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令和２年度第３回大野城市総合教育会議会議録 

 

日時：令和３年３月24日（水）10時00分～11時30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。それでは、ただいまから令和２年度第３回の大野城市

総合教育会議を始めさせていただきます。 

 私は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。 

 では、開会に際し、まず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。 

 次第のほうをお願いいたします。本日の議題は３件となっております。「指導者用デ

ジタル教科書及び大型提示装置の活用について」、それと「青少年の居場所について」、

それと「大野城心のふるさと館学校連携事業の実施について」の３件となっておりま

す。 

 本日の会議には傍聴者の方はいらっしゃいませんけれども、議題につきましては非

公開とすべき理由がないことから、本日の会議録につきましては公開とさせていただ

きます。 

 本日の配付資料は、事前にお配りをしております資料と、本日机の上に置いており

ます国語の教科書と算数の教科書が二つ、それと、図画工作の教科書の四つが置いて

ありますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、まず初めに、井本市長からご挨拶をお願いいたします。市長、よろしく

お願いします。 

○井本市長 

 おはようございます。 

 令和２年度３回目になりますけれども、大野城市総合教育会議をただいまから開催

をさせていただきたいと思います。 

 令和２年度は、感染症対策をしながらの事業の実施、そして休業もありまして、休

業の措置など、新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守るために教育現場に多

くの協力をいただきました。学校でクラスターは発生をいたしませんでした。教育現
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場のご協力に改めて感謝を申し上げたいと思います。 

 卒業式は、去年はお呼びがなかったんですけれども、今年は縮小をして、それぞれ

工夫をされながら、私も出席をさせていただきました。教育委員の皆様にも大体うち

そろって来ていただいたり、いろいろご苦労をおかけしておりますけれども、今年は

手分けをして回っていただいたように聞いております。例年と違った緊張感があって、

喜び、感謝、別れの辛さ、そういうものをひしひしと感じるとてもいい卒業式を小学

校も中学校も実施いただきました。 

 高校の入試もみんな受けることができましたし、結果はどうであれ、そういうチャ

ンスを全ての生徒諸君がいただけたということ、周りの皆さんに感謝を申し上げたい

というふうに思います。今日は修了式の当日になっておりますけれども、今から春休

みに入るわけであります。 

 今日の議題についてですけれども、現在、大型提示装置等の設置等々、学校教育で

ＩＣＴ機器を利活用するための環境整備を進めております。学校でのＩＣＴ機器の導

入内容や効果などを教育部からまず報告をしていただきます。 

 議題の２番目は、２月１日にオープンをしました青少年の居場所、ユープレといい

ますけれども、ＹＯＵＴＨ ＰＬＡＣＥ――青年たちが集まる場所ということですけ

れども、こども部から報告をしていただきます。 

 ３番目は、大野城心のふるさと館での学校連携事業について実施報告をしていただ

きたいと思います。コロナ禍の中で大変ご苦労されたと思いますけれども、大野城心

のふるさと館もしっかり頑張っておるようでありますので、報告をお伺いしたいと思

います。 

 今年度も年度末を迎えまして、令和３年度に向けた準備が進められております。令

和３年の事業がよりよい形で実施できるように、まずはこの令和２年度をしっかりと

締める、そして令和３年度に向けてスタートする大事な１週間になっておりますけれ

ども、どうか教育委員の今後のお力添えをさらに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。 

○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 

 改めまして、おはようございます。 
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 今日議題を三つ挙げていただいています。地域創造部からは、大野城心のふるさと

館の活用についての議題でございます。例えば、中学校のほうで８番目として事例を

挙げてあります「地域の歴史を探る」、これは総合的な学習の時間に当てるということ

でございますので、大野城市の地域の歴史のどこをどのように切り取って中学校の生

徒たちに見せれば、その後、大野城市の歴史について自分なりにテーマをつくり、意

欲的に大野城市の歴史について調べていくことができるか。どこをどのように切り取

って見せるかといったことで、子どもたちの総合的な意欲が高まってまいります。 

 小学校のほうも、あらかじめ歴史的な事象のここをこのように切り取れば、子ども

たちの以後の歴史の学習意欲が高まるかといったことではありませんけれども、事前

にそのような話合いがなされて、子どもたちの意欲をかき立てることになっているの

だろうと思って、大変ありがたく、子どもたちの意欲的で一人一人の主体的な活動を

保証するための手がかりを与えているという意味で大変ありがたいと思っています。 

 それと同じように、例えば中央教育審議会――中教審というところからは、ポスト

コロナということで中間報告がなされています。特にポストコロナ段階では、対面指

導か遠隔オンライン教育か、どちらか一方を選ぶのではなく、発達段階に応じてそれ

らを適切に組み合わせて使いこなすハイブリッド化をすることで、個別最適な学びと

協働的な学びを展開することが必要と述べています。 

 今日、大型提示装置などの説明があると思いますが、大型提示装置には、取扱説明

書がついていて、あらかじめ何年生のここにこれをこのように使ったら効果的になり

ますよということは書いてありませんので、今からそういう事例をできるだけたくさ

ん積み上げていきながら、教育課程化していくという作業が必要になるだろうと思っ

ています。 

 そのように、組み合わせて子どもたちの意欲的な活動をしっかりと、私たちの目の

前につくっていくという意味でのご提案が今日あるものと思っておりますので、本当

に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、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 よろしくお願いいたします。それでは、２番目の議題のほうに入らせていただきた
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いと思います。 

 まず、「（１）指導者用デジタル教科書及び大型提示装置の活用について」を議題と

いたします。所管部から説明をお願いいたします。教育部、どうぞ。 

○教育振興課長 

 皆さん、おはようございます。教育部教育振興課長の千葉と申します。 

本市におきましては、国のＧＩＧＡスクール構想に基づきまして、小中学校の児童

生徒に対し、1 人 1 台タブレットの整備、また、校内無線ネットワークの整備を進め

ておりまして、今月その整備を終えたばかりであります。本日は、「指導者用デジタル

教科書及び大型提示装置の活用について」と題しまして、昨年 11 月に、１人１台タブ

レットに先駆けて導入しました、小学校の指導者用デジタル教科書、中学校につきま

しては、令和３年度に新学習要領が実施になりますので、令和３年度に導入の予定で

あります、それと、小中学校に導入いたしました大型提示装置につきまして、その概

要及び各学校で使用しております活用事例について、本日ご報告させていただきたい

と思います。 

それでは、説明は、担当の副島よりさせていただきます。よろしくお願いします。 

○教育振興課（副島） 

皆さん、おはようございます。教育振興課の副島と申します。本日はよろしくお願

いします。 

それでは、「指導者用デジタル教科書及び大型提示装置の活用について」の報告をさ

せていただきたいと思います。 

今回の次第です。はじめに指導者用デジタル教科書及び大型提示装置の概要をご説

明いたします。次に、指導者用デジタル教科書と大型提示装置を活用した事例として、

授業の様子をご覧いただきます。その際は、お手元に準備しております、教科書もあ

わせてご参照ください。最後に活用のまとめ、そして、さらなる活用を推進していく

ための今後の方策を説明したいと思います。 

はじめに、指導者用デジタル教科書の概要です。まず、デジタル教科書についてで

すが、これは既存の教科書の内容とそれを閲覧するソフトウェアに加え、編集移動、

追加、削除などの基本機能を備えるものを指します。簡単に言うと、紙の教科書がタ

ブレットなどで見ることのできるソフトウェアになったものとなっております。デジ

タル教科書は教師が使用する指導者用と、児童生徒が使用する学習者用に分類されま

す。今回整備した指導者用デジタル教科書は「一斉提示型教材」とも呼ばれており、
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大型提示装置を使って教科書の内容、及び関連する図や写真、動画などを提示して使

用するものとなります。 

指導者用デジタル教科書の主な機能を示しております。機能としては、特に文字や

図、表などの拡大・縮小や、内容に関連する音声や動画の閲覧、画面への罫線や枠な

どの書き込みが挙げられます。これが実際の指導者用デジタル教科書なんですけれど

も、ここに書き込み等もできるというところになります。また、画面の様々な箇所に

ボタンが設置されており、それをクリックすることで、関連する動画や画像、図表な

どをすぐに大きく表示することが出来ます。こういったかたちで、ボタン等をクリッ

クすれば、画像やアニメーションが表示されるという機能もあります。さらに、文字

を見やすくするための白黒反転やルビをふるなど、特別支援学級をはじめ、様々な特

性を持った児童生徒にも対応できるような機能も備えております。 

次に、大型提示装置について説明いたします。大型提示装置はタブレットやパソコ

ンなどを接続して、指導者用デジタル教科書や資料を大きく投影するものになります。 

形状としましては、プロジェクター型とテレビモニター型に分類されます。それぞれ

で、電子黒板機能が付属したものと、提示するのみのものの２種類に分かれます。ち

なみに、本市が昨年 11 月に導入したものとしては、誰もが簡単にすぐに使用できる、

テレビモニター型で提示のみのものになります。なお、電子黒板機能は、専用のペン

などで、提示された画像や画面上に、直接、文字や線、図形などを書き込めるものに

なります。 

大型提示装置の機能としましては、指導者用デジタル教科書やパソコンで作成した

資料を大きく映す、多くの情報を並べて映す、デジタルコンテンツを紙などに一度も

出力せずにそのまま映すことが挙げられます。この結果、児童生徒の興味や関心を引

くことによる理解の深まり、教師の授業準備時間の削減を図ることが出来ます。 

続きまして、大野城市で導入した指導者用デジタル教科書や大型提示装置を活用し

た授業動画をご覧いただきたいと思います。今回は５つの授業を用意しております。

また、動画の中で使用している教科書をお手元に置いております。それぞれの教科書

の対象ページにふせんを貼っておりますので、あわせてご参照いただけると幸いです。 

最初は、小学 1 年生の国語です。内容は「たぬきの糸車」という物語で、物語にで

てくるおかみさんの気持ちを読み取ることを「めあて」としております。教科書は白

と緑色のものです。指導者用デジタル教科書の活用のポイントとしましては、文章に

線や枠を追加し、登場人物の動きや心情を表す「言葉」を確認すること、そして、挿
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絵を拡大し、登場人物の心情や様子を「文章に結びつけて」確認することです。それ

では動画を再生します。ご覧ください。 

このように、先生がタブレットで線を引くことで、今どのようなところを確認して

いるのか、みんなで共有することができます。大切な部分やノートに記録して欲しい

部分は黒板に書くことで、大型提示装置と使い分けをしています。挿絵を大きくし

て、登場人物である「おかみさん」の表情を大きく映しだして、様子を確認していま

す。そのあとには、挿絵の様子を文章に結びつける学習につなげています。 

つづきまして、小学６年生の算数です。内容は「図を使って考えよう」です。教科

書は緑でロケットが描かれているものです。活用のポイントとしては、問題を大きく

提示し、後方まで見えるようにして全員の集中力を高めること、アニメーションを使

って理解を深めていくこと、そして、練習問題やその答えを提示することで、巡回の

時間を多くし、個人指導の機会を増やしています。それでは実際にご覧ください。 

最初に、問題を大きくして、全員が問題に集中するよう指導しています。大切な部

分は線を引くなどして、しっかりと確認をしていきます。問題の内容の理解を深める

ため、答えの予想をみんなでして、その考える様子を確認しながら、さらにアニメー

ションを使って指導をしています。そして、後半は練習問題を解いていきます。練習

問題のポイントを前半で学習した黒板の内容を振り返りながら確認し、理解を深めて

いきます。そして、練習問題について、板書の時間を削減できた分によって、巡回の

時間を多くとることができるため、このように一人ひとりの理解を促していくような

指導をしています。最後に、答えを一瞬で表示させることもできます。 

次の授業は小学４年生の算数です。内容は「表を使って考えよう」です。教科書

は、４年下の紫色の絵の描かれたものです。活用のポイントとしては、教科書の図を

黒板に書き写さず、そのまま提示し活用することで、準備時間を削減していること、

児童生徒が一度、自分なりに考えたあと、全体の場での発表で言葉と図を使うこと

で、説明力を高めるように指導していること、そして、指導者用デジタル教科書の機

能である描画や消去を何度でも行うことで、指導の時間を効率的に使うことです。そ

れではご覧ください。 

この問題は、正方形を並べた「だん」とその「まわりの長さ」との関係を調べてい

く問題です。大型提示装置に表示している図は教科書と同じものを示しています。

今、子どもが発表したことを、先生が入力しているところです。このように、画面に

書き込んだ内容は何度もすぐに修正できるため、効率的に指導ができています。 
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次は、小学５年生の図画工作です。内容は「動きの不思議」で、人の形を大きくと

らえて、動きの表し方を工夫して描くことを「めあて」としています。教科書は一番

大きいサイズの教科書になります。活用のポイントとしては、問題を大きく提示し、

同じ箇所に着目させること、動画や画像を使って様々な動きの様子を確認すること、

スローモーションを使って、瞬間的な動きを確認すること、他者の創作活動の様子を

大型提示装置に投影することになります。ではご覧ください。 

この授業においても、授業の大切な部分は、黒板の方に板書しています。このよう

に、タッチすることで関連する動画をすぐに見ることができます。授業の導入につい

ては、動画や画像を見せて、動きの様子を確認したり、描く内容をイメージさせたり

しています。こちらも、教科書に書いてあるものをすぐに大きく映すことができま

す。授業の途中では、動きの理解をさらに深めるために、インターネットの動画を利

用して確認をしています。タブレットを使い、児童が作品を作成している様子を、大

型提示装置に提示することで、ほかの児童の創作意欲を高めています。 

最後に、大型提示装置を使った授業です。中学２年生の体育です。内容は「ダン

ス」です。動画サイトに掲載されている、全国リズムダンスコンクールの演技を参考

に、各班に分かれて振り付けを考えていきます。活用のポイントとしては、参考演技

を繰り返し確認することで、評価と改善を繰り返す学習指導を構成していること、参

考演技等を参考にして、自由演技の構成を意欲的に検討させていることです。ではご

覧ください。 

大型提示装置を体育館に持ってきて、動画を参照しながら練習をしています。今回

のダンスは、規定の振り付けと自由にできる振り付けを設定しています。このこと

で、時間内で効率的に学習を進めることが出来ます。 

今回は５つの授業を紹介しました。同じ拡大という機能だけでも、教科や目的に応

じて、様子や気持ちをくみとったり、問題を深く理解したりするなど、様々な効果を

期待できます。 

また、指導者用デジタル教科書と大型提示装置、さらにタブレットを連携させるこ

とで様々な表現で指導をすることができます。今後さらに活用を推進していくため

に、次のような方策をとっていきます。まずは実践事例の蓄積と教員全体への共有で

す。１つの単元であっても、どのような場面で活用すると効果的か、ということを、

今利用している教師から集め、これから利用する教師へ展開していくと、さらに利活

用は伸びていきます。また、多忙な中でも、先生方が容易に事例を蓄積及び共有でき
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るよう、校務支援システム等を活用していきます。 

また、研修の充実も図っていきたいと思います。各校には１名、ＩＣＴ活用推進担

当の教師を配置しています。その教師を中心として校内研修を進めていきます。教育

委員会では学校のつなぎ役として、よい研修内容を他校に広めていきたいと思いま

す。また、本市では各校に月２回、ＩＣＴ支援員を派遣する委託契約を締結していま

す。ＩＣＴ支援員はＩＣＴ機器の操作方法だけでなく、ＩＣＴ機器を活用した授業ノ

ウハウも備えているので、十分に学校のサポートを行っていきたいと思います。 

以上で、教育振興課からの報告を終わります。ご静聴、ありがとうございました。 

○議長（井本市長） 

 指導者用デジタル教科書及び大型提示装置の活用についての説明がありました。た

だいまの説明、これは報告事項でありますけれども、どうぞご質問がありましたら遠

慮なくお願いいたします。どうぞ。 

○松本委員 

 ただいまのＩＣＴ教育について、生徒たちの反応というか、集中力はどんな具合で

すか。 

○教育振興課（副島） 

 先ほど見ていただいたように、授業の各段階で、驚きであったり反応というのは非

常に大きくなったという声はたくさん聞いております。 

○松本委員 

 今後ずっと、今から取り組まなければならない問題がいっぱいあると思いますけれ

ども、学力を高めるためのすごい取組だと思いますので頑張ってください。 

○教育振興課（副島） 

 ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。髙木委員。 

○髙木委員 

 校内研修の中で、研修の充実のところですが、ＩＣＴ活用推進員を各学校に１名、

これは各学校の教職員の中から１名ですね。校務分掌の中できちんと位置づけされて

推進するわけですね。 

○教育振興課（副島） 

 はい、そうです。 
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○髙木委員 

 それと、もう一つ、すみません。支援員ですかね。各学校に派遣してというのは。

あれをもう少し聞かせてもらえませんか。週に何回かとか。 

○教育振興課（副島） 

 今、業者と業務契約をしております。月に２回、いつ行くかは学校と協議の上で訪

問する日を決定しております。その日に１日支援員がサポートに入って、授業の支援

であったり、あとは資料の作成の支援、その辺りを中心としてやってもらっています。 

 支援員もそういった専門の資格があるので、そういった資格を取られた方、また、

それに近い技術、スキルを持っている方が入っております。 

○議長（井本市長） 

 いいですか。はい、どうぞ。 

○髙木委員 

 活用推進員ですかね、各学校に校務分掌で位置づけされて。その先生はずっとＩＣ

Ｔに張りつきじゃないんですよね。やはり担任を持ったり、いろんな校務分掌で就任

をされる方もいらっしゃるかも分かりませんが、そういうことですね。 

○教育振興課（副島） 

 はい、そうですね。担任の先生もいらっしゃれば、担外の先生、教科担任の先生も

いらっしゃいます。 

○髙木委員 

 充実をお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 ほかにありますか。どうぞ。 

○山口委員 

 令和３年度からスタートするということで、現時点でどの程度のスタートできる状

態でしょうか。先生方の研修会だとか。 

○教育振興課（副島） 

 小中学校に大型提示装置、先ほどのモニター型は、おおむね３教室１台程度は入っ

ております。なので、それを使っての活用というのは、もう今でもどんどん進めてお

ります。小学校については、今年度、学習指導要領が改訂されたので、全教科デジタ

ル教科書が入っております。それは、学校内でも研修はもちろんしますし、私どもが

訪問して研修というのも、全校に行って推進している状況です。 
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 なので、もう既に学校では大型提示装置をたくさん活用して、先ほど事例で話した

ように活用をどんどん進めているというような状況になります。 

○山口委員 

 小学校にはよく出入りしていたつもりなんですが、全然自分が知らなかったことも

あって、こんなに進んでいたんだというところが正直な感想です。ハード面がすごく

整ってきているというのは理解できているんですけれども、結局それで授業をしてい

く先生方の指導力というか、そこが多分、今後の一番の課題だと思いましたので。 

○教育振興課（副島） 

 そうですね。そこは、先ほど申しましたように、事例を、こんな動画であったり、

資料とかを今ちょっと集めて、もっとたくさん集まるような仕組みをつくっていきた

いと思いますので、それで全校満遍なく、くまなく指導力が上がるようなつくりをし

ていきたいと思っております。 

○山口委員 

 子どもたちのほうが多分すんなり受け入れることができると思うんですけれども、

私ぐらいの年代になると、すごく大変だと思います。よろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○髙野委員 

 先ほど、１年生は全教室導入ということですか。 

○教育振興課（副島） 

 学校全体でおおむね３クラスに１台ぐらいというところで、先ほど出ましたように、

キャスターで動かせるものなので、使いたい教室でうまく融通し合って活用していた

だいているところです。 

○髙野委員 

 私の聞き間違いかもしれないですけれども、今年度の１年のところには全教室そろ

っているというわけではない。 

○教育振興課（副島） 

 そうですね、学校内で１年生だけでなく、小学校なら１年生から６年生、中学校な

ら１年生から３年生までで、３クラスに１台分をうまく動かして活用していただいて

いるということです。 

○髙野委員 
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 これは今後増やしていく計画ではあるのですか。 

○教育振興課（副島） 

 そうですね、今後はもう少し増やしていきたいとは考えております。 

○髙野委員 

 もう少し？ 

○教育振興課長 

 今の計画では３か年かけて、令和２年度に３分の１入れましたので、令和３年度に

３分の１、最後、令和４年度に残りの３分の１を入れまして、令和４年度には全教室

に１台行き渡るように整備を計画しております。 

○髙野委員 

 それが聞きたかったんです。結構です。 

○議長（井本市長） 

 いいですか。梶原委員、いいですか。どうぞ。 

○梶原委員 

 これは、システムを使いやすく開発していってもらうのがすごく大事ではないかと

思うんです。先生方が１回考えて使われた教材というか、１時間の授業というか、そ

れを各学校に校務支援システムを使って流せるようになり、それをなるべく簡単にア

ップできるようになって、それをなるべく簡単に取り込めるような手順というか、そ

ういうシステムをきちんと整えてもらうのが一番大事かと思います。 

 そこを今されているということでしたので、校務支援システムを見たことがないの

で、どんなふうに先生方が、この授業をしたからアップしようとか、これを取り込も

うとかされるのかがちょっと想像できないのですけど、私たちの生活でも、ユーチュ

ーブとかを見ながら料理してみたりできるようになって、すごく生活が楽になったと

思うので、そういうふうに簡単に先生方が扱えるようなシステムにしてもらいたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 コメントないですか。 

○教育振興課（副島） 

 ありがとうございます。先ほど言われたように、簡単にというところは非常に私た

ちも注視というか、気をつけるべきところかと思っております。先生方にも、ＩＣＴ

のタブレットとかを当てて、使えるスキルを持っている先生となかなかそうでない先
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生もかなりいらっしゃるので、そこら辺は誰でもすぐに簡単にというところで、市内

全体で、希望は全員の先生がすぐに毎日使うというところが一番だと思うので、そう

いった形ですぐ使えるようにですね。データなので共有は紙よりもすぐ簡単にできる

と思うので、その利便性を生かして今後進めていきたいと思っております。 

○梶原委員 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○山口委員 

 学校ごとに、この授業はこういう授業をするとかいう判断をしていいんですか。そ

れとも市である程度枠組みがあるのか。 

○教育振興課（副島） 

 あくまで授業を構成するのは、学校では先生方というところですけれども、やはり

同じ教科書を使って、全校同じ学習指導要領に沿って同じ目的で指導をするので、そ

の辺は共有できるかと思いますので、その辺は教育委員会がつなぎ役として、情報を

横に展開するというところはできるかと思います。 

 あくまで授業をつくり出すのは先生方を中心とすることになるんですけれども、事

例とかを共有して、ああ、こんな授業ができるんだとか。例えば、「たぬきの糸車」で

も、おかみさんの様子を見るところを、こういうこともできるよというところを多く

広めて全校に進めていきたいとは考えております。 

○山口委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 副市長と教育長、何かありますか。どうぞ。 

○吉富教育長 

 今、山口委員のご指摘の点が、条件整備されたこのＩＣＴを最も効果的に活用する

部分になろうかと思いますので、大野城市全体で、各学校に任せずに、ベストプラク

ティス、いい事例を蓄積していくのも教育委員会が率先して進めていこうと思ってい

ます。そして、アクセスさえすれば、いい事例がどんどん各学校で活用できるような、

そのシステムのことをご指摘だろうと思いますので、その辺は進めてまいりたいと思

います。 
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○教育振興課（副島） 

 ありがとうございました。 

○毛利副市長 

 同じような中身ですけども、基本的にハードがきちっと整備をされても、それを活

用できなければ学びの向上にはつながりませんので、しっかり教職員の方の資質の向

上と、あと、子どもたちが１台端末を使っていく授業に今から入っていきますから、

両面から、受け手側、送り手側も含めて、きちっと学習に生かせるような形の環境を

整えていく必要があります。基本的に学校任せでいい部分と、教育委員会としてきち

っと統一的な取扱いをしていかなくてはいけない部分とか、情報共有についても多分

そういったところと思うんですけれども、そこをしっかり切り分けながら、統一すべ

きものはしっかり統一して、いい事例を共有していくというところをしっかりやって

いただきたいと思っています。 

○教育振興課（副島） 

 分かりました。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○梶原委員 

 すみません、もう一つ。これって、お一人の先生がした授業を上げられて、それを

見て活用しました、活用したところの反省点とかいいところとかを双方向でやり取り

ができるような閲覧システムというか、そういうものになるといいと思うんですよね。

なので、そういうコメントが入れられるようなシステムにできていけば、そうして欲

しいと。そのほうが、片方が受け取るだけで、自分だけがこういうふうに改善しまし

たというのではなく、その一つの枠がどんどん向上していくような、双方向でやり取

りができるようなものになっていくといいと思います。なっているかもしれないです

けれども、そうなるといいと思います。 

○教育振興課（副島） 

 ありがとうございます。双方向という点については確かにおっしゃるとおりで、先

生方は、ふだんは言葉であったり、ふだんの対面でそういった情報共有はしていると

は思うんですけれども、やはり学校全体で、市全体で向上していくためにはそういっ

た仕組みも必要かとは考えております。今後の検討課題とさせていただきたいと思っ

ております。 
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○議長（井本市長） 

 予算を組んだり、国の方針に沿って自治体としてどのような段階を踏んで進めてい

くかというのは庁内で相当議論をしております。子どものためにやっていますので、

先生のためにやっているのではなくて、子どもたちのレベルというのは、学力だけで

はなくて、いろんな面のレベルをどうやって底上げしていくかというのが私たち大人

の考えるべきところであります。 

 昔は書き写していたでしょう。紙ができる前はもっと大変だったと思いますね。紙

ができて、筆ができて、一冊の本を書き写して、これが流布され、そのうち近代にな

って黒板ができてチョークができて指導しやすくなったんでしょうけれども、だんだ

ん学校の教材なりツールが増えてきて、先生たちも大変だろうと思います。 

 お話のように、今出てきた動画は比較的若い先生です。40代、50代の先生はいなか

ったかもしれない。まんべんなく、新卒採用の先生から60代の、あるいは再任用の先

生まで、きちっと同じレベルで同じ内容で指導をしていただかないと、これは子ども

たちのためにやりますので、そこを庁内では議論をしているところであります。 

 そのために支援員や推進員をそろえたり、バックアップ体制を取っているというこ

とであります。しばらくは文部科学省も、紙も併用していくという方向性が出ていま

すね。 

 私もスマートフォンを持っていますけれども、百科辞典を100冊以上持っているよ

うな感じです。何でも調べたらすぐ出てくるし。でも使っている機能は３％から５％

ぐらいじゃないですか。90％以上は使ったことないのがいっぱいありますよね。押す

と恐い。何が出てくるか分からないし、残ったのが全部消えちゃうかもしれない。で

も、そのレベルを先生たちが合わせるのはとても難しいことですね。使いこなして駆

使している人もいますし、スマートフォンだけでも相当レベルが違うと思います。子

どもたちもレベルが違います。使いこなせる人と、全く初めての人と。保護者のレベ

ルも違います。それぞれ学校に対する要求基準が違うんですね。そこをどうやってス

タンダードに標準化していくかということを真剣に考えないと、子どもが落ちこぼれ

ていきますね。 

 だから、電子黒板がやっと有効に使われるようになったなと。幾ら道具を買っても、

倉庫に入れちゃうんですよね。これは大いに期待をしたいと思いますし、これは教室

でもせざるを得ないことですから。先生たちが大変で、自分を守ろうとします。学級

経営として、クラスを守ろうとする、自分を守ろうとする。校長先生は学校を守ろう
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とする。そうすると、問題が表に出てこないんですよね。オープンに、見える化をし

て全員が共有できるようにしないと、みんな守ってしまうと外から見えない。引き出

しの奥のほうに入ってしまうんですよね。そういうことを予算を組んだりするときに

議論させていただいておりますということを報告しておきたいと思います。 

 もう一つ大事なことは、先生たちは異動するということです、主に筑紫管内におい

て。うちで優秀に育てても、よそに行かれます。３年から６年、７年で。で、よそか

ら来られます。レベル合わせをしないといけないんですね、また。だから、教育委員

会のほうにお願いしているのは、少なくとも筑紫管内でレベルを標準化して欲しいと、

道具もレベルも。そうしないと子どもがかわいそうですねという議論をしております。

せっかく出席しておりますので、一言ご挨拶を。コメントを入れさせていただきまし

た。 

 教育委員会の議論を傍聴しているようなことではいかんので、私どもも意見を申し

上げながら、共に子どもたちのために。これはスタートしたばかりですから。もう既

に１クラス分はあるんですよ。一人ずつ持つとなると、ご家庭での環境もチェックし

なければいけませんし、やるべきことがたくさんあるということを私どもも心得てお

りますので頑張っていきたいと思っています。どうかご協力よろしくお願いします。 

 どうぞ、どしどしご指摘を教育委員の方々にしていただきたいと思います。現場を

見に行ってください。私も行きます。 

  

○議長（井本市長） 

 それでは、次に参ります。「（２）青少年の居場所について」を議題といたします。

説明をお願いします。 

○こども未来課長 

 こども未来課です。よろしくお願いいたします。 

 先月の定例教育委員会でもご説明いたしました旧下筒井公民館跡に青少年の居場所、

ユープレがオープンをしております。先月は、そのご報告と概要を説明したところで

す。今日はオープン後の利用状況をご報告いたします。 

 お配りしています資料をご覧ください。 

 ２ページの上段まで施設の概要を示しております。旧下筒井公民館に設置しており

まして、平日は午後１時から午後９時まで、休日は午前10時から午後６時までの開館

としております。緊急事態宣言の発令中は、午後８時までといたしております。今は
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午後９時まで開けているような状況です。 

 下の段の登録方法が、利用者は使用者登録をしたら登録証を発行しております。こ

の写真の右下にＱＲコードをつけておりまして、これをＱＲコードリーダーに通した

ら、入ってきた時間と、また出ていくときにかざしてもらえばその時間が記録される

ような形になっております。 

 ４ページをご覧ください。これがちょっと前の２月の状況ですけれども、２月１日

にオープンいたしまして１か月間、下の段に書いています延べ人数で、全部で194人の

方が利用されました。１日当たり７人ぐらいの方に利用されているところです。その

利用の内訳でいいましたら、８割ぐらいが学習目的で利用されているということでし

た。その他、友達と会議をやりたいとか、Ｗｉ－Ｆｉがあるからいいというような来

所の理由を５ページの上のほうに書いております。また、オープンしてから、学校の

スクールソーシャルワーカーの方や養護の先生とかも施設の見学にこられております。 

 ３月の最近の詳細な状況を係長の山崎のほうからご説明をしたいと思います。 

○こども未来課係長 

 こども未来課の山崎です。 

 資料には２月分の利用状況を記載させていただいておりますが、３月22日時点で３

月の利用者は183名ということで、先月より若干増えてきているかというところでは

あります。ただ、利用者の内訳が３月に入って少し変わったかというところがありま

す。４ページに先月の数字を載せておりますけれども、16から18歳の登録者、利用者

も16から18歳、要は高校生ぐらいの年代の利用者が先月は多かったんですが、緊急事

態宣言が明けて、中学校全校にチラシを配った関係もありまして、３月に入りまして

中学生の登録と利用が増えてきております。３月は大体半数ぐらいが中学生になって

きているかと思っております。また、今から春休みに入りますので、その辺りで人数

がどのように変化するかというのは、これから見ていきたいというところではありま

す。 

 それから、先ほど課長から、２月の利用状況は８割程度が学習目的ということだっ

たんですけれども、少し利用する人の目的、例えば友達と会話して遊びに来たり、ゲ

ームをしたり、読書をしたりと少し幅が広がってきているかと感じております。学習

目的の人は大体５割ぐらいで、ほか、遊びに来ている子も大分増えてきている感じで

す。学習しに来た方も、途中ちょっと休憩で本を読んだり、少しスタッフとおしゃべ

りしたり。トランプとかＵＮＯとかというゲームも置いていますので、息抜きにそう
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いったことで遊んだりという姿も見られるようになってきております。 

 先ほど視察についても、スクールソーシャルワーカー等、見に来ていただいている

ということで、３月に入っても、例えば上筒井区の役員さんとかも視察にお見えにな

られて、どういう施設かということを説明させていただいております。利用者自体も、

先ほど言いましたように、いろんな目的で来られておりますので、少しずついろんな

使い方ができるということが知れてきていると感じておるところです。以上で説明を

終わります。 

○議長（井本市長） 

 説明は全部終わりですか。 

○こども未来課係長 

 はい。 

○議長（井本市長） 

 それでは、この議題についてご質問を受けたいと思います。はい、どうぞ。 

○松本委員 

 お伺いしますけれども、専任のスタッフ、指導員ですけれども、何か資格が要るん

ですか。 

○こども未来課係長 

 特に資格が必要な業務ではないんですけれども、今来ているスタッフは、１名は学

校の先生の教員免許を持っています。もう１名は、青少年の育成事業で指導員として

関わってきた方ですので、そういった経験を生かして接していただいているというと

ころでございます。 

○松本委員 

 はい、分かりました。もう１点。施設の見学ですけど、これは申込みとかが事前に

要るんですか。 

○こども未来課係長 

 視察にお見えになられるときは、山口委員さんもお見えいただいて、ありがとうご

ざいます。できれば事前にお電話いただければ、スタッフの状況によって対応できる

かできないかというところもありますので、ありがたいです。来ていただいたら、少

人数であればいつでも職員が対応いたしますので、ぜひ近くに寄られたときには見に

来ていただければと思います。 

○松本委員 
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 はい、近いうちに行きますので、よろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 行ってください。多いときでもいいし、多くないときもどうぞ。ほかに。よろしい

ですか。 

○議長（井本市長） 

 相当前からこれは懸案のテーマで、市の職員からの提案もあっておりましたし、こ

れまで先進的なところの視察も行ってきております。大野城市としてどうあるべきか

ということと、周辺にもこのような施設がありますので、そのようなところに足を運

んで、心がけるべきところ等々について、職員のほうが汗をかいてここまで来たとい

うところであります。 

 これからどうなるのか、西鉄が上に上がったときに、春日原駅に急行が停まります

ので、春日原駅から歩いてもそんなに時間がかかりません。いろんなことがあろうか

と思いますので、これからが真価が問われるだろうと思います。 

 一つだけ。今のところの職員、あるいは事務局スタッフはどんな仕事をしているん

ですかね、あそこで。具体的に子どもたちに対して、あるいはこの施設に対して。 

○こども未来課係長 

 専任のスタッフにつきましては、利用者等の見守りをしながら、例えば、先日はあ

る利用者から、将来、大野城市の職員になりたいという相談を所長が受けてありまし

て、一番得意分野のところで、ずっと相談に、１時間以上話し込んであったように思

います。あるいは、最近は、先ほど言いましたようにカードゲーム等を置いています

ので、そういったちょっと１人ではできない遊びを専任のスタッフがやったり、市の

私たちのほうは、人数が少し足りないときに、見守りとか会話のお手伝いをさせてい

ただくという形です。あと、今度、先ほど言いましたカードゲーム、ＵＮＯの大会を

やりたいということで利用者から相談があったようで、それを企画する手伝いをスタ

ッフがやっているというような形になっております。以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 居場所がない方あるいは居場所を探している人、みんなと会いたい人もいるし、一

人でいたい人もいるんですよね。いろんなニーズがあって、一緒くたにはされません

ので、しっかりと捉えてやってください。 

 先進地はアロマコーヒースペースがあったり、料理スペースあったり、うちもあり

ますけれども、コロナの下でどう対応するかまだまだ今からですけれども、将来あの
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場所をどうするかという大きなビジョンをしっかり持ちながら進めて欲しいというふ

うにお願いしたいと。若干誘導していくというか、こういう方向に持っていかなけれ

ばいけないというものをいつも持っておかないと、来た人だけで対応しているとレギ

ュラーがそろってしまって、実人員は増えないということにならないようにやってい

ただきたいと思っております。皆さんぜひ一回行ってください。 

 では、次に行っていいでしょうか。 

〔「異議なし」という声〕 

○議長（井本市長） 

 それでは、「（３）大野城心のふるさと館学校連携授業の実施について」を議題とい

たします。説明者が替わりますので、しばらくお待ちください。 

○議長（井本市長） 

 それでは、説明をお願いします。 

○心のふるさと館運営課長 

心のふるさと館運営課の岩下でございます。それでは私のほうから、「（３）大野城

心のふるさと館学校連携事業の実施について」のご説明をさせていただきます。 

大野城心のふるさと館学校連携事業は、毎年度この時期の本会議でもご説明させて

いただいておりますとおり、大野城心のふるさと館において、次の世代を担う市内の

小中学生へとふるさとの宝をつないでいくために、心のふるさと館の展示・収蔵品等

を活かした学習プランの開発を行い、市内小中学校の授業の一環として実施している

事業でございます。 

なお、本事業は、市内 10 校の小学校の先生方、５校の中学校の先生方、教育委員会

教育指導室及びふるさと文化財課の参画のもと開催いたしました「学校連携協力者会

議」でのご議論を踏まえて、各学年での学習内容に応じた学習プラン、授業内容につ

いて構築を行いまして、開館初年度であります平成 30 年度から継続して実施してい

るものでございます。 

それでは、資料３に沿いまして、事業内容をご説明させていただきます。 

まず、資料３の１ページ目、大野城心のふるさと館学校連携事業の実施についてを

ご覧ください。本事業の実施要領となります。 

１の事業の趣旨については、先程概要をご説明したとおりです。 

２の事業対象といたしましては、市内外小中学校を対象としております。なお、★

印で記載しておりますとおり、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みまして、
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本事業の一部単元につきましては、職員が学校へ出向いて事業を実施する「出張講座」

を、今年度、令和２年度途中から行っております。 

次に３の利用単元ですが、先程ご説明いたしました「学校連携協力者会議」におい

て検討を重ねました、小中学校それぞれの利用単元を設定しております。利用単元の

内容につきましては、１ページ目の下の方に書いております、小学校につきましての

５項目、中学校につきましての３項目となっております。 

次の２ページ目をお願いいたします。 

４番のバスの利用についてですが、本事業参加のため心のふるさと館へ来館する際

のバスの利用につきましては、参加する各小中学校の希望を伺った上で、私ども、心

のふるさと館運営課において、バスの手配、費用負担を行っているところです。 

５番の令和３年度分利用申込・事業決定スケジュールについてですが、記載してお

りますスケジュールに基づき、本年１月末の時点で次年度、令和３年度分の学校連携

事業の申込を各学校からいただき、事業決定のご通知を送付しております。現時点で

の次年度予定としては、小学校全 10 校がこの学校連携事業により、心のふるさと館へ

来館もしくは各学校に出向いての出張講座の形で、学習を行う予定となっております。 

最後に６番の教員向け研修会の実施については、本館休館日もしくは平日夕方に日

程をとらせていただき、市内各学校の先生向けの本事業に関する説明会を開催したい

と考えているところです。以上が、令和３年度の学校連携事業の実施要領になります。 

続きまして、３ページをお願いいたします。ここから、今年度、令和２年度の学校

連携事業の実施状況についてご説明いたします。 

今年度は、年度当初からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校の臨

時休業、心のふるさと館自体も臨時休館という状況が発生し、臨時休業、臨時休館が

明けた後も、コロナ禍に伴う各種調整を余儀なくされました。学校連携事業について

も、前期、６～７月に実施を予定しておりました事業は全て中止、後期、10 月以降実

施予定分も当初予定通りの実施は叶わず、先ほど来お話しております「出張講座」に

よる実施も試みましたが、緊急事態宣言の再発出等を受け、結果、当初予定していた

全ての学校に本事業に参加いただくことは出来ない状況でございました。 

３ページ下段の実績に記載しておりますとおり、結果といたしましては、通常通り

来館の上事業の実施ができた学校が市内小学校１校、出張講座による実施が市内小学

校３校、中学校１校、また、これとは別に市外からの来館による事業実施（春日原小

学校）が１校となり、学校数としての合計は全部で６校、712 名の参加となっており
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ます。詳しい内容につきましては、資料５ページ・６ページに令和２年度の学校連携

事業の実施実績を記載しておりますので、ご参照いただければと思います。 

先ほどご説明しましたとおり、来年度、令和３年度の本事業については、既に各学

校からのご希望を受け、来館による学習もしくは学校への出張講座としての学習を予

定しております。現時点で、市内全 10 校の小学校からお申込みを頂いているところで

す。 

現在のコロナ禍については、感染状況の今後の見通しも、また、終息時期も不透明

であり、来年度も当初予定通りの実施が難しい状況が生じる恐れもありますが、コロ

ナの状況を注視の上、各学校のご担当の先生方とも適宜連絡調整を行いながら、「次の

世代を担う小中学生に、心のふるさと館を活用して、ふるさとの歴史、宝をつないで

いくための学習機会の提供」という、本事業の趣旨を果たすため、スタッフ一同尽力

してまいりたいと考えております。引き続き、教育委員の皆様方を始め、各学校、教

育委員会各位のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

以上で、心のふるさと館運営課の説明を終わります。 

○議長（井本市長） 

 それでは、この議題について、報告となりますけれども、ご質問がありましたらど

うぞ。よろしいですか。はい、どうぞ。 

○山口委員 

 質問ではなく、今回は学校連携授業ということでご紹介いただいたんですけれども、

私、大野小学校に子どもがいたんですが、その中で、保護者がやっている読み聞かせ

の会というのがありまして、夏でしたっけ、「大野城市の戦争とくらし」という展示に

参加させていただきました。 

 大野小学校では、６年生の修学旅行に行く前に、平和の読み聞かせという形でずっ

と毎年そういった時間を学校からいただいて、保護者が平和や戦争に関する本を読ん

だりとか、長崎のことをちょっと調べてお知らせしたりとか、そういう時間を取って

いるんですね。今年はその読み聞かせ自体が全然時間を取れなかったんですけれども、

平和の読み聞かせの時間は学校も考慮して取っていただいて、そのタイミングでこの

「大野城市の戦争とくらし」という展示があったので、保護者も何回か足を運んで説

明を伺って、大野城でもこういったことがあったんだということを子どもたちにも伝

えることができたので、とてもいい企画展だったので、感謝したいと思います。すみ

ません、うまく伝えられなくて。 
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 これは常設じゃなかったので、今は全く展示されていない状態だとは思うんですけ

れども、本当に常設にしてもいいんじゃないかという声もたくさんあって、やはりな

かなか知る機会がない。私も初めて知ったことがたくさんあったので、この企画は本

当によかったから、またこのような企画を今後もしていただきたいと思いました。子

どもたちだけじゃなく、大人が知らないことがたくさんあったので、とてもいい企画

展だったので、ここでご紹介させていただきました。すみません、うまく説明できな

くて。 

○議長（井本市長） 

 はい、よく分かりました。 

 ほかに何かありますか。ちょっとコメントは。 

○心のふるさと館運営課長 

 ありがとうございます。今回、その戦争とくらしの展示を実施いたしまして、実際

にビルマの戦地に行かれた井手さんという方が残された実際の戦地の様子を表した文

章であったり、あと戦地でご自身の経験された様子を表したスケッチの展示も行わせ

ていただいたりしました。 

 やはり今後、引き続きより深くいろいろなものを皆さんにお伝えできるような展示

も、戦争を一つのテーマとした展示をふるさと文化財課のほうも積極的に行いたいと

考えておりますので、常設という形になるとなかなか難しい部分があるかと思います

が、何かしら市民の皆さんに、戦争の悲惨さであったりとか、そういったものを感じ

ていただけるような展示を今後も行っていきたいと考えておりますので、ありがとう

ございます。以上です。 

○議長（井本市長） 

 ほかにどうぞ。 

○松本委員 

 今、山口委員さんが言われましたけれども、大野城市のことについて大人も知らな

いことが結構あるんですよね。ものすごくあります。 

 この前、市役所に行ってテレビを見ていたら、各地区の地名のいわれを館長さんが

話しておられました。何回か聞いて、ああ、そうだったのかと。こういうことを中学

生、小学生に伝えていくことも大事かと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。私も今後、大野城市のことについて勉強していきますので。よろしくお願いしま

す。 
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○議長（井本市長） 

 松本委員は、よくご存じですから。地名のやつは好評ですね。ケーブルで放送して

もらったんですが。 

 ほかに。よろしいですか。 

○議長（井本市長） 

 僕から一つ。３ページに実績がありますよね。中止をしたのが８校、来ていないん

ですよね。市内小学校４校参加、中学校１校参加。市外１校参加、中止８校。この基

準というか、行くところと行かないところ。チャンスを逃すわけだけれども、バスま

でやっているんだよね、ふるさと館で手配して負担で。だから、ご希望のところはど

うぞではなくて、きちっと教育委員会においてもプログラムを組み入れてもらって、

１単元、２単元になるか分かりませんけれども、やるべきではないかと僕は思います

ね、公平に。距離の遠近がありますけれども、バスを出してくれるのは魅力的ですね。

何かコロナの下での実績について何かありますか、担当として。 

○心のふるさと館運営課長 

 ありがとうございます。やはり今年度につきましては、学校連携授業をはじめ各種

授業を行う上で、かなりイレギュラーな状況が発生いたしました。その対応といたし

まして、出張で講座を行おうとか、我々のほうとしてもいろいろと試みを行ったわけ

ですけれども、やはり子どもさん方の安全を重視する、一番それが大事なことでござ

いますので、その辺り、学校の先生方ともいろいろ協議を行った結果、今年度につき

ましては今回のような内容の実績の結果となっております。 

 ただ、次年度につきましても、感染状況がどういう形で変動するか分からない部分

もございますが、例えば学校連携でバスでお越しいただく際に、１クラスについてバ

スを２台準備する、要はバスの中での感染防止対策を講じる。あと実際に、ふるさと

館のほうに来ていただいての講座を実施する際にも、今までであれば何クラスか合同

で、学校連携事業としていろいろとご説明をさせていただいたんですけれども、その

辺りも時間帯を工夫いたしまして、１クラスずつ、なるべく密を生まないような形で

授業を実施する。先ほど来、申し上げている、どうしても学校としてこちらに来てい

ただくのが難しい場合には、可能な範囲で、出張で実際に学校のほうに出向かせてい

ただいて、その分触れていただける道具であったり、見ていただける展示の数は少な

くはなってしまうんですけれども、大本の事業主旨は何とかお伝えできるような事業

展開ができないかということで、我々のほうとしても工夫して、次年度につきまして
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もこの事業を行っていきたいと考えておるところです。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 受け入れる側のそういう課題も見つかったと思いますよね。それはそれで整理して

もらいたいと思います。学校は15校ありますので、15校行けなかったのはなぜかとい

う、あるいはなぜ行けたか、なぜ実施ができたかと。なぜ実施ができなかったかと。

学校や教育委員会の問題ですよね。それはきちっと話をしていただいたほうがいいと

思いますね。いろんな事情があると思いますので。今後のために、その辺の分析はし

ていただいたほうがいいと思いますので、よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 それでは、その他で何かありますか。 

○自治戦略課長 

 特段ないです。 

○議長（井本市長） 

 それでは、以上をもちまして本日の議題を終了とさせていただきます。事務局のほ

うに進行を戻しますので、よろしくお願いします。 

○自治戦略課長 

 ありがとうございました。 

 会議の全行程を終了いたしました。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。 

 それでは最後に、第３回の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 

 どうもありがとうございました。なかなか外に出られなかったり、視察にも行けな

かったり、できるだけ現場に行っていただきたいという感じは思っております。小学

校と中学校を見ていただいたり、市外の学校も少し見ていただいて、その辺の状況を

判断していただくことも大事だろうと思います。 

 この総合教育会議では、教育委員会の問題だけではなくて、私どもの部局で子ども

たちのことを扱っているテーマの事業はたくさんありますので、一緒に将来を担う子
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どもたちのために議論ができればと思っているところであります。今後ともよろしく

お願いを申し上げます。 

 私からは以上でございます。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。 

 本日は、机の上に教科書を置かせていただいておりますけれども、借り物でござい

ますので、そのまま置いて行かれますようにお願いします。 

 それでは、第３回の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。 

 


