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令和３年度第１回大野城市総合教育会議会議録 

 

日時：令和３年７月２日（金） 10時00分～11時20分 

場所：本館４階 全員協議会室 

 

○自治戦略課長 

 皆さん、おはようございます。定刻少し前ではございますが、皆様おそろいでござ

いますので、ただいまより令和３年度第１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、まず開会に際しまして、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。 

 それでは、次第を御覧ください。本日の議題は２件となっております。１件目は35

人学級への対応についてでございます。２件目が大野城市子ども家庭総合支援拠点の

設置についてでございます。 

 なお、この議題につきましては非公開とすべき事由がないことから、本日の会議録

は公開といたします。また、本日の会議には傍聴者の申込みはございませんでしたの

で、御報告をさせていただきます。 

 本日の会議資料は、事前に配付しておりますとおりでございます。皆様お手元にご

ざいますでしょうか。 

 それでは、まずはじめに、井本市長より御挨拶をお願いいたします。 

○井本市長 

 おはようございます。 

 令和３年度の第１回大野城市総合教育会議を開催しましたところ、御出席をいただ

きましてありがとうございます。 

 長年、大野城市の教育行政に御尽力いただきました吉富修教育長は、３期10年の任

期満了ということで、先般、御退任をされました。教育委員各位には御出席を賜りま

してありがとうございました。翌日から伊藤啓二新教育長の下で新たな旅立ちをいた

しております。 

 伊藤教育長は、大野城市の学校にとても詳しく、指導主事や大野城市の学校の校長
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もなさいましたし、県全体の教育行政、学校経営について全体を取りまとめる県の教

育事務所の所長でいらっしゃいましたので、大野城市としては大いに期待をしている

ところであります。どうか皆様方の御指導をさらにお願いを申し上げます。 

 コロナの感染がやみませんで、今、福岡のほうは少し収まりつつありますけども、

東京というか、関東がもう第５波に入って、一回増え出すとこれは減りません。確実

に増えるのではないかと私は思いますけども、そういう想定ができることについては、

今度こそ早めに手を打ってほしいなと思っているところであります。 

 ワクチンについては若干不足気味で、知事会あるいは全国市長会、こぞって相当強

いアピールを国のほうに出しております。行けとか止まれとか、準備は万端整ってお

るわけですが、医療関係者や職員、そして特に国民全ての皆さんの信用をなくしつつ

あると私は思っておりますので、早く信用を取り戻す挽回の一手を打ってほしいと思

っております。 

 学校の経営についても、校長先生をはじめ、大変な御苦労であります。クラスター

が発生している都市もありますので、今のところ大野城市は皆様方の御努力でそこま

ではなっておりませんけれども、学級閉鎖、学年閉鎖、学校休業等は発生をいたして

おりますので、どうぞ温かい目で、また厳しく御指導を賜れば大変ありがたいと思い

ます。 

 今日は議題として、35人学級、そして、市の子ども家庭総合支援拠点についての報

告をさせていただきます。忌憚のない御意見を賜れば大変ありがたいわけであります。 

 それからもう一点、教育委員の髙野英機氏、大野城市の前消防団長でいらっしゃい

ますけども、春の叙勲で瑞宝単光章を受章されておりますので、改めて皆様方と一緒

にお祝いを申し上げたいと思います。おめでとうございます。 

○髙野委員 

 ありがとうございます。（拍手） 

○井本市長 

 教育行政にもお詳しいので、さらなる御指導をよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 それでは、マスクとか手洗いとか、いろいろな対策をしながら元気に登校する子ど

もたちの姿に、私も自宅が小学校に近いので毎日励まされております。安心して学ぶ

ことができる環境を整えていけるように、どうか今後とも皆様方の率直な御指導を賜

りますように心からお願いして挨拶といたします。今日はよろしくお願いいたします。 
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○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より御挨拶をお願いいたし

ます。 

○伊藤教育長 

 おはようございます。 

 私、初めてこの総合教育会議に参画をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 新型コロナウイルスを契機にして、教育改革が加速度的に進んでいます。いろいろ

なものが提案され、実際にそれを実行していかなければならないという状況になって

います。しかし、現場の状況等を見ますと、論理が先行していて実際の実務のほうが

伴っていないというものがかなり多くあります。そういう中で試行錯誤しながら進め

ているところが現場の中ではたくさんありますので、そういう情報を収集しながら、

何がうまくいくのかな、何に課題があるのかということをまとめていかなければいけ

ないなという形で、今ボトムアップでいろいろなものを進めているところがかなり多

いと感じています。 

 今回議題となります35人学級等につきましても、実際、どうやって35人学級を実現

して教育効果を高めていくのか。今までの学校にいるほかの定数がどうなるのかとい

うことに関して、かなり混乱をしていた状況がありますけれども、少しその実態が見

えてきた感じのところではないかなと思っています。 

 こういう総合教育会議の中で様々なつながりの視点で意見を出していただくことで、

実際どう進めるか、どこに課題があるのかが見えてくるかと思っていますので、積極

的に考え等を出しながら会を進めていければ、大野城市の子どもたちのために非常に

有益になるのではないかなと思っております。 

 とにかく学校現場も頑張っておりますので、教育委員会もしっかり支援できるよう

に頑張っていきたいと思っております。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、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。 
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○議長（井本市長） 

 それでは、議題に入ります。 

 次第の２、議題であります（１）35人学級への対応についてを議題といたします。

所管部より説明をお願いいたします。 

○教育政策課長 

 おはようございます。教育政策課課長の橋元でございます。 

 私のほうから、35人学級への対応についての御説明をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。目の前の画面、もしくはお手元の資料を御覧になりながら御説

明を聞いてくだされば幸いです。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 はじめに、本日の説明の流れにつきまして御説明をさせていただきます。 

 １番に、義務教育標準法（35人学級）についての御説明をさせていただきます。続

きまして、本市の35人学級に対する現状と今後の課題について御説明させていただき

ます。その次に、教職員等の人材確保に関する現状と今後の対応について御説明をさ

せていただきます。最後に、教室等の学校施設の確保に関する現状と今後の対応につ

いて御説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 はじめに、義務教育標準法（35人学級）の改正までの流れにつきまして御説明をさ

せていただきます。 

 こちらに書いておりますように、令和２年７月の経済財政運営と改革の基本方針が

出されたことを皮切りに、令和２年９月、教育再生実行会議初等教育ワーキング・グ

ループで内容について話合いがなされ、その後、12月にそれに対する予算の案が提出

されております。その後、令和３年２月に義務教育標準法改正案ということで具体的

な案が提出されまして、令和３年４月、改正義務教育法の標準法が施行されたという

流れになっております。 

 続きまして、現在、35人学級に対する現状を御説明させていただきます。 

 まず、現行と書いておりますが、法律上の決まりとしましては１年生が現在35人学

級で、２年生から６年生が40人学級という流れでございました。それに対して福岡県

では、大野城市もそうなんですけど、大体１年生と２年生が今35人学級ということに

なっておりまして、３年生から６年生が40人学級ということになっております。こち

らの内容が、改正された後には全学年35人学級になるということになっておりまして、

大野城市としましては、令和４年度を皮切りに、下の学年から段階的に導入して、令
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和７年度に全学年35人学級になることを目指していくということになっております。 

 続きまして、児童数の現状と令和７年度に大体どれぐらいの数値になるかという予

想の数値を載せております。こちらの数値につきましては、福岡教育事務所に提出し

ております見込み調査の数値をベースに作成させていただいております。 

 傾向としましては、東地区、北地区にある、例えば大野北小、大野東小、大城小、

御笠の森小が若干児童数の増加傾向にございます。それに対しまして、大野南小、月

の浦小、いわゆる南地区にある学校で減少傾向が見られます。 

 続きまして、35人学級の今後の課題でございます。 

 35人学級を導入していく上で、主に二つ課題があると考えております。 

 一つ目が、教職員等の人材の確保でございます。こちらに対しては、35人学級にな

るということになりますと、どうしてもクラスが増加することになりますので、クラ

スの増加に対応する教職員の確保がまず必要になってくると考えております。 

 続きまして２番目が、教室等の学校施設の確保でございます。こちらについても、

クラス増ということになりますと普通教室が増加することになりますので、そちらの

教室を各学校に確保していく必要があると考えております。 

 その二つの課題のまず１番目、教職員等の人材確保に関する現状と今後の対応につ

いてでございます。学校ごとに、35人学級が導入された令和７年度に定数がどれぐら

い変わってくるかを示しております。全体の定数としましては、262名から274名に増

加することになりますが、学校によってやはり定数の増加の数に少しばらつきがある

というようになっております。 

 こちらについての対応と課題をまとめさせていただいております。 

 今申し上げたとおり、教職員の定数が現行の262名から274名程度に増加してくると

いうことになりますので、そちらに対応する教職員が確保できるよう、こちらのほう

は福岡県の教育委員会と連携を密にして確保を進めていく必要があると考えておりま

す。それと併せて、現在制度としてございます教職員指導方法工夫改善制度等を利用

した教職員加配、いわゆる定数外配置なども活用して、きめ細かい学習指導ができる

環境づくりを目指してまいりたいと考えております。 

 続きまして、２番目の課題であります教室等の学校施設の確保に関する現状と今後

の対応について御説明をさせていただきます。 

 こちらのほう、載せている棒グラフが学校ごとに３本ございます。一番左の黄緑色

が現行の児童数に対する教室数、真ん中の緑色が令和７年度35人学級を実現したとき
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の教室数、一番右の上限数というのが各学校の施設能力として確保できる教室数とい

う形になっております。 

 現在、10校小学校がございますが、大城小学校以外は現在の推計でいきますと、学

校の施設の上限数の中で確保できると考えております。なお、大城小につきましては

今年度増築を予定しておりますので、増築が完成したところでは上限数のほうに満た

されるということで考えております。 

 今、少し説明をさせていただきましたが、教室数が236室から247室に増加するとい

うことで、特に大城小の部分の教室数が懸念されておりますが、こちらについては先

日国のほうの補助採択もされましたので、速やかに工事を着工して、来年度４月には

間に合わせるように頑張っていきたいと考えております。 

 また、そのほかにつきましても、現在、皆さん御存知だと思いますが、西鉄天神大

牟田線やＪＲ鹿児島本線沿線で大規模マンション等の建築が進んでいるところでござ

います。この点について、中央地区の学校は、もう少し教室の施設に余裕がございま

すが、大規模マンションということになると、一気に100戸、200戸という形で建築が

進んでまいりますので、そういった部分に対しても注視しながら必要な教室数の確保

に努めてまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、教室確保に関する現状と今後の対応についてということで、今

後の課題について少しお話をさせていただければと思います。 

 現在、どの学校でも教室の確保を考える際に、特別支援教室の確保に頭を悩ませて

いるところでございます。こちらについての一番の原因は、ここに書かせていただい

ているように、特別支援教室に在籍する児童が増加している傾向にございます。 

 簡単な数値を申し上げますと、小学校につきましては、平成28年度、５年前には大

体140名ほどだったんですが、現在対象となる児童の方が238名ほどということで推計

をしております。中学校につきましては、５年前の平成28年度は55人程度だったもの

が今93人程度ということになって、やはりちょっと急増しているというかたちになり

ます。 

 特別支援学級につきましては、こちらに書いてありますように、普通学級よりもど

うしても一人当たりのスペースが大きなスペースを必要とすることから、対応をいち

早くできるように、現在でも、こども健康課と情報交換を行っているところですが、

こども健康課が行っている３歳児健診とか、そういったところの情報をいち早くつか

みながら、対象児童の把握に今後とも努めていきたいと考えております。 
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 続きまして、今後は児童数の減少も人口の関係で進んでいくと思っております。先

ほど説明したように、南地区では少しずつ児童数の減少が始まる学校もあると考えて

おります。そうなると、学校スペースに余裕ができる学校も出てくると考えておりま

すので、これらにつきましては、学童との一体化など空きスペースの有効活用を検討

していく必要があると考えております。 

 以上が、今、学校施設の内容で、教育政策課として課題と考えている部分の説明で

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（井本市長） 

 35人学級への対応について説明をしてもらいました。これは報告事項でありますけ

ども、どうぞ御遠慮なく質問などありましたらお願いいたします。 

 挙手の上、どうぞ。 

○髙木委員 

 大城小学校についてお尋ねします。 

 先日、学校施設環境改善交付金の資料を頂きました。これに、大城小学校が令和３

年８月から令和４年３月、普通教室４教室と記載してあったんですよ。これは既に設

計が終わっているかと思うんですけれども、先日の学校訪問で、大城小学校はやはり

教室が不足して、音楽室がなかったんですよね。音楽室にあるオルガンとか全部ひっ

くるめて、この一年間、音楽室で音楽の授業が行われないと。 

 小学校は概して音楽の授業が教室で行われることが多いんですけれども、できれば、

普通教室も当然ですけども、その中で少し広く特別教室みたいなものがあったらいい

なと。まあ、設計が終わっていたら無理ですけど。 

 と言いますのも、先日、東京のほうに我々視察に行かせてもらいました。あのとき

に余裕あるスペース、例えば多目的ホール、多目的教室みたいなものがあると非常に

学校現場としては使いやすいんですよ。ですから、まだ変更ができれば、四つとも広

めにしてくださいとは言いませんが、学校のいろいろな行事を学年一緒にできるとか、

そういうスペースがあったらいいかなと思うんですよね。もし可能であればですね。

どんどん教室を増やしていくんじゃなくて。 

 今、特別支援学級の生徒は広いスペースが要ると。学校現場では苦慮して、パーテ

ィションで仕切って狭い中に入っているというのが現状だと思うんです。ですから、

これから先を見通すと、狭いのをいっぱい造るよりちょっと大きめのものを造ってお
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いて、そして使い方によっては半分に教室を割れるとかいうアイデアも必要ではない

かなと思うんですね。 

 音楽室ですけど、大野城市は全部違いますよね、広さも全部。これは基準があると

思うんですけど。大野中は机が入らないんですよ、このスペースでは。もうかつかつ

なんですよ。計算上は入るんですけどね、非常に使いにくい。ですから、私は学校訪

問で行きましたし、私も現役で大野中におりましたけど、椅子で授業をしているのが

実態なんです。子どもたちは床に座って椅子を机にして書くと。それが何回でも学校

訪問でも見受けられましたし、できれば、施工業者にいろいろなところを見てもらっ

て。このスペースに教室が四つできた、だけじゃなくて、せっかくできるんですから、

できた後に、「ああやっとけばよかったね」では遅いと思うんですよ。ですから、その

辺がもし配慮できればと思っています。長くなりましたが、終わります。 

○議長（井本市長） 

 何かありますか。 

○教育政策課長 

 御意見ありがとうございます。 

 まず、大城小について少し現状をお話しさせていただきます。 

 先ほど申し上げたとおり、増築の国の補助採択が先日下りましたので、下りた翌日

に、私と係長と担当者の３人で、校長先生と教頭先生とお会いしてヒアリングをさせ

ていただいております。 

 今、委員さんがおっしゃるとおり、音楽室を潰して教室に変えて授業をやっている

現状がございます。今回の部分につきましては、今後とも学校の意見をいただきなが

ら、できる限りの整備は進めたいと思っているのですが、多目的教室等につきまして

は、４年前、平成29年に大城小は一回増築をしております。現在そこの部分は普通教

室として使っているんですが、そこの部分については多目的室でも使えるような整備

をさせていただいています。 

 今、学校との意見交換の中では、今回４教室を整備させていただくことになります

ので、それができれば、29年に増築したスペースで多目的室に戻せるところがあるん

じゃないかなと考えておりますので、そちらのほうはまた詳しく、学校の限りあるス

ペースになりますので全てできるとは限りませんが、考えていきたいと思っておりま

す。 

 あと、もう一つ御意見でありました、音楽室に限らず特別教室のスペースなんです
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が、そちらについては、今、委員さんの御指摘のとおり、学校によってスペースの大

きさに差がございます。ですから、基本的にそちらのほうも大体学校の基準上で合わ

せて、要するに平準化していく必要があるのではないかと考えておりますので、そち

らのほうについては現状の内容を把握したところでございますから、今後は学校とも

協議しながら方針を定めていきたいと考えております。 

○教育政策課係長 

 係長の今田と申します。一点だけ補足をしたいと思います。 

 大城中の特別教室が狭いというお話をお聞きしました。こちらにつきましては、平

成28年度と29年度の２か年で改修の工事を行っております。特別教室も含めて内部は

改修しておりますけれども、その際においても、学校側といろいろ使用の状況につい

てお伺いして改修を行ったところでございます。その時点でもそうですし、現時点で

も、使用上いろいろ狭くて困っているんだというお声が、すみません、今のところ届

いていない状況ではあって、再度聞き取り等を行って、いや、なかなか不都合がある

んだというお話がもしありましたら、また今後につなげていきたいと思っております。 

 現時点では、そのようなお声が直接は来ていないような状況であることだけお伝え

しておきます。 

 以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○髙木委員 

 学校から上がってこないんじゃなくて、学校の教員からは、これを改造とか改築と

いう意見は出てこない。そこまでの意識はないと思います。 

 現に、小さいことを言いますけど、私、大野中におりましたけど、音楽室に、大き

な楽器が入らないんですよ、ドアを外さないと。そういう現状なんです。それに対し

て、当たり前なんだという意識があるんですよ、学校の先生には。子どもたちにも。

だから、ドアのスペースが、ちょっと広かったら、大きなティンパニーなんかも運べ

るんですけど、ドアを外さないと置けない。普通なら、がらっと開けて入れますよね。

しかし、学校の教員というのは、今の先生方じゃないんですけど、「ああ、こういう施

設なんだな」というのがあって、これを改築というのまでは意識はないと思います。

そこまでずっと見ている校長先生もいないと思います。私もそうでした。ですので、

今言われました校長先生に対するヒアリングは大切なことだろうと思います。私も一
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教諭の時代、平野中で音楽室を階段にしてくれと言いました。しかし、通りませんで

した、当時。だから、それでやるしかないと。 

 できればでいいです。その辺で御配慮をお願いしたいなと思っております。 

 以上です。 

○教育政策課長 

 できる限り御意見を伺いながら頑張ってまいります。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。ほかに。 

○髙野委員 

 関連してよろしいですか。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○髙野委員 

 すみませんね。６月に学校訪問をして現状を見たばっかりなものですから、大城小

学校についてお尋ねしたいんですけど。 

 今回、増築によって４教室増やされるわけですけど、今、音楽室を普通教室に潰し

ている状態で４教室増やして、この令和７年度まで増えるかもしれないという児童数

を収容できるというお見込みで４教室という結論ですね。 

○教育政策課長 

 はい。 

○髙野委員 

 結構です。 

○議長（井本市長） 

 いいですか。 

 どうぞ。 

○山口委員 

 関連したお話なんですけれども、先ほど大城小以外は上限数対応できるというお話

だったんですけども、私も大野小学校のランドセルクラブのコーディネーターもやっ

ているので、大野小のことは少しばかり分かっているつもりですけれども、特別教室

を潰して教室にしたら対応できるというお見立てということですか。 

○議長（井本市長） 
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 どうぞ。 

○教育政策課長 

 現行の特別支援教室も残したまま、普通教室としては対応できると考えております。

ただ、特別支援教室の確保につきまして、先ほど御説明させていただいたとおり、対

象の児童の方が増えている状況にあることと、詳しく申しますと、障がいによって必

要とする面積も少しずつ変わってまいりますので、少し特別支援教室が増える状態に

もありますので、そういったことを考慮しながら上限を確認はさせていただいており

ます。 

 ですが、今の状況でしたら、何とか令和７年度までは頑張っていけるんじゃないか

ということで考えております。 

○山口委員 

 大野小学校は今、多分998名、ちょっと前に1,000人いきまして、去年使っていたフ

リーの教室が特別支援教室になったりしています。ランドセルクラブは、今そういう

空き教室というか、特別教室を使わせてもらっているんですね、家庭科室とか音楽室

とかパソコン室とか。そういった教室もちょっと足りない状況で、ランドセルクラブ

に関しては希望者全員を受け入れることができなかったんですね。抽選で落ちた子ど

もがいるというような現状があって、大野小学校に限っては、果たして上限数に対応

できるのかなというのがちょっと納得ができない状況です。 

 児童数も増えるということで、教室が足りない足りないと先生もおっしゃっていて、

結局そうやって自由に使える教室をどんどん削っている状況で、例えば算数の授業で、

授業中にちょっと支援というか、別に教えたほうがいい子たちを別の教室で分かれて

勉強するとか、そういった形で自由に使える教室がどんどん少なくなっていっていま

して、とても先ほど言われた上限数で対応できるということが、果たしてどうなのか

なというのを大野小に限っては感じた状況です。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ答えてください。 

○教育政策課長 

 御意見ありがとうございます。 

 今、確かに私が申し上げたのは、普通教室の確保と特別支援教室の確保、そういっ

たものを兼ね合わせて、先ほど申し上げたように、県に提出している児童数の推計の

中から算出した数字でございます。 
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 今、山口委員がおっしゃった内容の放課後の児童生徒の部分でありますとか、そう

いった部分についても対象児童が増えてきていて、学校の施設内を使うことにつきま

しても、なかなか普通教室では使いづらかったりといった御意見もいただいておりま

すので、そういったことも含めて、今後は教育委員会一体となって、内容については

もっと精査して、先ほど髙木委員からもありましたように、多目的に使える教室であ

りますとか、そういったものを導入していくとか、そういったことも考えながら整備

を進めていきたいと考えております。 

○山口委員 

 ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 ほかにありますか。 

 はい、どうぞ。 

○梶原委員 

 何年か前に視察に行ったときに、廊下を広くすることで、ホールというか特別教室

のように使っている学校があったので、もし今から先に設計をするときは、そういう

工夫ができないかどうかをちょっと検討していただいて。 

 普通教室は普通教室としての機能が必要でしょうし、教室数を増やすとすると特別

教室を増やすのも大変なので、特別教室として廊下のホールみたいな感じのところを

使えるようにすれば、一教室増やすよりも廊下の部分を使えて、スペース的に有効に

使えるんじゃないかなというのがあったので、もし検討ができるんだったらそういう

ふうにしていっていただけたらいいなと思います。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○教育政策課長 

 御意見ありがとうございます。 

 現在、大野城市の小学校でも、そういった使い方はしていないんですけど、月の浦

小学校につきましては、教室までずっと廊下を挟んでおりますところについては、可

動式といいますか、取り外して使えるようにとか、そういった設計を行った学校もご

ざいます。ですが、一応学校の御意見とかを私が聞いた限りでは、そこを外してしま

うとどうしても冷房効率とか暖房効率とかが悪かったり、そういったことがあるらし

くて、正直申し上げて、あまり積極的にそういった部分で活用されているということ
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はございません。 

 ですが、活用の方法としては、先ほどから申し上げているように、普通教室だけで

はなくて、ユーティリティーに、例えば間仕切りを可動できるようにするとか、今後

の整備のときに考えていく上で、多目的に使えるスペースを増やしていく必要がある

んではないかなとは考えておりますので、そちらについては改修の時期に合わせて整

備のほうを検討させていただければと思っております。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。 

 はい、どうぞ。 

○松本委員 

 ３ページの第２の上のほうですね。よく見ますと、極端に生徒数が少ない学校はあ

りますよね。例えば下大利小、本当にすごく少ないです。それで、将来にわたってこ

の学校は閉鎖されることもあり得ると思いますけど、その辺はいかがお考えですか。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○教育政策課長 

 学校ごとに児童数が違うということに関しては、教育委員会としても、市長からの

指示としましてもいただいているところでございます。 

 特に下大利小については、今、松本委員が御指摘のとおり、少ない状況にございま

す。下大利小の児童数については、こういった状況もありまして、白木原５丁目の大

野小の校区のところを選択制にして、下大利小の児童数の増加につながるような施策

もしたところでございますが、なかなかそこまで大きな効果は得られていないという

状況にはなっております。 

 ただ、下大利小の校区につきましても、御存知のように下大利駅の近くで、今後人

口が増加する要素となるような、例えば団地でありますとか、あと高層マンションが

建ちそうなスペースでありますとか、そういったところをまだ抱えておりますので、

そういったところの今後の動向もしっかり確認しながら、下大利小学校に限らずです

が、小学校の児童の在り方等については考えていきたいと思っております。 

○松本委員 

 はい、分かりました。 

○議長（井本市長） 
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 よろしいですか。 

 教育長、何かありますか。 

○伊藤教育長 

 いえ、ございません。 

○議長（井本市長） 

 遠慮されんでいいですよ。 

○伊藤教育長 

 はい。 

○議長（井本市長） 

 副市長は、いいですか、何か。 

○毛利副市長 

 はい。 

○議長（井本市長） 

 相当各論に入ってきましたので、具体的な教室の数とか教室の在り方等について、

いろいろな御指摘をいただきました。どうぞ御遠慮なく、教育委員会の開催の折に、

どうぞまたこの先の各論については詰めていただきたいなと思います。 

 私も相当問題意識を持っております。子どもたちの、要するに生徒数・児童数が今

後どうなるのかということをある程度概定をしながら、これを地域別に予測を立てて、

これは学校施設だけではなくて高齢者施設等々も含めて、今後どう再編をしていくの

か、学校の在り方、地域の中での学校の在り方、避難所等の利用もありますし、そう

いうものも研究をしていかなければならない、研究段階より前に進めていかなければ

ならないと思っております。 

 35人学級については懸案でしたので、いろいろな環境条件の中で決断をいただいて、

中教審のほうでも議論されていますね。一方で議論してあるのはデジタル化です。35

人学級の問題、これは先生の質の問題とか。相当、今、臨時の先生が多いんです、全

国で。だから、これは財務省との格闘をやってますね、文科省が。先生が足りない、

人気が若干なくなってきた、わいせつ教員がいる、いろいろな状況の中で質をどう高

めていくのか、そして、デジタルは間違いなく普及しますから、子どもたちが自由に

デジタル機材を駆使してやれるような指導ができるかどうか、この質を上げていく。

一方で、老朽化した施設なり、人口の偏在によって、先ほどあったような話で再編等

も一方で考えなければならないときがあろうかと思います。 
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 私が市長になってすぐ再編を取り扱ったんですけれども、いろいろな議論があって、

さっき言った白木原５丁目が選択制になったり、幾つか前に進みましたけども、地域

からの根強い反対が相当あります。これは、地理的な要因ではないんです。お父様、

お母様、兄弟、自分の学校に行かせたい、自分が卒業した学校に行かせたい、自分の

母校に子どもを行かせたいとか、そういう意見もありましたね。地域の人たちも、そ

れこそ地域の学校という、そういうものもありました。 

 限られた教育予算の中で、今、大野城市、三百数十億、まあ三百億として、教育予

算が相当大きくなってきております。以前から少し大きくはなってきていますけれど

も、デジタル、緊急に必要なお金が教育委員会にいっております。ですから、その教

育施策の中で優先順位をどう決めていくかと。先生の質を優先するのか、道具を優先

するのか、施設全体のハコをどうするのかというものを、もうやっていますが、間違

いなく議論をしていかなければならない。教育委員会は教育委員会としての御要望を

ぜひ上げてください。現地を見ていただいて、声を聞いていただいて、出していただ

ければと思っております。そういった意味で、吉富教育長とはいろいろ議論をさせて

いただいてよかったなと思っています。伊藤教育長はまたさらに具体的なことを知っ

てあるんで、これはなかなか手ごわいぞとは思いますけど、仲良く一生懸命議論をお

願いしたいということで。 

 よろしいですか、勝手に一方的にしゃべりましたけども。 

 そういう問題意識を持ってやっておりますので、どうぞ、これからもお力添えいた

だきますようよろしくお願いします。 

 では、次の議題にいきます。 

 それでは、次に（２）大野城市子ども家庭総合支援拠点の設置についてを議題とい

たします。 

（説明員交代） 

○議長（井本市長） 

 それでは、準備ができましたので、こども健康課のほうから説明をお願いします。 

○こども健康課長 

 おはようございます。こども健康課長の賀村でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 いつも本市の児童福祉行政に御理解と御支援を賜りまして心から感謝申し上げます。 

 本日は、令和３年４月１日に設置いたしました、子ども家庭総合支援拠点について
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御報告をいたします。 

 昨今、コロナ禍により世界中の暮らしが一変いたしました。私たちが対応する親子

の世界も、安全安心が大きく揺らいでおります。後ほど係長の小柳が御報告いたしま

すが、２月に篠栗町と飯塚市の事件が福岡県で公表されて以降、本市におきましても、

子育て不安やＤＶ、子どもの虐待問題など、子どもに関する相談が例年以上に増加し

ております。 

 大野城市に住む全ての子どもたちは、私たち大人の未来でもあり、宝でもございま

す。このまちだからできる、お互いの顔がつながりやすいよさを生かしまして、今後

も教育委員会の皆様との連携を生かし、子どもの命と人権を守る行政の最後のとりで

として、組織で対応できる体制をつくってまいりたいと考えております。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○こども健康課係長 

おはようございます。こども健康課こども家庭担当の小柳です。本日は、令和３年

４月１日にこども健康課こども家庭担当に設置しました「大野城市子ども家庭総合支

援拠点」について、ご報告いたします。 

はじめに、配布資料の確認をお願いいたします。説明資料の一枚目は、大野城市子

ども家庭総合支援拠点の設置について、本日の説明内容を要約したものになります。

国の現状や市の現状及び課題、大野城市子ども家庭総合支援拠点の内容について記載

させていただいております。私からは、次のページのパワーポイント資料を用いて説

明させていただきます。 

まず、子どもをとりまく背景と国の動向についてご説明します。全国的に、児童相

談所の児童虐待対応件数は年々増加しています。そのため、国は、平成28年５月に児

童福祉法等の一部を改正し、市町村は、子ども家庭総合支援拠点の整備に努めること

とされました。国は、令和４年度までに全市町村への設置を目指しており、令和３年

４月１日時点の福岡県内の設置済み市町村は、本市を含み19の市町村となっておりま

す。 

次に、本市の児童虐待対応の状況についてお話しします。このグラフは、平成18年

度から、令和２年度末までの、子ども相談センターにおける対応件数のグラフです。

虐待対応延べ件数でみますと、この14年間で、約27.5倍増加しています。 

次のグラフは、子ども相談センターの令和元年度の対象年齢別対応件数のグラフで

す。乳幼児と小学生の割合がそれぞれ約４割となっております。 
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次のグラフは、令和元年度の子ども相談センターと市内保育施設との連携実績につ

いてのグラフです。令和元年度、連携実績がある保育施設は、約半数となっておりま

す。今後は、対応件数の約４割を占める、乳幼児が多く所属する保育施設との連携強

化も必要と考えております。 

これまでの本市における取り組みとしましては、平成19年度に、「要保護児童対策

地域協議会」略して「要対協」を設置、平成21年度に、児童福祉部門と保健部門がひ

とつになった「こども部」を設置、平成31年度に、こども健康課母子保健担当に「大

野城市子育て世代包括支援センター」を設置し、妊娠期からの切れ目ない効果的な子

育て支援体制を整備してきました。 

しかし、冒頭のグラフでお示ししましたように、児童虐待は右肩上がりに増加して

いるため、今後も更なる取り組みが必要です。本市においては、子ども家庭総合支援

拠点に必要な、職員体制は既に整っていることから、令和３年４月１日に、こども健

康課こども家庭担当に、拠点を設置いたしました。職員体制は、現行のこども家庭担

当の職員が拠点職員を兼務しております。 

子ども家庭総合支援拠点の業務内容は四つございます。18歳までのすべての子ども

とその家庭及び妊産婦等を対象に、関係機関と連携しながら、子育てに関する相談や

児童虐待への対応を行います。これらの業務は既に実施しており、さらなる充実を図

るために、関係機関と連携強化を図ってまいります。 

今年度の具体的な取り組みとしましては、３点ございます。１点目は、児童虐待へ

の正しい知識と早期発見早期対応についての周知を図るため、「大野城市児童虐待対

応の手引き」を作成し、関係機関へ配布いたします。２点目は、要保護児童対策地域

協議会についての周知や連携強化を図るため、市内小中高等学校に加え、市内保育施

設へ訪問します。３点目は、児童情報の一元管理と虐待・相談への迅速な対応を行う

ため、現在使用している児童相談システムを更新し、引き続き新システムを活用した

児童情報の管理を行ないます。 

２点目の、小中高等学校及び保育施設への訪問につきましては、緊急事態宣言によ

り、若干計画から遅れておりますが、学校等のご都合を伺いながら、調整させていた

だきたいと考えております。今後の学校訪問では、「大野城市児童虐待対応の手引

き」を使用して、本市の児童虐待対応の体制や、具体的な対応について説明を行い、

関係機関との連携強化に努めてまいります。 

これは、大野城市子ども家庭総合支援拠点と関係機関のイメージ図になります。こ
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ども健康課内にある「子育て世代包括支援センター」と妊娠期からの予防的な支援を

一体的に実施し、一方、子どもの命と人権に関わるようなリスクの高い、より専門的

な支援が必要な場合には、福岡児童相談所と連携して対応するなど、関係機関と連携

しながら、児童虐待の予防から発生時の対応まで行なってまいります。 

最後になりますが、未来ある子ども達のために、子どもの命と人権を守るために、

行政の最後のとりでとして、教育委員会をはじめ関係機関と連携して取り組んでまい

りますので、よろしくお願いいたします。 

これで説明を終わります。ご静聴ありがとうございました。 

○議長（井本市長） 

 それでは、この議題についても報告でありますけども、どうぞ御遠慮なく、質問が

ありましたらお願いをいたします。 

 梶原さん、どうぞ。 

○梶原委員 

 先ほどの総合支援拠点の具体的な取組、５ページのところの説明で、上の段の②の

ところの市内保育施設への訪問がコロナのことで遅れているという御説明だったんで

すけど、今、コロナのせいで保護者の方がいろいろ精神的に負担を抱えてあったりす

るのをよく聞くので、こういう時期だからこそ頑張って早くそれをやって、連携を早

くできるようにしてほしいなと思いました。要請です。よろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 いいですか。どうぞ。 

○こども健康課長 

 市内保育施設で、特に気になるお子様がいらっしゃる場合は、事前にこの訪問とは

別に、その都度その都度、保育園の園長先生、それから関連施設の先生方とは御連絡

を取らせていただいております。もちろん保護者の方にも十分な御支援ができるよう

に、私どもでサポートさせていただいているところです。 

 御意見ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 よろしいですか。 

 ほかにどうぞ。髙野委員。 

○髙野委員 

 児童虐待の事件を見ますと、悲惨なのは、表に出てこないで、子どもたちの変化を
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周りの大人が察知できずに見過ごして悲惨な結果になってしまう。その辺の手だてと

いうのは、どのような形で集約できるようなシステムになっているのでしょうか。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○こども健康課長 

 御意見ありがとうございます。 

 大野城市は、資料の６ページにもございますように、福岡県内に先駆けまして、こ

ども部というのを平成21年度に設置をしております。そこから、教育委員会はもちろ

んのこと、妊娠期、そして18歳までの子どもたちの御相談を、児童福祉部門、それか

ら母子保健部門と教育委員会等と密な連携を取らせていただいておりましたので、子

どもたちが気になるという情報も、もともと要保護児童対策地域協議会のほうに御連

絡が行くようにシステム的にはなっており、早い段階で私どものほうと連携を取らせ

ていただいているという状況でございます。 

 御意見ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○山口委員 

 すみません、単純な質問なんですけれども、３ページの児童虐待対応の状況という

ところで対応件数が増えているということなんですけれども、この対応というのは、

相談があったりする件数なのか、どこかで発覚した件数なのか、その辺について。 

○こども健康課長 

 御意見ありがとうございます。 

 詳しいところは係長のほうから、具体的な事案等をまとめたものがございますので、

報告をさせていただきます。 

○こども健康課係長 

 御質問ありがとうございます。 

 対応延べ件数の内容ですけれども、先ほどお話しいたしましたように、虐待の連絡、

通告とか相談というのももちろん含まれておりますし、それによって関係機関と連携

した件数もこの対応件数には含まれている形になります。よろしいでしょうか。 

○議長（井本市長） 



 20 

 よろしいですか。 

○山口委員 

 はい。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。どうぞ。 

○松本委員 

 ２ページの表を見ると、対応延べ件数はすごい多いですね。２万307件と。これは一

日というか、多い日でどのくらいあるんですか。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○こども健康課係長 

 御質問ありがとうございます。 

 一日で何件ほど件数があるかということですね。そうですね、一日に１件のときも

ないときもありますけれども、虐待の通告としては、全然ない日ももちろんあります

けれども、あるときは２件とかのこともありますし、あとは、対応の件数ですので、

関係機関と連携というところで、関係機関との連絡調整とかでは毎日随時、何十件と

しているような状況にはございます。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○松本委員 

 これに対応される民生委員とか児童委員、小中学校、保健所とかいろいろあります

けど、これは大体、市として何人ぐらいおられるんですか。 

○議長（井本市長） 

 分かりますか。 

○こども健康課係長 

 御質問ありがとうございます。 

 こちらの要対協の職員の体制ということでよろしいでしょうか。 

○松本委員 

 はい。 

○こども健康課係長 

 こども家庭担当職員としましては、課長以下、私係長含めて職員が４名と、子ども
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相談センターの相談員６名で対応させていただいております。 

○松本委員 

 これで大体十分に当たられるわけですね。その問題というか、児童虐待に関連して。

大丈夫ですね。大変なように見えますけど。 

○こども健康課係長 

 そうですね、年々対応件数が増えていくことに伴いまして、相談員の数も、以前は

４名だったところを５名にして、そして昨年度６名にということで増員していただき

まして、それで対応しているところでございます。 

○松本委員 

 大きな問題にならないように、頑張ってください。 

○こども健康課係長 

 ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 これは毎月報告が私のところまで上がってきていますけど、相当増えてきています。

増えていることは間違いない。内容は様々であるということですね。それぞれの家庭

なり、子どもさんによって違うということですね。だから、相談員の方の持っておら

れる件数はとっても多いですよ。 

 教育委員会の中でもセンターのほうでやっていただいていますけども、オーバーラ

ップしている部門がずいぶんありまして、相当密に連携を取ってもらっているなとい

う感じはしますね。報告書を一回読んでもらっていいと思いますけど。 

 子どもだけの問題だけではなくて、家庭なり御両親なり、おじいちゃん、おばあち

ゃんなりも含めた形で、あるいは地域の方も含めて子どもをどう守っていくのか。あ

るいは、子どもだけではなくて、兄弟の中でのありよう等も含めて、奮闘してもらっ

ているなという感じはしますけども。もっともっと頑張るべきところの分野ではない

かと思っております。個人的な所感です。 

 どうぞ。ほかに。 

○伊藤教育長 

 説明ありがとうございます。 

 学校が児童虐待等の兆候を確認したときに、躊躇なく連絡、相談ができるというシ

ステムがとにかく一番重要だと思っています。そういう意味で、大野城市は要対協が

受皿となって進めていただいて、私も校長のときに助かった思い出があります。 
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 それで確認ですけれども、学校がそういうものを認識したとき、ちょっと小耳に挟

んだぐらいな状態のときに、その情報を発信していくシステムは今までと変わらない

ようなことになっているのでしょうか。学校で今の認識はどのようになっているので

しょうか。お願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 学校側がということですね。 

○伊藤教育長 

 はい。学校側がです。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○こども健康課長 

 基本的には、今までと何ら変わりはございません。 

○伊藤教育長 

 今までどおり、こども健康課のほうに一報を、学校がこういうことが気になってい

ますけどという形で入れるという形ですか。 

○こども健康課長 

 はい。学校訪問のほうが若干予定より遅れているんですけども、早速、来週、要対

協のほうと事務局の係長と連絡をさせていただいて、中学校、小学校、順に７月、来

週月曜日から回らせていただくようにしています。 

 もちろん既に児童相談所等と連絡をしないといけない事例については、既に個別に

は対応させていただいておりますので、今までと何ら変わらない形で連携はさせてい

ただきたいと思っております。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○伊藤教育長 

 ありがとうございます。 

 教育委員会として、学校で、「ああ、あのとき思ったんだよね」という後悔のないよ

うに、やはり担任一人一人がきちんと流れ、仕組みを理解した上ですぐに行動ができ

るのが一番大事だと思いますので、その点について教育委員会でもしっかり理解をし

て、学校に周知を図って、「あ、心配、杞憂でよかったね」と言える状態で収まれるよ

うに努力していきたいと思っています。 
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○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○こども健康課長 

 ありがとうございます。 

 係長からも説明をいたしましたけれども、明文化できていない部分もございました

ので、今回、「大野城市児童虐待対応の手引き」ということで、こういうものを作らせ

ていただいております。この分を関係する学校等には配付をさせていただいて、使用

方法について明文化しておりますので、具体的なところも併せて御説明をさせていた

だいて、学校の先生方が御不安のないような形で運営していきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○伊藤教育長 

 教育委員にも配っていただけますかね。 

○こども健康課長 

 後ほど配付をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。髙木委員、ないですか。いいですか。 

○髙木委員 

 これは本当に体力を使いますよね。私も退職した後、不登校でいろいろ関わらせて

いただきました。体力が要ります。そして勤務時間外にもなりますよね。ものすごく

体力勝負ですので、どうぞ健康に留意されてください。もうそこだけです。 

 子どもに罪はないんですよ。でも、そういう姿勢を見せると、成人して、明るい話

題も来るんですよ。嬉しいですよね。それはもう携われた人しか分からんですよね。

どうぞ頑張ってください。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○こども健康課長 

 髙木委員とは、実際、実務も御一緒させていただきまして、本当に学校現場で、そ

して地域の方の連携姿勢とかも私どもが学ばせていただきました。私どもはまだまだ

未熟でございますので、先生方、委員さんのお力をいただきまして、健康に留意して

頑張っていきたいと思いますので、どうぞ御協力をよろしくお願いいたします。 

○議長（井本市長） 
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 じゃあ、よろしいでしょうか。この件については。 

○議長（井本市長） 

 それでは、この議題については終了とさせていただきます。御苦労さまでした。 

 それでは、その他に移ります。 

 その他について何かありますでしょうか。 

 はい、どうぞ。髙野委員。 

○髙野委員 

 すみません、今日の議題とは外れますけど、ワクチンの優先接種、教職員の優先接

種は今どのような進捗状況なのか。接種開始がいつ頃なのかということについて、ど

なたか担当部局の方、御存じの方いらっしゃれば。 

○議長（井本市長） 

 担当を呼んでもいいんですけど、副市長が知ってある範囲で。 

○毛利副市長 

 教育委員さんのということですか。 

○髙野委員 

 いや、教職員。 

○毛利副市長 

 教職員につきましては、県が設置しております集団接種会場で当初優先接種をする

予定で進めておったんですけれども、県のほうがまだはっきり会場を決め切っており

ませんので、うちのほうの筑紫医師会と協議をさせていただいて、基幹病院、大きな

病院ですけど、基幹病院で接種していただく形で調整がつきましたので、近日中には

御連絡をさせていただける状況になっておると所管のほうからは聞いています。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○髙野委員 

 教育委員会としての話とは別になります。 

 この優先接種を期待して、職域接種を断って、こっちのほうが早いかもしれないと

いう期待で断った方も結構いらっしゃるみたいなんです。これは現役の消防団員なん

ですけど。そこからそういった話も聞いています。よかったら早くホームページとか

でそういった進捗状況を公開してあげたほうがよろしいかと。 

○毛利副市長 
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 一応調整はついておると聞いておりますので、早くお知らせをして。一般の方への

接種券の送付が今日、大野城市は予定しています。週明けにお手元に届く予定になっ

ていると思います。 

 教職員の方とか消防団の方の優先接種については、接種券がない状況でも対応でき

る形で処理をさせていただくようにしておりますので、できるだけ早くお知らせでき

るようにしてまいりたいと思います。 

○髙野委員 

 ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。何でもいいですよ。 

○議長（井本市長） 

 それでは、以上を持ちまして議題を終了させていただきます。 

 それでは、事務局のほうに進行を戻しますので、議長としての進行は終了させてい

ただきます。御協力ありがとうございました。 

○自治戦略課長 

 井本市長、進行ありがとうございました。また、教育委員の皆様、たくさんの御意

見ありがとうございました。 

 以上をもちまして会議の全行程が終了となります。 

 それでは最後に、第１回大野城市総合教育会議の閉会に当たり、井本市長より御挨

拶をお願いいたします。 

○井本市長 

 どうもありがとうございました。 

 命に関わるいろいろな問題が国内で指摘されたりしておりますので、これからも総

合教育会議の役割はとても大きくなっていくなと思います。 

 先ほど紹介がありましたように、できるだけ早めに手を打とうということで、２番

目の議題については、こども部を設置したのがほぼ10年前であります。十数年になり

ますね。これは、やはり現場のほうから上がってくる声がこちらに響いてくると、そ

ういうのが実現をします。職員のみんなが使命感を持っていろいろな提言をしてくれ

ると、じゃあやってみようということになりまして、いろいろな問題がそういうこと

で前に進んでいると思っております。 

 教育委員会については、やはり委員の皆様方のいろいろな御指摘をいただきながら、



 26 

教育委員会全体で問題を把握して解決策を練っていく。あるいは教育委員会だけでは

なくて、こういう総合教育会議の中で、市長部局なりほかの部署もいつでもはせ参じ

てまいりますので、問題の共有化、見える化をぜひしていきたいなと思います。 

 これからもお力添えを賜りますようによろしくお願いいたします。今日はどうもあ

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、第１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。 

 


