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令和元年度第１回大野城市総合教育会議会議録 

日時：令和元年８月８日(木)10時00分～11時00分 

場所：本館３階 庁議室 

○自治戦略課長 

みなさん、おはようございます。ただいまから、「令和元年度第１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 橋本

と申します。どうぞよろしくお願いします。開会に際しまして、まず議題の確認と、

会議の公開について、確認させて頂きます。次第をお願いします。本日の議題は２件

となっています。１つ目は、通学路安全点検について、２つ目が、「夢とみらいの子ど

もプランⅢ」の策定報告についてです。これら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、本日の会議は公開とさせていただきます。よろしくお願いし

ます。本日の会議の資料は、事前にお配りをしておりました、資料１と資料２、本日

お手元にお配りしております、「保育所の散歩ルートにおける安全確保について」の３

点です。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。 

○井本市長 

 おはようございます。令和元年度の初めての大野城市総合教育会議であります。お

忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 昨年度は、小学校教頭会の業務改善の取り組みなど12件の議題について報告・協議

を行っていただきました。よりよい教育環境を目指して、今年度もさまざまな議題に

ついて意見交換をさせていただきたいと思います。 

 今日は２件の議題を用意しております。教育部からの提案は通学路の安全点検につ

いてですけれども、教育委員会と学校関係者、警察などの関係機関が合同で実施して

おります通学路の安全点検についてご報告を申し上げます。通学路の安全点検は、通

学路の安全確保を図って、児童・生徒が安心して通学できる環境を整えるための大切

な取り組みであります。また、２つ目はこども部から、今年５月に策定をされました

「夢とみらいの子どもプランⅢ」の報告をすることにしております。 

 豪雨によりまして、７月22日に予定されていた会議が、今日に順延になりました。

本当にご迷惑をおかけいたしました。今、台風８号が過ぎて、９号と10号が一緒に来
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ております。水不足で、バルブを操作する訓練をしなければいけないなという段階ま

で来ておりましたが、少し被害はありましたけれども、水不足についてはしばらく解

消されたというところであります。 

 夏休みということで、子どもたちに不自由をかけることにもなりますし、先般の８

号の台風では、プールや学童などいろいろな面で学校にも緊急の対応をしていただい

たところであります。子どもたちをどう守っていくのか、大事なことであります。 

 教育委員会のみならず市長部局と連携をとっていろいろなことがやれるように、こ

の場で意見交換ができれば大変ありがたいと思っているところであります。これから

の教育行政を活性化させていきたいと思っておりますので、どうか皆さん方の忌憚の

ないご意見をいただけますようにお願い申し上げます。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。 

 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します。 

○吉富教育長 

 後ほどの報告の内容として予定してあるものの一つに、大野城市通学路交通安全点

検の内容がございます。これまで特に小学校におきましては、入学時から各学校が漏

れなく計画的、組織的に安全学習指導については行ってきております。ただ、その安

全指導につきましては、どちらかというと範例的な学習指導としておりました。 

 どういうことかと申しますと、どの場面の交通要所にも共通するような、例えば信

号の色とか横断歩道を渡りましょうとか、そういったどの場面でも共通する要素を最

大公約数的に集約して、それに基づいて学習させて、どこにでも応用させようとする

ものでございましたけれども、最近の子どもたちが巻き込まれる事例はどうもそれで

は済まない範疇になってきています。 

 そこで、このような大野城市通学路合同安全点検で警察、市、教育委員会と合同で

危険箇所をずっと見て回って、今ここにピックアップされておりますが、そういう範

例的な学習指導から、それぞれの学校がもう既に取り組んでおりますが、個別の事情、

個別の危険の内容をしっかりと踏まえながら事例学習を行っていかなければならない

ということで、各学校に指示を出して、できるところから実践しております。特にこ

の場所でこんな危険な内容が潜んでいるということを、しっかりと具体的に、写真あ
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るいは実際に体験させる中で指導していかなければならないというふうに指導法の再

構築も考えているところでございます。 

 どうぞご指摘をよろしくお願いしたいと思います。 

○自治戦略課長 

 ありがとうございました。続きまして、６月26日から新たに教育委員になられまし

た髙野英機委員に自己紹介をお願いしたいと思います。 

 髙野委員よろしくお願いします。 

○髙野委員 

 改めまして、おはようございます。７月20日前後の災害警戒におかれましては、こ

こにおられる部局の皆様、対応ご苦労さまでした。３月まで大野城市の消防団の団長

をしておりまして、引き続いて、こういう大きな責任を負わせていただくことになり

ました。身が引き締まる思いでございます。皆様のご指導、ご鞭撻をいただきながら、

子どもたちの安全・安心のため、また健やかな成長のために頑張ってまいりたいと思

います。どうか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） 

 それでは、議題に入りますけれども、入る前に、髙野委員におかれましては、どう

か忌憚のないご意見をよろしくお願いします。地域のために消防団で培われたノウハ

ウも含めて、地域貢献をさらに進めていただければ大変ありがたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、次第２の議題に入ります。 

 初めに「（１）通学路安全点検について」を議題といたします。所管のほうから説明

をお願いします。 
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○教育振興課長 

 おはようございます。教育振興課からは、通学路安全点検についてご報告させてい

ただきたいと思います。 

 平成24年４月から５月にかけまして、全国で登下校中の児童・生徒が交通事故に巻

き込まれて死傷する痛ましい事件が多数発生いたしました。これを受けまして、平成

24年５月に文部科学省、国土交通省、警察庁の３省庁が連携しまして、通学路の緊急

合同点検の実施を初めとする安全な通学路の確保に向けた取り組みが決定されました。

大野城市におきましても、平成24年度から、教育委員会と学校関係者、警察、道路管

理者と安全安心課などの関係機関が協力して、合同で通学路の安全点検を毎年実施し

ております。 

 また昨年、平成30年５月には新潟市におきまして、下校中の小学生女児が殺害され、

遺体を線路上に放置するという極めて痛ましい事件が発生いたしました。この事件を

受けまして、国は同年６月に登下校防犯プランを取りまとめまして、従来の交通安全

の視点に加えまして、防犯の観点による通学路の緊急合同点検の実施を要請し、本市

においても、昨年度、防犯の観点を含めた合同点検を実施したところでございます。 

 本日は、平成30年度の大野城市における通学路の合同安全点検の実施状況を報告さ

せていただきます。お手元の資料１に沿いまして、係長より説明いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○教育振興課教育振興担当係長 

 大野城市教育委員会教育振興課の内田と申します。本日の大野城市総合教育会議に

当たりまして、教育委員会として、大野城市通学路合同安全点検についてお話をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 最初に、通学路合同安全点検の実施に当たる経緯についてでございます。今ほど千

葉課長から説明がありましたとおり、平成24年当時、登下校中の児童・生徒が交通事

故に巻き込まれて死傷する事件が多数発生しましたことを受けまして、文科省、国土

交通省、警察庁が連携し、通学路の緊急合同点検の実施を初めとする安全な通学路の

確保に向けた取り組みが決定されました。 

 大野城市におきましても、平成24年度から、教育委員会と学校関係者、警察、道路

管理者などの関係機関が協力して、合同で通学路の安全点検を実施しています。また、

昨年度からは、従来の交通安全上の点検に加えて、防犯上の観点をあわせた形で安全
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点検を実施しているところでございます。 

 次に、点検を実施していく推進体制でございます。第一に学校関係者としまして、

大野城市教育委員会、学校さらに学校運営協議会などを通じた地域やＰＴＡ及び保護

者などの方々、第二に、警察、安全安心関係部局といたしまして、大野城市危機管理

部安全安心課と春日警察署になります。なお、春日警察署からは交通安全と防犯・生

活安全、それぞれの担当が出席をしております。第三に、道路管理者として大野城市

建設環境部建設管理課、また県の道路管理者として福岡県那珂県土整備事務所、また

国道の管理者としましては国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所の方々、以上の

体制となっています。 

 実際の点検についてでございます。合同点検に当たりましては、効率的かつ効果的

に点検を行うため、まず事前に学校から危険とされる箇所を挙げていただきまして、

そうした事前に点検する箇所の抽出、取りまとめを行います。その取りまとめの結果、

点検を行うことが決定しました箇所につきまして、学校ごとに１年に１回以上、学校、

保護者、道路管理者、警察など関係者が参加する合同点検を実施いたします。また、

学校、国、県などから緊急を要する対応が必要との要請を受けたときは、緊急合同点

検を実施することとなっております。昨年度の安全点検につきましては、新潟の事件

を受けまして、従来よりも前倒しで緊急合同点検という形で実施したところでござい

ます。 

 次に、対策の検討でございます。点検を実施することによって明らかになりました

要対策箇所につきまして、箇所ごとにハード、ソフト両面から具体的対策メニューを

検討いたします。歩道整備や防護柵の設置などといったハード対策や、交通規制や交

通安全教育の実施といったソフト対策など、対策の実施に当たりましては、対策が円

滑に進むように関係者の間で連携を図ってまいります。 

 実際に昨年実施いたしました平成30年度通学路合同安全点検についてご説明いたし

ます。昨年、平成30年度は、９月に３日、11月に１日の計４日間で、計53カ所の点検

を実施いたしました。もう一つお配りしております横長の大きい表がございます。ち

ょっと文字が小さくて見えづらいんですけれども、こちらが実際に点検した箇所を取

りまとめた一覧表になっております。左端に整理番号を振っておりますけれども、こ

の部分の色が黄色もしくは水色になっておりますが、黄色が防犯上の観点から点検を

行った箇所、水色が交通安全上の点検箇所となっており、またそれぞれの担当部署で

どういった対応をとるかといったことをまとめている一覧表になっております。 
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 また、もう一つ、図面のようなものがございます。こちらは参考ですけれども、学

校ごとの点検箇所を落とし込んだ形になっております。 

 画面に戻りまして、こちらは写真ですけども、こちらはつつじケ丘での合同点検を

行っているときの写真でございます。大野南小学校の点検のときでございます。 

 実際に合同点検を受けて対応した改善例について、何点かご説明させていただきま

す。 

 まず改善例１になりますけれども、こちらは図面で１枚目の箇所図03大野南小のナ

ンバー22、南ケ丘の交差点の部分になります。こちらの箇所につきましては、車がス

ピードを出して危険な状況といった箇所で、実際に合同点検を行う中で、春日警察署

がこの部分の交差点の横断歩道の歩行者用信号機について赤になるタイミングを数秒

早めるといった調整を行うことで、急いで横断する歩行者と自動車がぶつかる危険性

を減らす、危険を防止するといった対策を行っています。 

 次に、改善例２についてでございます。こちらの箇所図は地図のナンバー21の部分

になりますが、場所が牛頸のダム記念通りの平野中へ登っていく交差点のあたりです。

こちらは横断歩道に信号機が設置されてないんですが、車が頻繁に通って、通学上ち

ょっと危ないといった指摘がなされているところでございます。こちらにつきまして

は、横断歩道の大型標識を見えにくくしている街路樹、画面の写真で赤丸をおつけし

ていますけれども、この標識を見えにくくしている街路樹の剪定を建設管理課で実施

しまして、学校としても子どもたちに交通安全の指導を行うとしたところでございま

す。また、春日警察署につきましても、予定ということでございますけれども、交差

点の手前に横断歩道があることを知らせるダイヤマークを標示する予定となっている

とのことでございます。 

 続きまして、改善例３になります。こちらは図面を１枚めくりまして、大野東小学

校の箇所図のナンバー27になります。こちらの場所は大野東中付近の交差点になって

おります。こちらは通行量が多いですけれども、道路の構造上、一時停止しない、あ

と見通しが悪いといった声が上がっておりまして、この部分は点検を行いました結果、

写真の奥のほうの赤丸でございますが、歩行者注意、また交差点がこの先にあります

といった路面標示、画面の写真の中央の部分、交差点の路面標示を引き直し、また歩

行者の安全確保のために、奥の赤丸の中にありますけれども、ポストコーンを設置さ

れたところでございます。 

 最後に、改善例４になります。こちらは地図をめくりまして、大野小学校の箇所図
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になるんですけれども、ナンバー９で、西鉄白木原駅近くの白木原の地禄神社になり

ます。先ほど説明しました改善例三つにつきましては、交通安全上の危険箇所でござ

いましたけれども、こちらは昨年度から始まりました防犯上に関する危険箇所として

学校から挙がってきたものでございます。こちらにつきましては、日中でも薄暗く、

不審者が出たとの報告も挙がっているところでございまして、こちらに対しては、春

日警察署がパトロールの強化を行うということと、学校や保護者からの防犯指導の実

施を行うといった対策をとったところでございます。 

 以上、通学路合同安全点検の30年度実施についての概要の報告を終わらせていただ

きます。また、今年度の点検は10月から11月にかけて実施を予定しているところでご

ざいます。 

 以上、報告を終わります。 

○子育て支援課長 

 皆様、おはようございます。子育て支援課の白石と申します。続きまして、市内の

保育所等におきまして、園児の散歩コースにおける安全確保の取り組みを行っており

ますので、本日追加でお配りいたしましたＡ３横判（保育所等の散歩ルートにおける

安全確保について）の資料に沿いまして、参考情報ということでご報告をさせていた

だきたいと思います。 

 こちらの資料の１番のＡ、Ｂ、Ｃと、こちらの表に、今年の５月に滋賀県の大津市

で信号待ちの園児たちがいた歩道に車が突入いたしまして、園児二人が死亡するとい

う大事故が起きましたが、その後に行われました市内保育施設ごとの散歩時の安全確

保における対応状況をまとめさせていただきましたので、ご報告させていただきます。 

 Ａの認可保育所のうち①から③が市立、公立保育所でございますけれども、こちら

では散歩コースの安全確認を改めて行いまして、職員会議を行い、また保育所の職員

全員で特に注意が必要な箇所につきまして認識を共有しております。また、危険箇所

のマップの更新も各園で行いまして、今、写真つきのものを作成などされています。

それから、④から⑮の私立保育所につきましても、ルートの安全確認、職員への注意

喚起が改めて行われています。 

 さらに、安全確認後にコースの見直しということで、⑥南ケ丘保育園、⑨平野保育

園、⑬牛頸のひじり保育園、それから⑭山田のたのしい保育園でもルートの変更等を

行っております。それから、⑦下大利団地にございますのぞみ愛児園では、横断旗や
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ホイッスルの購入、それから⑧中央１丁目にございますリズム保育園では、安全マッ

プへ危険箇所の追加作業などを行っています。それから⑮の筒井にございます、こす

もすナーサリースクールでは、随行保育士の増員を必要に応じて行っておられます。

こういうことで、各園で対応を強化されている状況でございます。 

 それから、その下のＢの小規模保育事業所、みかさがわ保育園でございますけれど

も、こちらは交差点付近から離れて待機をするようにしているほか、こちらでも随行

保育士の増員等を行っておられます。 

 それから、Ｃの認定こども園、こちらは外出は徒歩ではなくバスで行われていると

いうことでございます。 

 最後ですけれども、一番下の２番の通知文書についてでございますが、こちらは大

津市の交通死亡事故後に保育所等における安全管理の徹底を指示する国からの文書を

本市が県を通じて収受をいたしまして、その国からの通知を受けまして、子育て支援

課から市内の各保育施設へ文書を発送しまして、改めて安全確保に万全を期されるよ

うにお願いをしたところでございます。 

 保育所等における説明につきましては以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 通学路の安全点検についての説明でありました。この議題については報告となって

おりますけれども、ご質問等はどうぞご遠慮なく。 

○松本委員 

 改善例４の９の白木原１丁目の地禄神社、私も過去に巡回で回ったことがあります。

かなり暗くて危険な箇所ですが、その当時、数十年前になりますけれども、たばこを

吸ったりしている中学生が、かなりたむろしていました。最近は、そのような話は聞

きませんが、かなり危険な箇所と認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 ありがとうございました。今もそういう状況にあるということですか。改善はされ

ているけれどもと。ほかに。どうぞ。 
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○髙木委員 

 私はこの資料をいただいて、自分自身が車を運転しながら余計に気をつけるように

なりました。その中で、「止まれ」とか、速度に関するものとか、駐停車などの標識を

よく見るようになりました。そこでお願いですが、ときどき街路樹の木が茂って、そ

の横に停車しないと標識が見えないという場所が幾つかあります。だから、今度点検

されるときに、そういった場所を、見てもらいたいと思います。その都度、剪定する

のは大変だろうと思いますので、ある時期に一定以上木が茂った後に剪定するなど、

対応をお願いします。標識がある前の街路樹は、大げさに葉っぱを切るとか、枝を落

とすとかということを、恐らくされているとは思いますけど、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それと、最初の写真（通学路安全点検風景）を見て、子どもは小さいので、植樹帯

が邪魔をして、子どもからは、（道路が）見えないのではないかと感じました。植樹帯

の高さ調整などが必要なのではないかと思います。 

私も、運転をしていると目線が低くなるため、見えにくいときがあります。ですの

で、点検されるときに、「子どもの目線で」ということをお願いしたいと思います。大

人は標識を見て、下の植樹帯は見えないのではないかと感じたので、よろしくお願い

します。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 建設管理課と安全安心課も来ているので、ちょっと何か決意表明をしてください。 

○建設管理課長 

 道路管理者であります建設管理課の野村と申します。 

 先ほど髙木委員のほうからお話がございました街路樹の剪定、木と木の間の植樹帯

の高さの調整につきまして、大変貴重なご意見だと思っております。点検の際にきち

んとその点を確認いたしまして、対応したいと考えております。どうもありがとうご

ざいます。 

○安全安心課生活安全係長 

 安全安心課の田中と申します。 
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 交通標識に対して枝葉がかかっているという状況については、安全安心課のほうに

連絡をいただければ、建設管理課と調整をしてできるだけ早く、警察とも連携をして

対応したいと思いますので、その都度ご連絡をいただいても構いませんので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 やっぱり現場、保育園、幼稚園、小学校も中学校もそうですが、現場から速やかに

連絡がいくような体制をとっておかなければいかんね。連携プレーをきちんとして。

パトロールをやって気がつくところもありましょうけれども、現場を見て、ここは危

ないとか、ここは訂正をすべきだとか、そういう声が直でぱっと挙がってくるように

ぜひしてほしいですね。 

 ほかに。どうぞ。 

○安部委員 

 その他の学校関係の取り組みになるかと思うんですけれども、例えば、子どもたち

に事故、それから防犯、人為的なことも含めて何かあったときに、学校の指導として、

「こども１１０番の家」というものを設けられて地域のほうにプレートを配ってあり

ます。 

 これは住んでいるところしかわからないんですけれども、学校のほうにこういった

ことをお任せしてあるんでしょうか。プレートも含めて、指導の時期だとか、協力を

いただいている場所の把握というのはされているのかということと、もう一つが、他

県ではありますが、このプレートの盗難が何カ所か見られています。マニアによるプ

レートの収集なのか、何か考えがあっての盗用なのかわかりませんが、そういったこ

とも聞きますので、そういった注意もいるのかなと。子どもの事故だけではない防犯

という視点からも要るのかなと思っています。わかる範囲で回答をお願いします。 

○教育振興課長 

 今、「こども１１０番の家」の件でご発言がありましたが、この１１０番の家につき

ましては、大野城市のＰＴＡ連絡協議会が主体となって、このプレートの作成並びに

設置のお願いをしていただいております。 

 また、各学校につきましても、どこにこの１１０番の家が登録されているのかとい
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うのも把握しておりますので、それを児童・生徒に対しても周知をしていると考えて

おります。 

 あと、看板の盗難につきましては、今のところ大野城市内でそういったご報告はい

ただいておりません。 

 以上です。 

○安部委員 

 毎回、先生がお連れになって、集団下校のときに、子どもたちに「この家だよ。こ

の家だよ」というのは認知されているようですので、細かい通学路の安全管理はされ

ているなとは実感しております。ありがとうございました。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。どうぞ。 

○梶原委員 

 ちょうどこの合同安全点検が始まったころに、私は大野東小学校のＰＴＡをしてい

ましたが、自転車と車の接触で大きな事故がありました。事故の前にこの点検があっ

ていたのに、事故が起こったということで、次の年の点検からはとても細かく合同点

検の皆さんに見ていただいて、すぐにカラーでの舗装、標示し直しなどをしていただ

いたことでとても安全になったなと思いました。 

 事故に遭った子も、お友達の家に行った帰りだったということでしたので、自分が

住んでいる地域、近くのことは、子どもたちも親から聞いたり、いつも通っているの

で危険だなというところを目撃したりして気をつけているんですけれども、同じ校区

内でもちょっと地域が違ったら危険な箇所がわからないなというのがそのとき思った

ことです。 

 ＰＴＡをしていたので、学校のほうに、そういう危険箇所を学校全体で学校の校区

を回ったりして周知させることはできませんかとお願いしましたが、なかなか時間的

なこととか、安全などが確保できなくて難しいかもしれませんということでお返事を

いただきました。 

そういうことを、市で、出前講座のように対応できる部署の方にしていただけると、

子ども会やＰＴＡなどでそういう出前講座をお願いして、子どもたちにお知らせを細
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かくできるんじゃないかなと思います。今もやってある部分があるかもしれませんけ

れども、もう少し拡大して、危険箇所を子どもたちに知らせるという機会が増えるよ

うなことをしていただけるとうれしいと思います。 

○議長（井本市長） 

 こういった出前講座の所管課はどこですか。 

○安全安心課係長 

 安全安心課です。交通安全についての出前講座についてはもう既に出前講座のメニ

ューに入っておりまして、毎年実施しています。また、市だけではなくて、交通安全

指導員が各公民館など、そういったところで出前講座を実施しております。 

 委員がおっしゃったような、通学路に必要な危険箇所に特化した出前講座を実施し

てほしいと事前に相談いただければ、そういったテーマで出前講座を対応することも

できますので、ぜひ学校とかＰＴＡとかでそういった機会をつくっていただきまして、

市、もしくは交通安全指導委員会のほうに依頼していただければと思います。 

 以上です。 

○梶原委員 

 その講座は、子どもたちを連れて、現場に行くような講座ですか。 

○安全安心課係長 

 今までお子様方を連れて、現場に行くというフィールドワーク的なことはやったこ

とはないんですが、ご相談をいただければ対応可能かどうか検討したいと思います。 

○梶原委員 

 そういうメニューをつくっていただきたいなと私は思うんです。実際に見に行かな

いと、こういうようなところで、ここが危険ですよと子どもに幾ら言っても、それが

どこなのかが子どもたちはわからなくて、ただ、目で見れば、角の車から見えないと

ころから自分が出ていくんだというところを実際歩いてみて見せないとわからないと

思うんですよね。 

 だから、そういうメニューがあれば申し込みもしやすいと思うので、よければそう
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いうメニューができるような方向に少しでもなっていただけたらうれしいと思います。 

○安全安心課係長 

 委員のおっしゃるようなフィールドワーク的な出前講座のようなものになりますと、

学校であるとか、ＰＴＡであるとか、お子様方を連れていくということから、安全確

保等も必要になりますので、今の出前講座よりさらに深い、学校であるとかＰＴＡと

の連携が必要になってきますので、関係機関と協議をして、実現可能かどうか検討し

たいと思います。 

○梶原委員 

 よろしくお願いします。 

○議長（井本市長） 

 出前講座だけでは無理ですから、出前講座でそういう意識なり啓発をしていく、あ

るいはその応援団を増やしていく。一番近くて、日常、子どもたちの安全なり防犯に

関わるのは、やはり学校の先生であり保護者であり、交通安全指導員の方でもありま

しょうから、そこにどうやって伝えるか、どう指導できるかというその一つの手段と

して充実させてくださいというご意見で、十分に検討の余地はあるということで、よ

ろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○吉富教育長 

 事例として報告させていただきます。 

 月の浦小学校に勤めておりました。そのときに地図作成業者のＺ社と提携しまして、

校区の地図を使わせてもらう許可を得て、そこに防犯上と交通安全上危険なところを

全部ピックアップして、学校側がそこに写真を貼りまして、入学式のときに子どもと

保護者をその前に連れていって説明する。そして、１年生の子どもには保護者の口を

通して説明をさらに加えていただくということをやっておりましたので、先ほど市長

がまとめられたような方向で動きができるように、安全安心課と提携しながら、こう

いう写真をいただきながら進めてまいればと思います。 

 専門業者と提携して地図をつくるのは大変お金がかかりますけど、そのときには公
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民館の地域活動費ということで、学校で何か有効に使われませんかというお申し出が

あったものですから、助けをいただきながら、廊下の突き当たり全部におさまるよう

な大きな地図をつくり、さらに各家庭に配ることができるような、各家庭用の縮小版

をつくって配りました。そういったことも一つの方向として視野に入れるように各学

校に指示したいと思います。 

○議長（井本市長） 

 ありがとうございます。いいですか。 

 それでは、この議題については終了させていただきます。 

○議長（井本市長） 

 それでは、（２）の「夢とみらいの子どもプランⅢ」の策定報告についてを議題とし

ます。 

 所管課から説明をお願いいたします。 

○こども未来課長 

 おはようございます。こども未来課です。 

 それでは、「夢とみらいの子どもプランⅢ」の策定についてご報告をいたします。お

手元に、「夢とみらいの子どもプランⅢ」とＡ３の概要版及びＡ４の「夢とみらいの子

どもプランⅢ策定のポイント」を配付しておりますのでご確認ください。 

 「夢とみらいの子どもプランⅢ」については、本年１月の定例教育委員会で概要版

の案を用いて内容をご説明し、２月から30日間のパブリックコメントを実施すること

を報告しておりました。パブリックコメントでは、電子メールで３人の方から12件の

意見が提出されたところです。意見は、計画の趣旨や理念に対するものが多く、子ど

もの権利の重要性や関係法令についての意見をいただき、２件の意見を本計画に反映

しました。 

 それでは、プランⅢを御覧ください。 

 まず、４ページ目の「Ⅲ 計画の位置付け」において、この計画の根拠法を明らか

にするため、９行目に「なお、子ども・若者育成支援推進法における市町村子ども・

若者計画としても位置付けます」という１文を追記しました。 

 また、巻末の 54 ページには、この子ども・若者育成支援推進法を掲載することで、
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この法律が日本国憲法及び児童の権利に関する条約、子どもの権利条約の理念に基づ

くものであるということを示しております。 

 そのほかの意見につきましては計画は修正しておりませんが、市の考え方を示した

上で、「パブリックコメント 意見募集の結果」として６月に 30 日間、こども未来課

や各コミュニティセンター、市のホームページ内で公表しました。 

 それでは、改めてＡ３の概要版を使って簡単にではありますが、内容をご説明いた

します。 

 まず、第１章では、計画の概要を示しています。 

 「Ⅰ 計画策定の趣旨」では、子ども・若者が健やかに育つ環境を実現し、一人一

人の成長を継続して支援するために策定するということを記載しております。 

 また、「Ⅱ 計画の基本理念」は、前プランの三つの理念を引き継いでいるところで

す。 

 施策の展開は、裏面の第３章に記載しておるところです。 

 妊娠期・乳幼児期、学童期、思春期、青年期の成長段階に分けて取り組みを行うこ

とにしており、成長段階ごとに一つのテーマを掲げ、三つの基本施策ごとにそれぞれ

三つの重点事項を記載しているところです。 

 それでは、次に、Ａ４判の「夢とみらいの子どもプランⅢ」策定のポイントをご覧

ください。 

 プランⅢでは、プランⅡでの取り組みやアンケート調査から明らかになった生活習

慣の乱れとメディアとのつき合い方を特に重要な課題としました。 

 また、子どもの貧困対策においては、全ての成長段階における共通の課題でありま

すが、貧困の連鎖を断ち切るために、特に早期において、これまで行ってきた施策を

ベースとして、重点的に取り組むことにしております。 

 なお、プランの効果は、活動指標と成果指標という数字で確認をして評価をしてい

きます。成長段階ごとの重点事項の活動指標を１年ごとにチェックし、５年後の成果

指標の目標達成につなげていきたいと考えております。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

○議長（井本市長） 

 この議題についても報告となりますけれども、どうぞご遠慮なく質問がありました

らお願いいたします。 
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 教育委員会にはいつ説明されたんですか。案の段階でしょうか。 

○こども未来課長 

 今年の１月末の定例の教育委員会でご説明しております。 

○議長（井本市長） 

 １月におられた方は聞いておられますね。本日の段階で何かお気づきの点がありま

したらお願いします。 

 よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 プランⅢにのっとって事業は今から一つ一つ進めていかれます。予算も含めて庁内

で議論していくことになりますし、これは教育委員会だけのテーマではありませんで、

全庁的に進めなければならないことですので、今後とも教育委員の皆様にもいろいろ

とご指導いただきますようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、議題を終了させていただきます。 

 次に、その他に入ります。その他としては何か準備してありますか。 

○自治戦略課長 

 事務局としてはないです。 

○議長（井本市長） 

 委員の皆さんから何か、この際、テーマとして出したほうがいいというのがありま

したらどうぞ。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○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わらせていただきたいと思います。 
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 これからは事務局に進行を戻します。私の役目はここで終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○自治戦略課長 

 井本市長、議事進行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、

ありがとうございました。 

 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。 

 子どもは地域の宝と言い続けております。それぞれの地域でいろいろな団体、グル

ープが活動なされております。私の記憶するところでは、東地区で先に協議会みたい

なのをつくられて、安全・安心のために相当活発に活動が展開されていますね。それ

が東っ子まつりに展開してきたんだろうと思いますし、コミュニティごとにも、ある

いは各区によっていろいろな活動がなされております。 

 「防災メール・まもるくん（福岡県が提供する防災情報等メール配信システム）」に

は、１週間に１回ぐらい、日によっては二つか三つ、「不審者が出ました」というよう

なメールが入ってきます。全国的にいろいろな事件が起きておりますので、大野城市

も例外ではありません。日常、我々が気をつけながら子どもたちにも自覚を持ってい

ただけるような、そういう教育も進めていただかなければならないと思っております。

市の施策としては、この「夢とみらいの子どもプラン」の中で一つ一つ展開をしてい

きたいと思っておりますので、どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 総合教育会議は、大変いろいろな意見をいただいて、参考にさせていただいており

ます。委員の皆さんからご希望のテーマなりあれば、どうぞご遠慮なく事務局のほう

にお知らせいただければありがたいということであります。 

 本日はこれをもちまして終わらせていただきます。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。 



 18

 それでは、これをもちまして、第１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。 


