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令和２年度第２回大野城市総合教育会議会議録 

日時：令和２年11月30日(木)10時～10時55分 

場所：本館４階 全員協議会室 

○自治戦略課長 

 皆様、おはようございます。定刻前ではございますが、令和２年度第２回大野城市

総合教育会議を始めます。私は、本日、この会議の進行を務めます自治戦略課長の橋

本と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 まず、資料の確認をさせていただきます。資料は、お手元にお配りしております次

第と、以前お送りしております資料１、それと資料①、それと資料２、それと当日机

の上にお配りをしておりますアンケート結果、ニュースレターという資料、以上にな

ります。不足分はございませんでしょうか。 

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

ていただきます。レジュメの次第のほうをお願いいたします。 

 本日の議題は、２件となっております。 

 「小学校における生物多様性の保全に関する環境教育事業」それと、「子どもたちが

安心して、自分らしく学校生活を送るために」の２件となっております。 

 この議題については、非公開とすべき理由がないことから、本日の会議は公開とさ

せていただきたいと思います。ただし、本日傍聴の方はいらっしゃっておりません。 

 それでは、初めに井本市長からご挨拶をお願いいたします。 

○井本市長 

 おはようございます。今年も残すところあと１か月になりました。あしたから12月

に入りますけれども、コロナの感染拡大は止まりそうもありません。年末から年始に

かけて、年の節目の準備をしなければなりませんが、人の動きが激しくなってきます

ので、少々心配をいたしているところであります。 

 福岡市内もクラスターが小学校で発生したりしておりますので、今年は学校を臨時

休業したり、学校ごとでまた短期間ですけれども休業措置を取らせていただいたりし

ました。学校関係の皆さんには大変ご苦労をおかけしておりますけれども、子どもた

ちまた地域の安全、命を守るために、ぜひともご協力をいただきますようによろしく

お願いを申し上げます。 
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 本日は、令和２年度の第２回目の大野城市総合教育会議であります。議題は先ほど

申し上げましたけれども、「小学校における生物多様性の保全に関する環境教育事業」

についてなどであります。 

 議題の１ですけれども、今年度から開始いたしました環境教育事業の報告を建設環

境部から行ってもらいます。この事業では、生活科や総合学習などの時間に、生き物

観察などを通して子どもたちに生物の多様性の大切さを考えてもらっています。新型

コロナウイルス感染症への対応で、教育現場も様々な影響を受けておりますけれども、

学校のご理解とご協力をいただいて事業を進めていきたいと考えております。 

 議題の２番目ですけれども、学校の秩序維持のために設けられておりますルールと

人権尊重のバランスについて市全体で考え方を共有し、今後の連携さらに協力体制を

協議するために、企画政策部からご提案をいたします。 

 忙しい中、お集まりいただきまして感謝を申し上げます。皆さんの貴重なご意見を

いただいて、大野城市の教育行政をさらに充実したものとし、市の様々な施策につな

げていきたいと考えております。 

 最後に、山口委員は今日が初めてですね。よろしくお願いいたします。 

○山口委員 

 はい、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、教育委員会を代表して、吉富教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

○吉富教育長 

 おはようございます。 

 議題が二つ提案されております。議題の１を象徴する言葉に、多様性があります。

議題の２は、安心、自分らしくという人権尊重でございます。 

 実は、この多様性、人権尊重といいますのは、私ども教育に携わる者が学習指導を

組み立てる際の一番根底に置く考え方でございます。多様性を認めるからこそ、それ

ぞれの考え方が尊重されます。それぞれの考え方を認めるからこそ、多様性というこ

とが認められます。 

 例えば、私ども教育に携わる者は、教材を用意するときに、ある特定の考え方しか

出てこない教材は価値が低いと思います。子どもたちのいろんな考え方が出てくる、

多様な考え方が出てくるものを価値が高い教材とします。そして、いろんな考え方が
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出てきたときに、様々に異なるけれどもそれを一つにまとめていったときに、交流と

いう考え方が価値の高いものとされます。 

 このように、多様性の尊重というのは、学習指導を組み立てる上で、子どもたちの

健全な成長を見ていく際の大切な視点になります。そういった点から、今日は学習内

容としての生物多様性を提案してありますけれども、学校全体の子どもの成長を考え

るときの貴重なキーワードとなりますので、本当にありがたい提案をしていただいた

と考えております。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、10月１日から新たに教育委員となられました山口典子委員に自己紹介を

お願いいたします。 

○山口委員 

 10月より教育委員に拝命しました山口典子と申します。小学生の子どもがおりまし

て、保護者として教育委員を務めさせていただこうと思っております。今、市の取組

であるランドセルクラブのコーディネーターとして約114名の子どもと向き合ってお

ります。あと、子どもたちに文化とか舞台芸術とかを届けるような取組もいろいろや

っておりますので、今後いろいろご指導よろしくお願いいたします。頑張りますので、

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、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 それでは、次第の２、議題に入ります。 

 （１）「小学校における生物多様性の保全に関する環境教育事業」を議題といたしま

す。 

 所管部から説明をお願いします。 

○建設環境部長 

 皆様、改めましておはようございます。 
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 今回、１番目の「小学校における生物多様性に関する環境教育事業」を所管させて

いただいております建設環境部の部長を拝命いただいております髙原と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 早速ではございますけれども、現在は日本のみならず、世界全体で生物多様性の損

失が大きな環境問題となっているところでございます。一説によりますと、100万種も

の動物とか植物が絶滅の危機に瀕していると言われておりまして、国連は「人類は野

生生物の絶滅を食い止めなければならない。さもなければ、人類が絶滅の危機に瀕す

るだろう」というようなメッセージを出すほど危機的な状況を迎えているところでご

ざいます。 

 本市におきましても、生物多様性の保全が将来にわたって持続可能な社会をつくる

ために取り組むべき重要な課題の一つであると認識しておりまして、自然保護や環境

保全に積極的に取り組んでおられます太宰府市の一般社団法人まほろば自然学校さん

とともに、しぜん・いきもの環境教育実行委員会を立ち上げまして、環境保全に関す

る啓発活動や教育活動を行っているところでございます。 

 事業の詳細につきましては、所管しております環境・最終処分場対策課に説明をさ

せますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○建設環境部付課長（環境・最終処分場対策課） 

 改めましておはようございます。それでは、報告させていただきます。 

 資料１をご覧ください。 

 スライドナンバー１、本事業は、先ほどの部長の挨拶にもありましたとおり、一般

社団法人まほろば自然学校と市環境・最終処分場対策課で、しぜん・いきもの環境教

育実行委員会を組織して取り組んでいるところでございます。 

 スライドナンバー２の、本事業の目的でございますが、本事業の中で生き物の大切

さを伝え、子どもの生きる力を育成し、自然と共生できる社会の実現につなげていき

たいと考えております。 

 ページをめくっていただきまして、スライドナンバー３と４ですが、共働団体の取

組と実行委員会のメンバーを記させていただいております。 

 スライドナンバー５の、地球の悲鳴（プラネタリー・バウンダリー）ですが、これ

は、2009年にスペインのヨハン・ロックストローム博士を代表とする29名の科学者グ

ループによる論文の中で、地球が自助回復できる能力を超えてしまい対策を打たない

と回復できない状態になっている項目を指摘したものでございます。これは、2015年
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に国連全ての加盟国が採択したＳＤＧｓにも大きな影響を与えています。 

 その指摘された項目の中で、生物多様性の保全、生き物の絶滅速度が急速に加速し

ていて、第６の大量絶滅時代と危惧されている現状があります。ちょうど表の赤で囲

ったところでございます。 

 次に、スライドナンバー６は、市でも生物多様性に関する出前講座や、おおのじょ

う緑のトラスト協会による川の源流探しや、そこに生きる生き物観察にも取り組んで

おりますが、身近に感じにくい課題の一つとなっておりました。 

 スライドナンバー７の事業内容でございますが、生物多様性に関する環境教育、植

物や昆虫などの生き物に関する授業を、小学校に対象を絞って取り組みました。実施

については、コロナ禍の影響もあり、目標に届いていない現状ですが、最後まで粘り

強く取り組んでいきたいと思っております。 

 次のスライドナンバー８、目指す事業の成果として掲げております。事業実施とア

ンケートの結果につきましては、本日配付しました資料をご覧いただければと思いま

す。本日配付しました資料の中で、アンケートにおきましては、教員の皆さんはおお

むね満足されている結果が現れております。児童は、学問と時間数の関係で、平野小

学校５年生の授業から始めましたが、教諭との対話の中で気づきもあり、今後は実施

校の教諭ともアンケート内容についても協議し、授業の成績評価にもつながるような

ものにつなげていきたいと思っております。 

 平野小学校５年生の児童の中では、二コマ時間をいただいた関係上、結果、少し時

間を長く感じて持て余した児童も見受けられました。今後は、その担任の教諭の皆さ

んとも連携を取りながら、対応ができればと考えております。 

 資料１に戻りまして、スライドナンバー９でございます。スライドナンバー９は、

学校での展開指針ですが、本事業においては実施学年の先生の皆さんと事前に協議の

場を設定し、丁寧に希望を確認し、通常の学習課程の中での展開を図り、先生の負担

が大きくならないように心がけています。また、授業を通じて得られた成果を、市の

環境施策にも生かす仕組みづくりにつなげていきたいと考えております。 

 スライドナンバーの10、共働の相乗効果ですが、記載しておりますとおり、それぞ

れの強みを生かし弱みをカバーし合いながら進めていっているところでございます。 

 ページをめくっていただき、今後の事業の展望ですが、現在は本事業に関しまして

０から１にする取組に注力しているところでございます。これまで、学校の取組を共

有するために、先生を対象として次のページの下段にも掲載いたしておりますニュー
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スレターを発行・配布しておりましたが、来年度以降事業が認められましたら、環境

教育の効果を広げるためにも、全児童を対象に配布し、事業の取組だけではなく、環

境課題のトピックスや、おおのじょう緑のトラスト協会の活動紹介、事業参加の呼び

かけの部分を設けて、親子で話ができるニュースレターにしたいと考えております。 

 本事業を通じて、子どもたちの生き物を大切にする気持ち、ひいては生きる力を育

てていきたいと考えています。これは、各学校にある自然資産や自然に守られてきた

歴史資産を活用した生物多様性の環境教育を通じて、大野城市の未来を担う子どもた

ちのふるさと意識の醸成につなげていきたいと考えております。 

 また、スライドナンバー12は、環境教育の推進に向けて今後も関係機関、団体と連

携に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（井本市長） 

 ただいま説明がありました。この議題については、報告事項でありますけれども、

どうぞご遠慮なく質問等ありましたらお願いいたします。 

○松本委員 

 この生物多様性に関する教育を、子どもたちに対して小さいときからしっかりとし

ていただき、生物に関する興味を持たせたら、人間に対するいじめとかに大きく関わ

ってくると思います。地球が悲鳴を上げていることや、生物に関することについて、

しっかりとした教育をすることで、大人になっても恐らく人間等に対する結びつきも

多様性を持っていくと考えております。ぜひ、生物に対する共感性を持たせるように

教育していただきたいと思います。これは、非常にいいことだと思います。 

 私も今、かなり生物に対して興味を持っております。ぜひ、この事業は進めていっ

てもらえたらと思います。 

 以上であります。 

○議長（井本市長） 

 ありがとうございます。そのほかにありますか。 

 どうぞ。 

○髙木委員 

 今、松本委員が言われましたように、私はこれ、非常に大切なことだろうと思いま

す。机上で勉強するのも大切だし、実際に生き物と触れて学習するということは。大

野城市にはビオトープというのが学校にあると思いますが、その活用といいますか、
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ビオトープを使って何か一緒にやられたことはあるのですか。ビオトープは、10校全

部あるのかどうか、ちょっとそこまでは知りませんが。ビオトープの活用はどうなっ

ているか。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。分かりますか。 

○建設環境部付課長（環境・最終処分場対策課） 

 こちらのほうで把握しているビオトープにつきましては、大野北小学校の中庭にお

やじの会を中心にビオトープを造っていると聞いております。ただ、大野北小学校と

今話合いを進めているところですけれども、今年度はそこと連携した取組まではちょ

っと難しいと思っております。例えば大城小学校であれば校内にある大城の森、大利

小学校であればすぐ近くにある三兼池公園の生き物、そして大野小学校であれば「わ

れら環境をよくし隊」ということですぐ近くに御笠川の水生生物調査に毎年取り組ん

でおられる現状があることを、私ども認識することができました。今後も継続して積

み上げていきたいと思っております。 

 以上です。 

○髙木委員 

 大野城市ではありませんが、私が十五、六年前、糟屋のほうに勤めていたときに近

所の小学校がビオトープをつくり、お披露目みたいなのがありました。ああこれはい

いなと私は思っていました。大野城市では、ビオトープのない学校もあったような気

がしたのでお尋ねしました。連携していかれると面白いかなと。ぜひ推進していただ

きたいと。 

 それともう一つが、今言われました学校は、総合学習であれ、生活科であれ、コマ

数が決まっていますね。だから、幾ら興味があってもこれを５コマ、６コマするとい

うのは、学校では難しく感じると思います。学校は学校できちんと年間カリキュラム

でやっております。コロナの対応とか、パソコン等、先生方は忙しくしていると思い

ますので、ステップを踏んで、進めるよう配慮していてほしいと思います。 

 大野城市ではございませんが、先週末２校ほど、私が音楽をやっている関係で、あ

る学校へ行ったときに、先生たちに「大変でしょう」とお聞きしたところ、「大変です」

と返答がありました。そういう状況で、また改めて、これをやれと頭ごなしに依頼す

るとうまくいかないと思いますので、その辺をうまい具合に進めてほしい。二コマだ

から絶対消化しないといけないとか、そういうことじゃなくて、柔軟性を持ってぜひ
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これを推進してやっていただきたいなと思っています。 

 それと、もう一つ、アンケートにありました教師側、「観察することで御笠川の環境

がよく理解できたようです」と。これは、先生も理解されたと思います。赴任してそ

の学校に勤務して、非常に忙しいものですから、学校と自分の住居との往復が多いで

すから。その中で、学校の周りのこういう環境を知るということは、私は非常に大切

なことだと思うんですよ。子どもを連れて１時間散歩してと、そういうゆとりが今な

いんですよね。事故に遭ったらいけないとか、様々な配慮が必要ですので。 

 だから、その辺を徐々に、それが今一番大事なことだろうと思いますので推進して

ください。よろしくお願いします。 

○髙野委員 

 確認ですが、スライドナンバー８の現状値５回（４校）というところですね。今日

配付された資料では６回されてあると書いてありますが。今日配布された資料の２枚

目の事業実績、これとはまた関連していないんですか。 

○建設環境部付課長（環境・最終処分場対策課） 

 資料を作成した時点といたしましては５回の４校だったんですけれども、いろいろ

各学校の先生と打合せをする中で、最終的には今現時点では本日配付させていただき

ました学校の９事業まで確定したしたところでございます。 

○髙野委員 

 で、実績としては６回ですよね。 

○建設環境部付課長（環境・最終処分場対策課） 

 はい。実績は６回でございます。 

○議長（井本市長） 

 ほかにどうぞ。 

 この取組は始めたばかりですから、子どもたちとか先生方、また保護者の方々から

もいろんな意見が出てくれば、それを受け、横に広げるか深く掘り下げるか、いろい

ろ研究していただきたいなと思います。自然に対する畏敬の念を子どもたちが持つと

いうような体験はやはり準備をしてもらわないとできない状況もあります。それは30

年、50年前と違う状況であろうかと思います。いいものをどう伝えて残していくかと

いうことが問題でございます。 

 次に行ってよろしいでしょうか。後でお気づきになりましたら、ご遠慮なく手を挙

げてください。 
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 それでは、（２）「子どもたちが安心して、自分らしく学校生活を送るために」を議

題といたします。しばらくお待ちください。 

○議長（井本市長） 

 よろしいですか。それでは、説明をお願いします。 

○人権男女共同参画課長 

 おはようございます。人権男女共同参画課の山下と申します。 

 本日は、子どもたちが安心して自分らしく学校生活を送るために、人権尊重の考え

方につきまして、市と教育委員会で共有を図るために貴重なお時間をいただきありが

とうございます。 

 それでは、早速お手元の資料を基に進めさせていただきます。 

 今回は、テーマとして三つ掲げております。 

 一つ目は、人権（自由）を尊重することと、社会（集団生活）の秩序を守ることに

ついて、二つ目は、性の多様性の尊重への理解について、三つ目は、ジェンダー（社

会的性差）平等意識への理解について、そして最後にまとめのお話をさせていただき

ます。 

 まず、一つ目、人権（自由）を尊重することと、社会（集団生活）の秩序を守るこ

とについてご説明いたします。 

 資料２の１ページ目をご覧ください。 

 初めに、基本的な考え方といたしまして、自由（人権の尊重）と、社会（集団生活）

の秩序、そのどちらも必要なものでございます。ただ、時にこの二つは相反するもの

でございますので、どちらかが行き過ぎないバランス（調和）が大切だと考えており

ます。誰もが自分の心のままに自由に考えたり発言したり、行動（表現）したいと考

えます。この自由が守られることは、人権を守ることにつながると考えますが、私た

ちが社会の中で集団生活をしていく以上、同時に社会の秩序も守られる必要がありま

す。これは、学校生活にも言えることですが、子どもたちは、学校、大人がつくった

ルールに従わなければならないことから、校則や制服など、それらにつきましては目

的や必要性を理解・納得した上で、そのルールを自主的に守るよう説明責任を果たす

ことが重要と考えているところです。 

 続いて、２ページ目の、性の多様性の尊重への理解についてです。 

 性別違和を抱える子どもたちへの寄り添う配慮についてご説明をさせていただきま
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す。 

 近年、性の多様化という考え方が進み、その対応が求められていますけれども、そ

の中でも特に重要な対応と考えるのが学校現場でございます。その理由といたしまし

ては、自分の性に対する考え（性自認）、性別違和などは、多くの場合自身の性や恋愛

に対する関心が高まる思春期の学生時代に気づくことが多いためでございます。思春

期いわゆる多感な時期に性的少数者当事者の子どもたち、また当事者以外の子どもた

ち、その双方への適切な対応が重要と考えます。 

 当事者の子どもたちは、周囲の人々の無理解それから偏見、日々の生活の中で様々

な困難を抱え、学校生活のあらゆる場面で生きづらさを感じている可能性があります。

また、差別や偏見を恐れて誰にも相談できず孤立している場合も多く、自己肯定感の

低下や自殺を考えてしまうリスクが高いことも指摘されています。 

 一日の大半を過ごす学校が、誰にとっても安心できる場となるために、学校と連携

した支援を行っていきたいと考えております。 

 続いて、三つ目の、ジェンダー（社会的性差）平等意識への理解、男女共同参画の

視点から、ありのままのその人らしさへの配慮についてでございます。 

 ジェンダーとは、生物学的な性別に対して社会的・文化的につくられる性別のこと

を指します。世の中の男性と女性の役割の違いによって生まれる性別のことでござい

ます。いわゆる男らしさ、女らしさという価値観で、小さい頃に植え付けられた価値

観はなかなか変わりにくいものでございますが、学校教育にはその刷り込まれた価値

観を見直させる力があると考えます。 

 男だから、女だから、そういったことにとらわれずに、一人一人がその人らしく伸

び伸びと学校生活を送ることができるよう、日々の教育活動の中で男女共同参画意識

を高めていただきたい、そして正しい知識と認識の下、教育活動全体が推進されるこ

とが望ましいと考えます。 

 最後に、まとめといたしまして、市と教育委員会でどのような連携教育をしていき

たいかについてご説明いたします。 

 教育委員会、学校現場も、市も、子どもたちの健やかな成長を願っており、それを

人権の観点からも共に支援していきたいという点につきましては、共通・共感いただ

けるのものと存じます。そのためには、性的少数者への配慮や、ジェンダー平等とい

った課題への取組を協力して行っていく必要がございます。 

 特に、最近見直しの議論が行われている中学校の制服、標準服の問題や、校則の問
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題を検討するに当たりましては、子どもたちへの人権尊重の面から見てどうだろうか、

ジェンダー（社会的性差）の平等の面からどうだろうかという考えが欠かせないもの

と考えております。市が進める人権に関する施策、男女共同参画の施策の方針を教育

委員会と共通理解の上で、検討や議論が行われることが望ましいと考えております。 

 未来を担う子どもたちの人権が守られ、誰もが自分らしく安心して学校生活を送る

ことができるよう、今後とも教育委員会と日頃から問題や課題を共有し、協力しなが

ら問題の解決・課題の解消への取組を同じ目線、そして同じ思いで進めていきたいと

考えております。 

 簡単ですが、以上でご説明を終わらせていただきます。 

○議長（井本市長） 

 説明が終わりました。この議題は、協議・調整をするものであります。ご質問等あ

りましたら、どうぞご遠慮なくお願いをいたします。 

○山口委員 

 とても難しい問題だと思いますが、先生たちとかはこういうことをどういった形で

勉強というか、される場がありますか。 

○教育指導室長 

 それでは、一例を挙げてご説明をさせていただきます。 

 先日行われていた授業のことを少し紹介したいと思うのですが、道徳の学習の中で、

行われていましたのは３年生です。男らしいとか女らしいというのは、どんなことが

あるかなと、先生が子どもたちに投げかけます。すると、子どもたちは、例えば「格

好いい」とか「たくましい」とかを、男のほうに挙げます。「きれい」とか、「優しい」

というのを女性のほうに挙げます。一通り挙げさせた後に、今度は先生が、上の「男、

女」を入れ替えます。そうすると、女性のほうに「格好いい」とかきます。これはど

うだろうと聞くと、子どもたちは、「けど、女の人でも格好いい人いるよ」とかいうこ

とを授業しております。「男でも優しい人、いるよね」「そうだそうだ」と言います。 

 これは一例ですけれども、そういったことをしながら偏った物の見方、先ほど説明

の中にありました男らしさ、女らしさ、刷り込まれた価値観を学校教育の現場で正し

ていくと、そういった一つの事例として、今お話しさせていただきましたが、道徳あ

るいは中学校でしたら保健の授業等もあります。そういったところを中心にしながら、

これは特定の教科とか場面だけではなくて、学校教育全体の中で取り組んでいくもの

だと捉えて行っております。 
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○山口委員 

 今の子どものほうが割と、テレビなどでもいろんな方が出ていたりしますから、ま

だ受け入れられるのかと思います。逆に大人のほうが受け入れ難いというような世代

が多いのかと思うので、子どもたちに向けての授業は道徳でとおっしゃったんですけ

れども、大人のほう、先生方に対してのそういう考え方をお伝えするような機会とい

うのはあるんでしょうか。 

○教育指導室長 

 今、ご質問があった点については、例えば教育事務所での研修がございます。その

場にＬＧＢＴの方、マイノリティーの方を実際にお招きして、お話を伺うような研修

も最近回数も増えてまいりましたので、そういった機会に教職員は学習する機会がご

ざいます。 

○議長（井本市長） 

 いいですか。 

○山口委員 

 はい、ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。どうぞ、梶原委員。 

○梶原委員 

 男子トイレをのぞいたことがないので分からないですが、男子トイレは今も立って

するトイレがあるんですか。もし私が男の子で生まれて、女の子の心を持った子だっ

たら、それがすごく苦痛じゃないかと思います。で、今すぐということではなく、こ

の先を考えると、男女を一緒にするというのもまた問題があるかなと思いますので、

男子トイレ、女子トイレは別でいいですけど、全て個室にしてあげることも考えてよ

いのではないかと思います。そこを使わなければいいとかじゃなくて、その横を通る

だけでも私たち女性は恥ずかしいので、そういうところも長い目で見ると改善という

か、気を付けてあげていけたらいいなと。改修のときに、外から見えるようなトイレ

をなくしてあげると、そこにいることが少しでも救われるのではないかと思います。 

○議長（井本市長） 

 方向性などは、何かありますか。 

○教育指導室長 

 明確な方向性が今出ているわけではございませんけれども、実際学校でそういった
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悩みを抱えている子どもが出てくれば、そういった悩み、トイレの利用とか、プール

の学習であるとか、そういったときには個別に聞きながら対応していこうと思ってお

りますが、そういった施設面もこれから課題にはなってくるかと思います。現在とし

て、明確な方向性があるわけではありません。 

○梶原委員 

 相談ができている子はそうやって対応をしてもらえるんですけど、相談ができずに

我慢している子がいるかもしれないということで、施設的にそういう配慮ができてい

くのであれば、この先改修とかのときに、何十年かかってもいいので、そういう方向

性でいっていただけるとうれしいと思います。 

○議長（井本市長） 

 毎日のように、今ＬＧＢＴについては新聞に載っています。トイレの在り方につい

ては、もう事例がかなり出ている気がします。先ほど梶原委員が言われたようなこと

もありますので、そういうのはしっかり研究していかないといけません。 

○教育政策課長 

 施設所管課の教育政策課から少しお話をさせていただければと思います。 

 男の子の小便器につきましては、梶原委員がおっしゃったような視点を今まで考え

たことはなかったんですが、実は保護者の方や現場のほうから、特に小学校で大便器

を使っていると、やはり冷やかされたりということがあるということで、小便器をな

くして全て大便器に替えることはできないかというようなご相談は受けたことがござ

います。そういった取組をなさっていらっしゃる自治体も調べてはいますが、あるの

ではないかということでは考えております。 

 大便器や小便器の在り方、あと和式・洋式のトイレの在り方ですね。今、和式を小

学校、中学校には備えていますが、和式はどうしても利用率が少ないので洋式に替え

てしまうとか、ですが和式は股関節とかを軟らかくするような部分もあるらしいので、

それを残したほうがいいというような内容も含めて、今お話をさせていただいており

ますので、施設については今後改修時期を含めて、今いただいた考え方も含めながら

検討させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。 
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○髙木委員 

 この問題は、やっぱりすぐには解決しないと思います。先ほど山口委員が言われま

した、大人と子どもの感覚が大分違うと。要するに、年齢で区切るのはおかしいと思

いますが、50歳以上の人と今の若い人の考えは全然違うと思います。 

 昨日テレビを見ていたら、性で悩んだ経験のある芸能人が出ていました。その人が

話していたときに、やっぱり悩まれたらしいけれども、七五三のお祝い回数の男女差

など、面白い発想でお話をされていました。 

 やっぱり、学校だけでやっていくと、堅いんですよね。確かに、おもちゃにしろ、

買物に連れていくと女の子はピンクだと、男は青だと。それを親の先入観で決めてし

まうんです。 

 服装の件が出ましたけれども、今大野城市は制服を、統一せず、選択性とすること

検討しているのではないかと思いますが、赤は女の子、黒とか紺は男の子というよう

な考え方が残っている部分もあると思います。 

 だから、やっぱり、「あの子はこうだから」と決めてしまうのではなく、いろんなこ

とで選択肢を持つ、それは、非常に難しい。学校の先生は、この資料を読んで授業で

お願いしますと言っても、ほぼできないです。ただそのときに、時間を使っただけで

は、全然効果は上がらないと思いますので、その辺をまず身近なものから考えてもよ

いのではと思います。悩んでいる、悩んでいると、考えると、物が言えなくなってき

てしまいます。 

 だから、相談でももっとフランク・自由に言えるように。私は、そういう生徒さん

を見たこともあります。やっぱり頭から決めつけるわけはいかないですし、そのとき

はちょっと経験もありましたからね。 

教育指導室長が言われたように、いろんなことに取り組んで学校は実践されている

んじゃないかと思います。 

 だから、学校は全然こんなことが浸透していませんよという目線じゃなくて、ソフ

トに、そしたらもっとですね。気づいていない面が多々あると思うんですけど、それ

が徐々に解決できるのではないかなと思います。 

○企画政策部長 

 先ほど、梶原委員さんのほうから、相談できる子どもはいいけれども、相談できな

い子どもがいるよという意見を頂きました。人権を担当しております市長部局におい

ても、まさしくそれが心配事で、カミングアウトすればいろんな対応をしてもらえる
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けれども、思春期の子どもがカミングアウトすることの精神的な重さ、苦痛、それを

考えると容易にはできないだろうと。その中で、どうやって大人が子どもを守ってい

ってやれるのか、今いろんなところで制服の議論があっています。その中で、いろん

な知恵を出して、カミングアウトしなくても、子どもの選択で当たり前の制度の中で

対応できていく工夫を大人が考えてあげたんだろうと思いますけれども、大野城市に

おいても教育委員会と市長部局で協力して、そういう子どもに対しての対応ができる

ような工夫ができないのかということを、今切に願っておりまして、今回こういう形

でこの問題を提起させていただいたということに至っております。 

 ぜひ、協力してやっていければなと思っておりますので、ご協力いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 ありがとうございます。髙木委員の質問については何かありますか。よろしいです

か。 

 ほかにご意見はありませんでしょうか。 

○山口委員 

 質問でいいですか。 

 今、制服のことが出ましたが、選択するというような、そういう動きがあるという

ことですか。 

○教育指導室長 

 それでは、中学校の制服の件について、選択ありきで進めているということではま

だないんですけれども、やはり女の子でもズボンをはきたいとか、そういった悩みと

いいますか、気持ちを持っている子どもたちがいるということも踏まえて、まず学校

運営協議会でそういった性の多様性のことを踏まえた価値観の多様性について少し議

論をしていただいて、今各中学校でも駄目というわけではない、そういう相談があれ

ば対応するという姿勢ではおりますけれども、そういった現代的な課題を踏まえて、

制服の在り方はどうすべきだろうかということを、まず各学校で議論をしていただこ

うと思っています。 

 その議論を受けて、市全体で統一して何か動きが必要だということであれば、教育

委員会が主導して、市全体として検討委員会を立ち上げて議論をしていこうというビ

ジョンを持って、今度各学校に依頼をしようとしているところでございます。 
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○議長（井本市長） 

 よろしいですか。 

○山口委員 

 はい。 

○議長（井本市長） 

 ほかにありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 これで、「子どもたちが安心して、自分らしく学校生活を送るために」の議題を終了

いたします。 

 次第の３番目、その他ですけれども、事務局、何かありますか。 

○自治戦略課長 

 特にございません。 

○議長（井本市長） 

 委員の方から何かありますか。 

〔「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。 

 それでは、ここから事務局に戻して、私の議長としての進行を終わらせていただき

ます。ご協力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。 

 これをもちまして、会議の全行程を終了いたします。 

 井本市長、教育委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 最後に、第２回大野城市総合教育会議の閉会に当たりまして、井本市長よりご挨拶

をお願いいたします。 

○井本市長 

 どうもお疲れさまでございました。時代は変わっていきますね。生物多様性につい

ても、私たちの小さい頃は、子ども会活動がとても活発で、怖いお兄ちゃんたちやお

姉ちゃんたちに引き連れられて、野を駆け山を駆け、川に下りて、悪いことばかりや

っていましたけれども、何かそういうことが人間の仲間の中の有り様なり、自然との
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関係なり、それを見る地域の人たち、家庭の有り様なり、昔は昔なりにみんな我慢を

したり開放したりしていたのではないかと思います。 

 エジプトのピラミッドに、「今の若い者は」と書いてあるらしいですね。何千年も前

に。ずっと変わらないです。世代が違うときに、あまり違和感を持たずに、一緒に新

しい時代を考えていくということはとても大事なことであろうと思います。 

 ２番目の議題については、今まさにクローズアップされているテーマでありますの

で、周辺の自治体でも進んでいるところもありますし、どうあるべきか、今日はトイ

レと制服と幾つか提案がなされましたけれども、ほかにも学校生活、地域生活の中で

子どもたちが注意しなければならない、そして私たちが注意しなければならない、こ

れを行政の立場で、そして学校の立場で議論を前に進めていけたらというふうに思い

ます。 

 そのために、こうやって、共に顔を合わせて議論ができる場があるということは、

大変有意義なことではないかと思いますので、どうぞお気づきの点がありましたらご

遠慮なく教育委員会、市長部局にかかわらずお知らせいただければ大変ありがたいと

思います。 

 それでは、本日の総合教育会議の締めに当たりまして、私の挨拶とさせていただき

ます。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、これをもちまして第２回大野城市総合教育会議を終了いたします。お疲

れさまでした。 


