
 1

平成３０年度第３回大野城市総合教育会議会議録 

日時：平成31年３月28日(木)10時00分～11時30分 

場所：本館３階 庁議室 

○自治戦略課長 

 定刻前ではございますが、皆さんおそろいでございますので早速始めさせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○自治戦略課長 

 それでは、皆様、おはようございます。ただいまから、平成30年度第３回大野城市

総合教育会議を始めます。 

 私は、この会議の進行を務めます自治戦略課長の橋本です。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します。 

 本日の議題は（１）から（５）までの５件となっております。この５件の議題につ

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

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○自治戦略課長 

 また、本日の会議は１名の傍聴者がいらっしゃっております。 

 本日の会議の資料は、資料の１から資料の５までとなっております。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。 
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○井本市長 

 おはようございます。 

 年度末も押し迫っての総合教育会議でまことに申しわけありません。お忙しい中ご

出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 ただいま紹介しましたように、５件の議題が上がっておりまして、報告が３件、協

議が２件ということであります。 

 ふるさと館で実施します学校連携事業と市民体操については、昨年度の総合教育会

議で報告があった議題に関連をするものであります。その後の取り組みの状況につい

て報告がなされます。 

 また、新しく学期制の検討事業についての報告もあります。メリット、デメリット

を考慮しながら、しっかりと検討できる事業となるように、率直な感想、意見をいた

だきたいと思います。 

 また、協議については、教育施策大綱についてと教育振興基本計画についてであり

ます。どちらも教育の今後の目標や進むべき方向性を定める大事なものでありまして、

将来に向けた方針を確立できるように、教育委員の皆さんと十分議論を行いたいと思

います。 

 いよいよ来年度に向けて準備が大詰めに来ております。改元の日が近づいており、

４月１日には新しい元号が発表されます。新しい時代に大野城市の教育はいかにある

べきかということを議論ができれば、この会議の意義はさらに高まるのではないかと

思います。どうかご協力をよろしくお願い申し上げまして、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。 

 ただいま市長からご指摘いただきました３番目の議題についてでございます。子ど

もに最適な学期制検討事業についてでございますが、ご存じのように制度の名称であ

ります、「２」と「３」につきましては、年度を２つに分ける、または、３つに区切る
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といったように、意味は大変理解されやすいという側面がございます。 

 一方で、教育活動に直接携わっております者は、日々の教育活動を通して、子ども

たちのその中での教育活動についての変化とか違いとかいったものについては、わか

っているつもりでございますが、保護者の皆様とか一般の方々において、こういった

点を、いかに違いとして伝え、きちんとしたアンケートをつくっていくか、アンケー

トをどう吸い上げていくかといったことを、今後、工夫していかなければならないと

考えているところでございます。 

 こういう総合教育会議の場を通しながら、そういった点について、偏りのないよう

作成していきたいと考えているところでございます。今後ともどうぞご審議よろしく

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、始めさせていただきます。 

 初めに、（１）大野城心のふるさと館で実施する学校連携事業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。 

○地域創造部長 

 改めまして、皆様おはようございます。地域創造部長の三角と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 地域創造部の議題につきましては、昨年の７月に開館いたしました、大野城心のふ

るさと館で実施いたします学校連携事業についての説明をさせていただきます。 

 なお、学校連携事業につきましては、昨年の３月に開催されました、平成29年度第

３回の本会議におきまして事業概要の説明をさせていただき、平成30年度につきまし

ては、小学校を対象に本事業を実施させていただいております。 
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 今回は、平成31年度から中学校につきましても実施することで進めさせていただい

ておりますので、これについて説明をさせていただきます。 

 それでは、心のふるさと館運営課の岩下課長が説明いたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○心のふるさと館運営課長 

 皆さん、おはようございます。心のふるさと館運営課の岩下でございます。 

 ただいま部長のほうからお話がありましたとおり、私のほうから、議題１、大野城

心のふるさと館で実施する学校連携事業についてのご説明をさせていただきます。 

 この件につきましては、今お話がございましたけれども、昨年の３月に行われまし

た本会議にてご説明いたしましたとおり、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、

収蔵品等を生かした学習プランの開発を行いまして、平成30年度においては、市内の

全小学校を対象に本事業を実施、平成31年度以降は中学校向けの学習プランも加え、

事業を実施していくものでございます。 

 学習プランの開発に当たりましては、市内の全10校の小学校の先生方、また全５校

の中学校の先生方と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、学校

連携協力者会議、こちらを開催いたしまして、学習プランを初めとする事業内容につ

いてご議論をいただいたところです。 

 それでは、資料１に沿って、事業内容のほうをご説明させていただきます。 

 まず、資料１の１ページ目をお願いいたします。 

 こちら学校連携事業の実施要項となっております。 

 １、事業の趣旨、２、事業の対象基準につきましては、先ほど概要のほうでご説明

いたしましたとおりでございます。 

 ３の学校連携事業利用単元といたしまして、先ほどお話しいたしました学校連携協

力者会議、こちら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のほうを設

定しております。 

 まず、小学校の利用単元でございますけれども、「私たちの大野城」、こちら３年生

の社会科の授業になります。それと、「昔のどうぐ」、こちらも３年生の社会科の授業

になります。それと、「大野城市の発展につくした人」、こちら４年生の社会科の授業

になります。それと、「大昔のくらしと国の統一」、こちらは６年生の社会科の授業に
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なります。最後に５番目、「山城のすばらしさをＰＲしよう」、こちら６年生の総合的

な学習の時間の授業となっております。 

 中学校の利用単元につきましては、「明治維新と大野城市のかかわり」、こちらは社

会科、歴史の単元となっております。それと、「地方自治に関する発展的学習」、こち

ら社会科の公民の授業となっております。最後に、「ふるさと学習」といたしまして、

こちら総合的な学習の時間の授業となっております。 

 なお、こちらの資料のほうにはございませんけれども、今年度、平成30年度の市内

の小学校におけます学校連携事業、こちらの利用実績でございますけれども、市内の

小学校全10校、合計で1,968名の小学生が本事業を利用いたしまして、心のふるさと館

に来館しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４番目、バスの利用についてでございますけれども、本学校連携事業を利用して、

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、私ども心のふるさと館運

営課におきまして、バスの手配及び費用負担のほうを行っておるところです。 

 続いて、同じページ下段、５番目、利用申し込みについてでございますけれども、

３月の初旬の時点で、次年度、平成31年度分の学校連携事業の申し込みを各学校のほ

うからいただいております。現在、日程の調整作業を行っている最中でございます。

間もなく次年度の利用決定を行いまして、以降各学校の先生方と事前の打ち合わせ等

を経た上で、次年度も子どもさん方に授業でご来館いただく予定となっております。 

 次のページの下段をお願いいたします。 

 ６、教員のための館利用ということで、今年度、平成30年度も開催いたしましたが、

市内の各学校の先生方向けに館内見学及び説明会を実施いたしまして、心のふるさと

館への理解と今後の利用促進につなげようと考えておるところです。 

 ７、学校利用のための撮影について、こちらにつきましては、授業利用時の写真撮

影に関するルールの規定ということになっております。 

 以上が学校連携事業の実施要項についてのご説明でございました。 

 続きまして、次のページを御覧ください。 

 ここからは、平成31年度からスタートいたします中学校の学校連携事業の学習プラ

ンについてご説明させていただきます。 

 まず、社会科、歴史的分野におけます「明治維新と大野城市のかかわり」という単

元でございます。これは明治時代の富国強兵以降の急速な経済発展の中で、製糸業が
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盛んになったことに伴う本市での養蚕業の発展や、そのほか、明治、大正期における

ふるさとの近代化の歩みについて、ふるさと館の常設展示等を使いまして、理解を深

めていただく、そういった内容になっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 同じく社会科、公民におけます「地方自治に関する発展的学習」という単元になっ

ております。これは心のふるさと館そのものの設置意義、各コーナーの特徴、内容と

まちづくりが果たす役割についての学習を通じまして、地方自治について学ぶ、そう

いった内容となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 こちらは３単元目といたしまして、総合的な学習の時間「ふるさと学習」になりま

す。こちらは心のふるさと館の各展示内容の見学、解説と大野城跡の現地フィールド

ワークを通しまして、ふるさと大野城の歴史を学び、愛郷心の醸成につなげる、そう

いった学習の内容となっております。 

 以上が、中学校の学校連携事業の内容となっております。 

 大野城心のふるさと館も、昨年７月の開館から約８カ月が経過いたしまして、これ

までに市内外から約７万人の皆様にご来館いただいております。２年度目を迎えます

次年度も、歴史、子ども、にぎわい、この三つのコンセプトのもと、ふるさと大野城

の地に刻まれた歴史のご紹介はもちろんのこと、各地からの貴重な逸品を展示させて

いただく特別展の実施や現在活躍していらっしゃいます市民の皆さんのさまざまな活

動をご紹介いたします。また、子どもさんたち、その親御さんたちに気軽に立ち寄っ

ていただき、楽しい時間を過ごしていただけるような、そういった事業の実施を通じ

まして、市民ミュージアムとして市民の皆さんに育てていただきながら、さらに今後

発展してまいりたいと考えております。今後とも教育委員の皆様方のご理解とご協力

を賜ることができれば幸いでございます。何とぞよろしくお願いいたします。 

 以上で簡単ではございますが、心のふるさと館運営課の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。この議題については報告となりますけれども、ご質問があり

ましたら、どうぞご遠慮なく、挙手の上お願いいたします。 

どうぞ。 
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○髙木委員 

 ふるさと館ができて、非常に来館者も多く盛況で、私も非常にいいと思うんですが、

今年実施された10校から1,968名がみえたと。その学校名は分かりますか。 

 それと、もう１点が、教員向けの研修ということで、このカリキュラム等をつくっ

てありますが、月曜日、休館日は学校向けの教員の研修に当てると。しかし、学校は

授業があっているわけですね。その場合、どのような手だてでされたのか。ふるさと

館は月曜日が休館日だから、どうぞ学校の先生来てくださいと、研修日ですよと。し

かし、月曜日であっても、学校は授業があっていますよね。その辺の手だてをどうい

うふうにとられたのかですね。 

 また、今年から中学校で実施されると思うんですけれども、中学校は教科制になり

ますが、全教員対象なのか。この計画を立てられた先生はもう十分理解してあると思

いますが、その辺がわかりましたら教えてください。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○心のふるさと館運営課長 

 ありがとうございます。まず、最初のご質問にございました、学校名でございます

けれども、市内の小学校、全10校お越しいただきました。小学校によっては複数回お

越しいただいている学校もございますので、延べの人数になりますけれども、３年生

が全部で10校来ていただいています。それで、４年生が７校来ていただいています。

それと、５、６年生、こちらのほうの授業で来ていただいたのが１校ということにな

っております。 

 それと、二つ目のご質問、学校の先生方についての見学、説明についてですけれど

も、今年度、平成30年度については、夏休みの時期に、学校の先生方の見学とご説明

のほうをさせていただきました。 

 31年度につきましても、できるだけ先生方、広くふるさと館のほうに来ていただい

て、館の常設のしつらえであったりとかコンセプトであったりとか、そのあたりを皆

さんにご理解いただけるような日程を我々のほうで調整させていただいて、組ませて

いただいて。なかなか全ての先生方にお越しいただくのは難しいかもしれませんけれ

ども、できるだけ多くの先生方が来ていただけるような日時の設定に努めたいと考え
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ております。 

 以上でございます。 

○髙木委員 

 では、夏期休業中に一応計画をするということですか。 

○心のふるさと館運営課長 

 そうです。できるだけ来ていただける日時のほうで設定を今後行っていきたいと思

います。 

○髙木委員 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 もう一ついいですか。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○髙木委員 

 それと、中学校が実践する場合、歴史で２時間、公民で２時間、総合的な学習とあ

りますね。これを有効に活用してもらうために、例えば資料の指導案の公民のところ、

指導計画４時間。そして、その次のページ、総合的な学習で指導計画が７時間と。恐

らくこれは学校の先生がこれを作成するときに、年間授業数が決まっていて、書かれ

たと思うんですが、例えば指導計画で、総合学習の中で７時間使いますと。そのうち

の何時間を心のふるさと館で実習を考えてあるということですかね。それをきちっと

７時間するとか、こうやっておくと、ちょっと学校のほうは、プランニングでどうか

と。 

 といいますのは、この前、（以前の会議で議題として提案された）障がい者に関する

教育で、何十時間やってもらおうと思っていると。しかし、学校は学校でプランニン

グしているから、なるべく学校の意向、校長は教育課程編成時数的には、その中で有

効に使われるような希望をしています。 

 学校現場は、これを見ていたら、１回しとけばいいのではないかなと。もうあとは
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心のふるさと館からの説明もあるだろうし、全部が投げっぱなしということじゃない

んですけど。その辺をもうちょっと、恐らく社会の先生が中心になるんじゃないかな

と思うんですけれども、全職員がわかるように、現場と煮詰めていただく。 

 ましてや、流れでワンステップですから、あら、大野城は、こんなことをしている、

カリキュラムが載っていると。これがある種の大野城の特徴ある社会科のカリキュラ

ムになると思うんですよ。だから、その辺をうまく調整されながら、お願いしたいと

思います。これは、よそがしていない、すばらしいことですから。よろしくお願いし

ておきます。 

○議長（井本市長） 

 教育委員会のほうから何かないですか。岩下課長に言ってもしょうがないんだけれ

ども。学校のほうで。 

○角委員 

 これは先生がつくったんでしょう。協議会で。 

○心のふるさと館運営課長 

 先ほどお話しした学校連携協力者会議という、その中で協議していただいて、プロ

グラムをつくりました。 

○議長（井本市長） 

 学校も了解しているんでしょう。その中で調整してあるということですよね。 

○心のふるさと館運営課長 

 各学校のほうから代表で先生に来ていただいて、その中でお話しさせていただいて

という形にはなります。 

○吉富教育長 

 大まかなスケジュール、カリキュラムが出ていました。その細かいものは学校も持

っていますので、学校の目的とか許容活動時間とかがまだ根底にあっていますので、

もっと細やかなものは、事前に連絡を取り合ってするはずになっております。それは



 10

一応大きくふるさと館を使う一つの単元をかぶせるという意味で、この代表単元の計

画を出していますので、これがもう少し詳しくなりますと、１単位時間ごとの指導案

ということになってまいりますので、各学校に寄り添った計画になってくると思われ

ます。そのための連携会議を開いてありますので。それに社会科の先生が出てきてい

ますので大丈夫です。そういう話を聞いております。 

○ 安部委員 

 ご説明の中で、利用単元の小学校をスタートにされた分で、設定という言葉が出て

きました。それで、５年がないなと思って見ていたんですが、口頭の回答の中で、５、

６年生というような答弁があったかと思います。これは委員会でこれのメニューを考

えられて、そして学校がこれをしようというふうに決められて、また５年生が、多分

６年生のメニューを選ばれたんだと思うんですけどもね。このメニューの中には５年

生という対象はなかったわけですかね。 

○心のふるさと館運営課長 

 「山城のすばらしさをＰＲしよう」という単元につきましては、５年生、６年生、

学校でそれぞれにどの学年を選択されるかというところはあるかと思いますけれども、

いずれでもうちのほうでお受けすることができるというところで組ませていただいて

いるものです。 

○議長（井本市長） 

 はい。 

○吉富教育長 

 今の、つけ加えます。総合的な学習の時間「山城のすばらしさをＰＲしよう」とい

う単元では、５年生、６年生に限った単元名ではございませんので、逆に言うと、６

年生でするよりも５年生でしたほうがよいのではないか、そして、５年、６年へと続

けたほうがよいのではないかという、今後改訂カリキュラムが出るものと思われます

ので、今後の実践の中で細かなカリキュラムをつくっていくというスタンスをここは

とっておいたほうがいいと思います。だから、カリキュラムが増えていくと思います。

また、そうならなければならないと思っています。 
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○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○心のふるさと館運営課担当 

 大野城心のふるさと館の今村と申します。よろしくお願いいたします。 

 先ほどの説明に補足させていただきますと、単元のほうで学年を明記させていただ

いておりますが、これはあくまで目安でありまして、それぞれ学校のカリキュラムに

よって利用する、「昔のどうぐ」に関しましてもそうなんですけれども、学校によって

利用する学年がそれぞれ違ってきますので、こちらは私ども運営課のほうと学校の先

生方と協議をさせていただいて、利用する学年を決定させていただいておりますので、

あくまで目安としてお考えいただければと思います。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 よろしいですか。どうぞ。 

○梶原委員 

 この単元名を見ているだけでも、とても興味があるようなことが多くて、この授業

を個人的にというか、一般的な考えとして、受けてみたいなと思ったりするんですけ

れども、学校が受けられている授業の中に一般の方が希望でっていうか申し込み制と

かで何人か入って受けるとかいうことって、できていかないのかなと思ったりするん

ですけれども。 

 わざわざこういうことを別個に時間をとっても、なかなか人が集まらないと寂しい

ものになるんですけれども。こういう興味がある方は何日と何日と何日は学校のがあ

っていますよというときに、そこに来てもらったりして、例えば単元を合格しました

みたいなスタンプとかでも押していくと、みんなが来て一緒に学べるし、子どもたち

が学んでいる姿を見てもらうこともできるのかなと思って。たくさんの方は無理でし

ょうけれども、申し込み制とかで、例えば５人くらいまでは入れますっていうことで、

一緒に学べたりしたらいいなってちょっと思ったので、希望で発言しています。 
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○議長（井本市長） 

 はい。 

○心のふるさと館運営課長 

 ありがとうございます。現時点ではあくまで学校とのカリキュラムということで組

ませてはいただいております。ただ、ふるさと館といたしまして、団体の皆様にふる

さと館のご見学をいただく、そういったメニューであったりとか、もうご準備してい

るものと、今、梶原委員からもご提案があった件については、実際に子どもさんと一

緒にという形でできるかどうかわかりませんけれども、何かしら我々スタッフのほう

でそういったメニューを市民の皆さんに提供できないかどうかというところは、今後

検討していきたいと思っています。 

○梶原委員 

 ありがとうございます。 

○議長（井本市長） 

 よろしいですか。 

 私のほうから。小学校10校と中学校５校を縦軸にして、横軸に単元名を書いて、人

数を入れた資料を作成してもらえませんか。どこの学校が何年生、何人来たか。来て

いない学校がありますね。全部来ていないでしょう。15校来ているわけではないでし

ょう。 

○心のふるさと館運営課長 

 30年度については、小学校のみのプログラムを実施いたしました。 

○議長（井本市長） 

 じゃあ、小学校だけで。 

○心のふるさと館運営課長 

 小学校は全10校来ております。 
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○議長（井本市長） 

 じゃあ、その人数と単元が分かるようにしてもらえますか。 

○心のふるさと館運営課長 

 はい、わかりました。 

○議長（井本市長） 

 学校の意欲というか、利用の状況がわかります。それは今日じゃなくてもいい。追

って資料をいただければ。 

 せっかくやっているんだから、みんな同じように公平に子どもたちは受けないとだ

めですね。だから、先生たちとか学校の都合で受けたり受けなかったりするのは一番

よろしくないので、時間はないでしょうが、障がい者の分もそうでしたけれども、ふ

るさと館としては、どんどん来てもらいたい。学校としては公平にチャンスを与える

という、そういうお互いの努力をするのがここで確認できれば、総合教育会議の価値

が上がりますよね。要望しておきます。 

 では、この点はよろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 それでは、この議題を終了させていただきます。 

 では、スポーツ課。それでは、次に、（２）「（仮称）大野城市民体操」の名称の決定

に関しての報告をしてもらいます。 

 まず、所管課から説明をお願いします。 

○スポーツ課長 

 皆さん、おはようございます。スポーツ課です。よろしくお願いいたします。 

 議題の（２）「（仮称）大野城市民体操」名称の決定に関する報告をさせていただき

ます。 

 インデックスの資料２をお願いいたします。資料は２－１から２－３になります。 

 平成29年６月の総合教育会議におきまして、スポーツ推進委員によるオリジナル体
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操の作成についての報告をさせていただいております。 

 当初オリジナル体操の名称を、「（仮称）大野城市民体操」としておりましたが、総

合教育会議の中で、大野城市民体操という名称は少しかたい感じがするので、和むよ

うな名称がいいのではとのご意見をいただきましたので、再度スポーツ推進委員会で

協議を重ねまして、市民に親しみがあり、覚えやすい名称などを考慮しまして、大文

字体操と決定しましたので、報告させていただきます。 

 名前が決定しましたので、今後は大文字体操を広めていくために、力を入れていか

なければならないと考えております。 

 現在は市のスポーツイベントの準備体操として広めております。 

 また、スポーツ推進委員は、四つの地区に分かれて活動をしておりますので、各区

の行事、軽・ニュースポーツ大会、小学校の体力テストの支援になどにおいて、この

体操を準備運動としております。 

 今後も体育協会や福祉団体などの関係機関と連携しながら、さまざまなイベントに

積極的に参加し、大文字体操を広めていきたいと考えております。 

 ここで画面のほうで大文字体操を映します。二つあります。立って行うバージョン

と車椅子バージョンがありますので、お時間をいただきますが、どうぞよろしくお願

いいたします。 

（映像視聴） 

○スポーツ課長 

 次が車椅子バージョンになります。 

（映像視聴） 

○スポーツ課長 

 ありがとうございました。今見ていただいた車椅子バージョンは、少しテンポが遅

くなっております。 

 スポーツ課からの報告は以上となります。 

○議長（井本市長） 

 この議題も報告となりますけれども、ご質問がありましたら、どうぞお願いいたし

ます。 

 どうぞ。 
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○髙木委員 

 すばらしいビデオができたと思っております。ここに各地区の調査結果が出ており

ますが、これは実際行なう場合、こういう映像を映されるのか、それとも、音楽だけ

でやるのか。どういうふうなお考えですか。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○スポーツ課担当 

 スポーツ大会では、実際にスポーツ推進委員が、大会運営に協力しているので、そ

こで音楽だけ流して、実際に前でスポーツ推進委員が指導するような形をとっていま

す。 

 以上です。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。 

○髙木委員 

 ナレーターみたいな声が入りましたが、今の音声つきを流されながら、その場で言

われるということですね。 

○議長（井本市長） 

 はい、どうぞ。 

○スポーツ課担当 

 音声と音楽を組み合わせたものがありますので、それを流しています。 

○髙木委員 

 はい、わかりました。 
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○議長（井本市長） 

 ほかにありますか。 

 ロードレースでやったよね。 

○スポーツ課長 

 はい。 

○議長（井本市長） 

 何回か僕もしましたが、もうちょっと長くてもいいなと思いました。案外やってい

るほうはさっと終わるから。とりあえず普及させる努力をしないといかんですね。よ

ろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

それでは、この議題を終了いたします。 

 それでは、次に（３）子どもに最適な学期制検討事業についてを議題といたします。 

 所管から説明をお願いします。 

○教育指導室長 

 皆様、こんにちは。教育指導室所管の子どもに最適な学期制検討事業について、お

手元の資料のインデックス、資料３とテレビ画面を使って報告をさせていただきます。 

 報告内容は、スクリーンに示しております三つで報告させていただきます。 

 まず、本事業設置理由について説明いたします。 

 本事業は、国・県・近隣市の学期制に関する動向や教育を取り巻く社会情勢の変化

を踏まえ、本市の学期制について検討を図るものです。 

 近隣市における学期制の実施状況と、市民及び本市教職員に調査した結果をもとに、

学期制審議会において方向性を審議していきたいと考えております。 

 本市が実施しています３学期制は、学校の１年間の教育課程を三つの学期に分けて

実施する制度です。２学期制は、１年間の教育課程を前期、後期の二つに学期に分け

て実施する制度であります。 
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 平成14年度に土日を休業日とする完全週５日制が開始されました。それに伴い、文

部科学省は学校の必要な指導時間を確保するための工夫として、スクリーンに示して

おりますような長期休業日の増減、２学期制などの学期区分の工夫を例示しました。

特に２学期制導入検討に当たっての留意事項としまして、全国一律実施ではなく、各

教育委員会等の取り組みに委ねるべき事柄として明示されております。 

 次に、２学期制導入の経過と国の動向について説明いたします。 

 平成14年度の完全週５日制開始年度に、仙台市立全小中学校で２学期制が導入され

ました。その後の文部科学省の調査では、平成21年度に全国の小学校の21.8％、中学

校の23％が２学期制を実施し、この年度が実施率のピークとなりました。 

 時間を置きまして、平成26年度の調査では、小学校が20.6％、中学校が19.6％の実

施となり、やや減少している状況です。 

 また、福岡県における２学期制実施の動向では、平成27年度から28年度は、小学校

が21.7％、中学校が16.7％の学校が２学期制を実施しています。平成29年度は、小学

校が23.3％とやや上昇し、中学校が16.7％となっております。平成30年度には、小学

校が21.7％になり、中学校が15％とやや２学期制実施率が減少している傾向にありま

す。 

 続きまして、３学期制と２学期制の違いについて、示しております図を使って説明

いたします。 

 平成30年度の本市小中学校と近隣市の小中学校の実施状況です。上段が本市の小学

校で、下段のほうが近隣市の小学校となっております。 

 ３学期制と２学期制の違いは、スクリーンに示しております右側の囲みにあります、

大きく三つ挙げられます。一つ目は、通知表配付の回数です。学期末に配付しますの

で、３学期制では３回、２学期制では２回となります。 

 二つ目は、学期ごとの始業式と終業式等の組み合わせの回数です。３学期制では始

業式と終業式等の組み合わせが年に３回、２学期制では年に２回となります。 

 三つ目は、夏休みと秋休みについてです。３学期制では夏休みが44日でしたが、２

学期制では夏休みは37日と、10月の３連休を含めた秋休みが６日となっております。 

 年間の登校日数は、３学期制が約197日、２学期制が約200日と、２学期制が３日多

い状況になります。 

 年度開始日と終了日、冬休みと春休みの日数は同じでございます。 

 続きまして、中学校です。 
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 中学校では、ほぼ小学校と同じ状況にありますが、年間を通した定期考査の回数が

違います。３学期制では１学期に２回、２学期に２回、３学期に１回となります。色

をつけて、黄色と黄緑の色をつけているところが考査になります。年間５回定期考査

を実施しています。２学期制では、前期に２回、後期に２回と年４回の実施となって

おります。 

 また、近隣市が行った調査結果から、主なそれぞれの学期制のよさについて説明を

させていただきます。 

 上段の３学期制では、学期の区切りに長期休みがあり、生活リズムが整いやすい。

通知表配付が年３回ある。それに伴い、評価や進路情報を早く知ることができること

が挙げられていました。 

 ２学期制では、夏休みが短い分と始業式や終業式の回数が減った分、年間の授業時

間に余裕があること。通知表配付が１回減ったことにより、教職員の事務処理量が減

少したこと。それに伴い、教職員の子どもと向き合う時間が増加したことが挙げられ

ていました。 

 そこで、本教育委員会といたしましても、スクリーンに示しております調査の視点

と調査の方法をもとに、広く市民の皆様、そして教職員の声を集約、分析していきた

いと考えております。 

 学校生活、家庭生活、地域とのかかわり、その他の調査の視点では、評価、授業時

間数、長期休み、秋休みの影響などの調査項目を検討、準備しているところです。 

 学期制審議会につきましては、平成31年度内に５回の学期制審議会を計画しており

ます。第１回では、事業計画の提案とアンケート調査内容、方法の審議を、第２回で

は、調査結果分析報告についての審議、第３回では、第２回の審議結果を受けた学期

制の検討、第４回では、学期制の決定、第５回では、今後の運営に関する報告を予定

しているところです。 

 スクリーンの図は、主な事業スケジュールをお示ししております。 

 第１回の調査内容と方法を審議後、調査、実施、分析をさせていただきまして、第

２回以降の審議会を計画しています。審議会後には、毎回教育委員会の皆様に審議内

容を報告いたしますとともに、９月、12月、３月に議会報告を予定しております。 

 最後になりますが、学期制審議会委員について説明いたします。 

 学識経験者に大学の教授、地域からは区長会、コミュニティ運営協議会、社会体育、

文化連盟からお願いしていく予定としております。保護者の皆様につきましては、市
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のＰＴＡ連合会、保護者代表として各中学校ブロックの代表、そして、公募の中から

お願いしていきたいと考えております。校長会につきましては、小学校、中学校お一

人ずつ２学期制の経験がある校長先生にお願いしていく予定としております。 

 以上で本事業の報告を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 説明が終わりました。この議題については、報告となりますので、ご質問がありま

したら、どうぞご遠慮なくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○角委員 

 ２学期制に移行しているのが増えたり減ったりという状況があると思うんですけれ

ども、この中で戻った理由とかですね。それと、ここに書いてありますように、よさ

はありますけれども、デメリットについて余り明記されていないような。どういうデ

メリットがあるのか。それと、３学期から２学期に移行して、かつまた戻ったのはな

ぜなのか、その辺をもう少し明確に調査をして、審議会とかそういうところに反映さ

せていただきたいなと。そういう調査についてもやられているのかどうか。その辺を

含めてお答えいただきたいと思うんですが。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○教育指導室長 

 メリットとデメリットにつきましては、実際に３学期制に戻された自治体は福津市

が近隣ではありましたけれども、２学期制実施の後に、調査、アンケートをされてい

ました。その中で２学期制のデメリットとして、保護者の方から出てあったところは、

例えば成績の情報の提供をもっとしてほしかったとかいうところはありました。ただ、

２学期制を実施しているところも、通知表は配付されませんが、７月末にはきちんと

成績の表を渡されたり、個人懇談等で説明をされたりもしていますので、その点につ

きましては、各自治体の工夫の違いがございました。 

 ３学期制のデメリットにつきましては、やはり授業時間を確保するところが厳しか
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ったというような、教職員からの話もありました。 

 そういったデメリットも、２学期制のよさ、３学期制のよさとちょうど相関するよ

うな形になっていましたので、今後メリットやデメリットについて調査した内容につ

きましても、情報をきちんと提示できるようにしたいと考えております。 

 それから、３学期制に戻った理由というところでは、全国の中学校の校長会の平成

29年度の資料の中に、一つは２学期制の場合ですと、前期の間に夏休みに入っている

部分でありますとか、そういったところで、学期の節目で子どもの生活リズムがなか

なかメリハリがつきにくいという記述がございました。 

 逆に２学期を継続してやるところでは、その分は子どもたちに夏休み前にきちんと

目標を持たせて、そして、授業時間の増えた分、丁寧に学習指導をして、夏休みが終

わった後に、９月の通知表に向けて取り組んでいますと、そういった話もありました。 

 そういった詳細につきましても、きちんと説明、情報ができるように、準備をして

いきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 いいですか。どうぞ。 

○角委員 

 それと、審議会ですけれども、このメンバーというのが。２学期制にするか３学期

制にするかというのは、非常に教育の根幹に係る問題だと思うんですよね、そういう

中で、余りにも一般的というか、大野城でいろんなことをやるときの委員さんを定め

るときと全く同じような選択をされているような気がして、もう少し教育にかかわる

専門的な人の意見というのが必要なんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の

人選について、考え方を教えていただきたいと思います。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○教育指導室長 

角委員がおっしゃるように、一つは教育に係る専門的な委員ということで、学識経



 21

験者の大学の教授の先生にアンケートの調査内容、方法も含め、事前に協議させてい

ただきまして、審議会のほうを専門的な識見からご指導していただきたいなとは考え

ております。 

 人選につきましては、やはりまだ２学期制を大野城市ではしておりませんけれども、

実際に保護者の方や地域の方からの事前にアンケート調査をさせていただくことで、

広く市民の皆様の声を聞く必要がある。また、教職員からも声を聞く必要がある。そ

ういった中では、こちらに予定しております地域、そして保護者の方、そして教職員

といった形で委員の方にお越しいただいて、その中でそれぞれの視点からご意見をい

ただく中で、学識経験者の大学の先生のコーディネートにより、専門的な分野からま

た審議を進めていただけたらと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 どうぞ。 

○角委員 

 多分に、私の想像と経験からしてね、こういうメンバーでやると、まず審議会の会

長、これは大学の先生ですよね。すると、基本的にはもう先生は自分の意見はほとん

ど言わないような感じで進められて、何となく一般的な思惑とか流れだけに流されて

しまうおそれがあるんじゃないのかなと。もう少し専門的な人をもう一人、逆に言え

ば会長以外にもう一人、二人とかというのが、必要ではないかなと思いますけれども、

その辺についてのお考えはいかがでしょうか。 

○議長（井本市長） 

 はい。 

○教育指導室長 

 専門的な内容につきましては、実際に２学期制を経験してある、３学期制も経験し

てある現場の校長先生が、小学校、中学校お一人ずつ。そして、大学の先生も、特に

大野城市の教育についても非常にお詳しい、そういった方を想定しているところです

が、その中で、実際に学校の専門的なお話と、それから、実際の地域、そして、保護
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者の方の立場から、そういった意見を整理させていただいて、子どもにとって最適な

学期制について審議していただきたいと考えておるところです。 

 以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 いいですか。どうぞ。 

○角委員 

 15名で、結果的には保護者が８名で半分以上になるわけやね。保護者代表というの

と、ＰＴＡ連合会代表というのは、これはもう同じジャンルなんですよね。 

○議長（井本市長） 

 これは確定しているんですか、委員の15名の内訳は。 

○教育指導室係長 

 条例上、15名という人数は確定しておりますけれども、それぞれの項目ごとの人数

については、条例上は規定しておりませんので、まだ、変更は可能でございます。 

○議長（井本市長） 

 ほかの委員の方、この件についてはどうですか。 

○髙木委員 

 今、15名って言われました。まだ変更はありうるという場合、私、経験から言うん

ですけれども、校長会代表がみえますね。ですが、こういう業務にかかわるのは一般

職員なんですよね。そこにデメリット、メリットの声が出ると思うんですよ。 

 実際私が教育委員になったときに、校長から、長期休業の期間を２日ずらしてくれ

たらいいのになということを聞いたことがあったんですよ。一般教員でも２、３年目

の先生はわからんと思いますが、保護者代表６名、これは若干多いかなという気はし

ます。 

 学校の職員はいろんな生徒、いろんな校務でわかる。私は校長先生もぜひとも入れ

ないといけないと思うけれども、ぜひ、この中に、一般職員の代表として、経験の豊
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かな、忙しいかなとおもいますが、主任クラス、できれば教務主任代表をと。こうい

う教育課程の管理は教務主任がしているんですよね。進行管理とか時数の関係は。先

生よく知ってあると思います。ですから、できれば教務主任代表と。 

 保護者代表６名を４名にしていただいて、現場の教務主任を入れて、校長会から出

てきた学校とは別の学校からというようにしたら、出てくるんじゃないかなと。メリ

ット、デメリットも。 

 最終的な学期制は教育委員会が決めることでしょうから、人選についてはご配慮し

ていただければと思っております。 

○議長（井本市長） 

 ほかに。 

 それでは、この審議会の意義については、まずは、ほか分野の方で漏れはないのか

ですね、再確認。保護者代表で、ＰＴＡが入るなら子ども会を入れてもいいかなと思

ったんですけれども、子ども会で子どもさんたちが学校に通っておられる方ね。卒業

しておられる保護者もおられます、子ども会の指導者もおりますので。そういうとこ

ろで、少し人数を減らして、ほかでカバーする。保護者代表のところね。ＰＴＡも出

てきておられますから。 

 学校の先生については、大野城市内に限らず、市外でもやっておられる、両方経験

しておられる先生がおられたら、学識経験者という形で一人入れられてもいいかなと

思いますね。 

 一般職員、一般の教員の方については、そちらで検討してください。出してもらえ

るなら、それが一番いいと思いますけどね。私も先生呼んできてくださいって時々言

うんですけれども、予算審議のとき。先生が一番わかっているんですよ、何でも。大

体のことは全部先生がわかっている。先生の経験者は、一人、二人。 

 あとは、教育委員会がまたありますでしょうから、そちらのほうで詰めていただい

て、こちらには報告をしてください。経過も含めて。 

 ほかに。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 では、よろしいですか。では、この件については議題を終了させていただきます。 
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 それでは、次に（４）大野城市教育施策大綱についてを議題といたします。 

 所管より説明をお願いします。 

○自治戦略課長 

 よろしくお願いします。それでは、インデックスに資料４と書いております資料の

ほうをお願いいたします。 

 まず、１の今回協議をお願いいたします趣旨でございますが、現在の大野城市教育

施策大綱が今年度、最終年度を迎えますので、次期教育施策大綱案の策定について、

最終的な協議をお願いするものでございます。 

 次に、２のこれまでの経緯についてですが、まず、平成29年度第２回総合教育会議

で、第６次大野城市総合計画の前期基本計画の中から、広く教育にかかわるものを本

市教育施策の大綱としてまとめることとしておりました。 

 次に、平成30年度の第２回総合教育会議で、第６次大野城市総合計画の前期基本計

画の中から抜き出しました、教育にかかわる分野を総合計画の施策体系をもとに設定

いたしました基本テーマに分類し、大施策ごとに基本目標、小施策、主な取り組みを

記載することといたしました。 

 また、それ以降の前期基本計画の修正などに伴います大綱案の変更、修正につきま

しては、11月、12月、２月の定例教育委員会で随時報告をさせていただいたところで

ございます。 

 平成30年度第２回の総合教育会議からの大きな変更点を二つ記載させていただいて

おります。 

 こうした複数回の協議を経まして、今回お配りしておりますのが、最終の次期教育

施策大綱案で、３の各ページ記載内容につきましては、この大綱案のほうでご説明を

いたします。 

 大野城市教育施策大綱案をお願いいたします。 

 まず、表紙がございまして、市長挨拶、その次に目次がございまして、１ページを

お願いいたします。 

 １ページは、大野城市総合計画の概要と教育施策大綱の関係について記載をしてお

ります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 続いて２ページは、大野城市教育施策の体系を記載しています。基本テーマごとに
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教育にかかわる大施策及び小施策を体系化しております。 

 その次の３ページから最後の最終ページまでは、各分野について詳しく記載してお

り、大施策ごとに基本目標、小施策、主な取り組みを記載しております。 

 大綱案についての説明は以上でございます。 

○議長（井本市長） 

 説明は終わりました。この議題については、協議、調整ということであります。コ

メントがありましたらお願いいたします。教育委員会も何度も議論してもらっている

ので。市長部局のほうで何かありますか。よろしいですか、この方向性で。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 それでは、大野城市教育施策大綱については、議論をここで終了させていただきま

す。 

 本日をもちまして、この大綱となるわけでありますので、この大綱に基づいて、平

成31年度から35年度までの教育行政を進めていくことになります。よろしいですか。

では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま策定されました教育施策大綱を受けまして、次に（５）平成31

年度大野城市教育振興基本計画についてを議題とします。 

 所管から説明をお願いします。 

○教育政策課長 

 それでは、平成31年度大野城市教育振興基本計画につきまして、教育政策課よりご

説明をさせていただきます。 

 インデックスの資料５をお願いいたします。 

 初めに、本計画の概要につきましてご説明いたします。 

 本計画は、大野城市教育施策大綱に基づく教育委員会の実施計画として毎年度策定

しております。なお、平成31年度につきましては、本市の最上位計画であります第６

次総合計画の初年度となることから、先ほどご説明したように、平成31年度から平成

35年度を計画期間とした、大野城市教育施策大綱を自治戦略課を中心に策定したとこ
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ろでございます。 

 これを踏まえ、本計画につきましては、新たな大野城市教育施策大綱の目標達成に

向け、平成31年度に教育委員会が取り組むべき事業を記載しているものでございます。 

 また、本計画に記載しております事業の位置づけ及び目標を明確にするため、今年

度より様式を変更しておりますので、その内容をご説明させていただきます。 

 冊子にしております平成31年度大野城市教育振興基本計画の４ページをお願いいた

します。 

 赤枠で囲んであります基本テーマ、大施策、小施策、教育施策大綱に掲げた取り組

みにつきましては、上位計画での位置づけを明確にするため、第６次総合計画及び大

野城市教育施策大綱の文言と統一をしております。 

 平成31年度の取り組み内容で、使用している事業名につきましては、予算決算で使

用しております主要施策事業の文言と統一しております。また、本計画での達成状況

を明確にするため、教育施策大綱に掲げた取り組みごとに目標値を新たに30個設定し

ております。 

 以上が今回様式を変更した内容となっております。 

 最後に、策定スケジュールについてご説明します。 

 資料５の表紙の中ごろに記載しております２番の策定スケジュールをお願いいたし

ます。 

 昨年12月に関係各課に対し、平成31年度に行う事業の取り組み内容につきまして、

提出依頼を行っております。その後、今年１月に教育政策課にて取りまとめを行い、

職員意見募集を行っております。 

 また、２月には、定例教育委員会で教育委員の皆様と協議を行っております。 

 なお、本計画につきましては、本日の総合教育会議及び定例教育委員会の協議、調

整をもって策定をしてまいりたいと考えております。 

 教育政策課からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（井本市長） 

 ただいまの説明に対しまして、この議題は協議、調整ということでありますので、

ご質問等がありましたらお願いいたします。 

 教育委員会の中でもこれは見ていますね。 
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○教育政策課長 

 はい。 

○議長（井本市長） 

 市長部局でも、「てにをは」も含めて、全職員に見てもらって、筆を入れてもらって

います。できるだけ、完璧なものになるように。あとは内容を確定していかなければ

ならない。確定をしたら、実行していかなければならないということであります。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（井本市長） 

 それでは、31年度の大野城市教育振興基本計画についての議題を終了いたします。 

 それでは、３のその他に移りますけれども、何かありますか。 

○自治戦略課長 

 その他、ありません。 

○議長（井本市長） 

 それでは、議題は終わりましたので、事務局に進行を戻します。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。 

 すみません、きょうの資料でページ番号が漏れていましたので、次回の会議からは

ページ番号を全部振っていきたいと思います。申しわけございませんでした。 

 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。 

 それでは、最後に、第３回大野城市総合教育会議の閉会に当たり、井本市長よりご

挨拶をお願いいたします。 
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○井本市長 

 どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 もう30年度も、終わる、実質的にはきょうと明日しか平日はございませんので、何

かとそれぞれのお立場でお忙しい日々をお過ごしだと思います。市役所としても、や

るべきことが残っていないか、今チェックし、人事異動の内示をいたしましたので、

４月１日からの体制に向けて、遺漏なきように準備を進めているところであります。 

 総合教育会議は、全国の自治体でいろんな形で実施しておられると思いますけれど

も、こうやって定期的に進めていけるのは大変ありがたいことであります。議論が活

発になるのは、やはり教育委員会の議論、テーマではなくて、こちら市長部局でやっ

ていることと、教育委員会が連携をする事業、あるいは理念も含めて、そういうとこ

ろに教育委員の方のご意見がいただける場になっているんだろうと思います。 

 日ごろから職員にはどんどんテーマを出しなさいと言っておりますので、だんだん

この会議が前に進んでいくというか、成熟をしていったときに、とてもいい会議にな

るように、我々自身が努力をしていかなければならないなと思ったところであります。

本当に年度末忙しいところ来ていただいて、ありがとうございました。今後ともよろ

しくお願いを申し上げます。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。 

 それでは、これをもちまして、第３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。 


