 公民館は27区に地域貸出文庫というところがあります。それは全ての公民館にあり

ます。現状では、大人向けの本を置いている図書室もあるんですれども、どうしても

小さなお子様向けの本が多いという状況でありまして、高齢者の方にとって公民館は

身近な施設ですので、今後そういったところもより充実させていただきたいというこ

とで、これから取組を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○コミュニティ文化課長 

 もう一つのＰＲでございますけれども、まどかぴあのほうで移動図書館ということ

で、わくわく号を定期的に運行しておりまして、そこでも本に触れる機会をつくって
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いるところでございます。 

○髙木委員 

 伊藤教育長と若干重なるところがあるんですけど、アンケートには2,394通の回答

があったと。大体、アンケートというものは、何歳ですか、読書でしたら何冊ぐらい

読まれますかとかの設問が多いかと思います。私は現場の意見を取り入れるなら、大

野城市ではこういうことを計画しておりますと。それで何か御要望等ございますかと

いうように、現場の率直な意見を聞けるような質問があればいいと思います。アンケ

ートを書いて出した。それでアンケート結果がこうでしたではなくて、せっかくこう

いうことをされるなら、そういうことも加味されれば、本音が出てくるのではなかろ

うかと思います。アンケートを出しておけばいいということではないと思うんです

よ。   

アンケートで、何か特筆する意見がありましたら聞かせていただければと思いま

す。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○コミュニティ文化課係長 

 市民アンケートのほうは、本当に今集計中で、まだ結果が出てきていない状況です

けれども、アンケートの中に自由記述欄というのを設けておりまして、そこには生の

声が上がってくるのではないかなと思っています。 

 また、公民館や学校などの施設のほうに調査をしておりますけれども、そちらには、

本は大事だと思うけど、どういう本を置いたらいいのか分からないというような御回

答がいくつかありましたので、ここは先ほどお伝えしましたように、まどかぴあ図書

館のほうでできるだけ細かな対応ができるように、相談に乗れるような体制を築きた

いと思っています。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○髙木委員 

 頑張ってください。 

○議長（井本市長） 

 アンケートの答えを楽しみにしていきたいと思います。調査は、実態調査と意識調

査と様々な分野で分かれますよね。ですから、実態の把握をして、その実態が分かっ
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たときに次にどういう展開をしていこうかというものをある程度想定しながら設問を

考えますよね。意識調査も、読みたいのか、あるいはどういう分野を読みたいのかと、

個々人の意向も含めて把握する必要がありますね。部会のほうには教育委員会のほか

にも各分野に入っていただいていますし、図書館の関係者、地域貸出文庫の関係者、

学校の司書の皆さん、それに携わっておられる人たちが大変多くおられます。調査を

取った結果、学校と地域と結ぶ方向性がきちっと出れば、せっかくの機会ですから、

そういう方々が問題点を共有して方向性を出していくというようなことができればい

いかと。この前新聞で作家の皆さんが、紙がいいんだよとかいうようなものも書いて

ありましたけれども、それぞれ利点があることでしょう。期待が高くなるばかりでし

ょうから、それに応えるような結果を出してほしいと大いに期待しております。 

 では、次に行ってよろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

（説明員交代） 

○議長（井本市長） 

 それでは、次に、（２）大野城市における「不登校」および「いじめ」の現状につい

てを議題とします。 

 所管部から説明をお願いたします。 

 

            （説明・質疑等） 

 

○議長（井本市長） 

 それでは、この議題については終了させていただきます。 

 議題の３、その他についてですけれども、その他として何か、事務局から何かあり

ますか。 

○自治戦略課長 

 事務局からはございません。 

○議長（井本市長） 

 皆さん、何かございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 それでは、本日の議題はこれで終わらせていただきます。 



 13 

 では、事務局に進行を戻します。どうもありがとうございました。 

○自治戦略課長 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の会議の議題等は全て終了となります。 

 井本市長、教育委員の皆様、ありがとうございました。 

 それでは最後に、会議の総括を井本市長よりお願いいたします。 

○井本市長 

 どうもありがとうございました。 

 オミクロンという新種が、ヨーロッパで相当暴れています。一度くると、50人、60

人、100人、1,000人、１万人と増えていきます。日本に入ってきても、デルタ株が１

株入ってきて第５波が始まりました。このまま済むとは思っていません。今は子ども

たちは12歳までワクチンの対応をしていただいていますけれども、海外では、量を減

らしてですが、もう３歳、５歳、相当低年齢まで接種をしていいとなっているところ

もあります。そういうこともありますので、学校も大変でしょうし、市のほうも３回

目の御案内や準備をして、今度はオミクロンの対応をしていくことになろうかと思い

ます。年末年始、何が起こるか分かりませんけれども、今のまま推移し、忘れていた

ものを少し取り戻す12月になればいいなと思っています。 

 子どもたちはとても元気に頑張っております。これからも御指導をよろしくお願い

いたします。みんなで新しい年を迎えようではありませんか。 

 どうもありがとうございました。 

○自治戦略課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして第２回大野城市総合教育会議を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

 


