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「子育てするならさいたま市」というフレーズがあるように、さいたま市では未
来を担う子どもたちの健全育成のために様々な施策を行っている。今回、市立小
学校でＰＴＡ会長の経験もある満水勇人市長と、市Ｐ協磯田和男会長との対談が
実現し、子どもたちへの熱い思いが語られた。
会長

市長は子どもたちのために、学校訪問を大事にしていますね。

市長

学校近くでは早朝からＰＴＡや地域の皆さんが子どもたちを見守っ
ています。これがさいたま市の教育力の原点だと思います。また、
学校訪問では学校や子どもたちの様子も分かり元気かでますね。朝
の挨拶運動や靭ﾈLでお話などをしていますが、子どもたち、特に多
感な中学生には夢を持って欲しい事、もしいじめがあれば私たちは
全力で戦っていく事を伝えています。

です。東日本大震災もあり子どもたちの安全のため、いざという時
の避難場所でもある学校の耐震化に最優先で取り組んできました。

会長震災後の関心といえば､放粂il砲の問題もありますが、さ
いたま市はいち早く学校や給食の放射線量を測定し公開するなど、
多くの保護者からありがたいとの声を伺っています。
市長

会長りｌじめは行政だけでなく、ま庭や学校．地域が協力して解決し
ていかなければならないと思います。
市長

会長

いじめに対してはプロジエクトチームで対応しています。でも様々
な社会環境が子どもたちに影響を及ぼす中、残念ですがいじめ自体
は起こると考えています。それを早く見つけて、いじめた側・いじ
められた側の両方をフォローしていく事が必要です。そのためにさ
わやか相談員やスクールカウンセラーの配置、「未来くる先生」、
子どもたちへの「希望をはぐくむメッセージ大切なあなたたちへ」
の発信等に取り組んでいます。また私も「子どもたちに未来を信じ
命を大切にして欲しい」と伝えています。

会長学校の耐震工事などが進む一方、今年度は緑区に美園ﾉﾄ学

校とさくら草特別
支援学校が開校ｕ
Ｌたね。
市長

今後美園小学校の地域は、開発が
進み人口の増加が予想されていま
す。特別支援学校は県の仕事です
が、市内から遣い県立の特別支援
学校に通う方も多くいます。こう
した点から、さくら草特別支援学校を創立しました。特別支援学級
も各学校への設置を進め、将来的には身近な学校に子どもたちが週
える環境を整えていきたいと考えています。

会長

特別支援学校に対する市長の強い思いを感じますね。
さて、そろそろ対談も終iっりに近づいてきましたが、市長もＰＴＡ

さわやか相談員やスクールカウンセラーの存在は知られていると思
いますが、どんなことをしているかなども広く伝えて、ひとりでも
多くの子どもたちのカになることを期待しています。また、「夢

工房未来くる先生」は､他市では無いような試み
だと思いますが。
市長

会侵

ブロスポーツ選手やアーティスト等、夢を実現した方々が子どもた
ちに夢を伝える授業を全校で実施しています。人から得る情報や刺
激はすごく大きいと思います。スポーツや楽器の楽しさ等、世界で
活躍する方のお話は子どもたちの人生に大きな影響を与え、そして
子どもたちが夢を持ち、その夢を叶えられる教育をしていきたい。
同時に兪の大切さ、いじめによる傷の浚さを子どもたちに伝え、一
方で早く発見し対応する、この操り返ＬＬかないと思っています。
ぞどもが白ら會を絶つことが決してないように、しっかりと取り組
んでまいります。

。ｏ３というｚと･ｅ、ＰＴＡ会員にメッセージ
をお願いします。
市長

子どもたちを見守る取り組みとしては、土曜・放課後チ
ャレンジスクールもありますね。今後、ど。よ剥z進
めていきたいとお考えですか？

市長

会長

土曜チャレンジスクールは基礎学力の向上等、放課後はスポーツや
昔遊びなど体験型活動を提供しています。Ｐ
ＴＡや保護者、地域にご協力いただき地域力
を高めていきたいとの思いで取り組んでいま
す。今年度、学校と地域を結び付ける学校地
域連携コーディネーターを全校に配置し着実
に進んでいると思っています。チャレンジス
クールでは子どもたちもいきいきとして学校
では見せない璋きを放ち、ご協力いただいている特に高齢者の方が
ハツラツとしていると聞きます。一つひとつ課題を乗り拡え、子ど
もを核に地域の絆を深くし、学校や地域の特色ある蔀へと定着して
いく事をー・でいます。

やすいまち」、ヤｕｔｏぅあってほしいと思います。
市長

今、子どもたちは様々な家庭環境にありますが、さいたま市の小申
学校に通った子どもたちが自ら夢を見つけ、その夢を実現できる環
壇作りが私たちの仕事です。ただし、それは行政だけではできませ
ん。ＰＴＡや学校、地域の皆さんと一緒に環境作りをすることが大
一一
− −− − −‥

切です｡以前､子どもたちから

のように温かい

学校は、子どもたちの通う場所というだけでなく、池塘力というコ
ミュニケーシｇンを深めｚ場になゐjり=が期待されますね。また、
地域の中で学校の存在は、震災後は特に避難所という意識も強くな

まちにして欲しい」と言
われました。この夢の実現に
向けて皆さんと手を推えて、
取り組んでまいります。

進んでいますね。
子どもたちの学校は地震などの服にも安全な場所でなくてはなりま
せん。学校の耐震工事は計測を前倒しして、平成24年度に完了予定

私もＰＴＡの会長でしたが、ＰＴＡ活動を通じて親も子どもたちと
一緒に成優できる面があります。以前、お婆ちゃんやお母さんと暮
らしているおとなしい子がいて、お母さんは授業参観やＰＴＡ活動
に余り参加できないようでしたが、ある時の側溝掃除に参加Ｌてく
れました。そうしたら、その子が積極的に友だちや周りの人に話し
かけ、攘しさを全身で表現していました。お母さんも真っ黒にな・
て掃除をして…思い出すと感動しちゃうんですよ。あの子は、お母
さんが大変だと分かっているんですね。その中で自分だけじゃなく
学校や友だちのために一生懇命な母親の姿が、子どもにとても良い
影響を与えたと思います。私はこの方からＰＴＡの意義、重要性を
学ぴました。忙しい中、活動に出るのは大変ですが、年に一回でも
参加することが子どもへの教育力、影馨力にづながると思います。

会長市お宮ぅ「子どもが輝くまち・子育てし

、lrいａと感にいます。そ心な申、学校の耐震工事も

市長

校庭の空間放射線量は全校で測定し、今も継続して何地点か定点観
測を公開しています。また給食の材料を購入している市場でサンプ
リングし、事前測定する取り組みを政令市の中でも比較的早く行っ
てきました。とにかく皆さんの安心が第一と思っています。

会長

子どもたちのため、これから
iヽご協力をお願いＬます。

￣i

「さいたま市を家族

埼玉県は、自転車の個人所有率全国1位、自転車事故発生率は全国ワ
ースト3位です。(平成24年12月31日現在)
子どもたち、家族、私たち･‥思わぬところで、被害者になることはも
ちろん、力[]害者になることはもっと悲しいことです。
そこでみなさん！一緒に、自転車安全について考えてみませんか？
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二人乗り
ゝ

並進

自転車に乗る前に確認してね

ブタベルサ

無灯火運転

信号無視．

車道の右側通行

傘さし運転

歩行者妨害

自転車横断帯を
通行しない
(警察官の指示に
従わなかった者)

反射器材等の装備義務

(架)自転車事故の発生状況(柴)
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15廬坦下1,798人
(15.9％)

１万９２０人
４７人（５

５．

５人

聚に但甘言

…１５歳以下１，７３６人
(１５．９％)
平成24年自転車事故年齢層別死傷者数(埼玉県)

８％）

智計肘言七言

死で
や大
がが
け険

○埼玉県内年齢層別死傷者数

４％）

人

︷ｈり

１１人（２４．

自重 自約
にど゜゛
くなるたで
と亡あま内

･‥１３万２０４８件

関係各署の努力が

Jﾂ回?l夕tt尹る要因について、以下が
自転車乗用中の死傷者
○出会い頭衝突…６,０
０右左折時衝突…２，７
０正面衝突…１８
０追
突…１５

○全国人身事故件数

昨年に11べ、２７９人濾。
功を審しているといえる。

毎月１０日は
自転車安全利用の日

転車)相互の事故。｢出会い頭事故｣が多い‥・

信号無視。

平成２４年、自転車乗用
中事故について、気にな
るデータは以下である。

＜ヌウ＞

自転車事故の約8割は､車両(自動車･原付･自

主な原因は安全不確認､一時不停止、
2,040人（18.7％）

ペルはしっかり鳴りますか？

しっかりと確認をしましょう

イヤホーン等の使用

高齢者

タイヤの空気圧は逓切ですか？

！一

ブレーキ整備不良

ブレーキはきちんと効きますか？

サドルの高さは体に合っていますか？
ハンドルはガタつきませんか？
反射材は破損していませんか？
ライトはつきますか？
さいたj吻ｼﾝ治男スコット

ハ
ー
フ

携帯電話等の使用

−︱・

指定場所一時不停止

1km以

(架)自転車を取り巻く事故のﾘｽｸ(柴)
自転車での事故は、被害者となる場合だけでなく、加害者となり責任を問われる場合も少なくない。自転車に乗っ
ている了･どもはとっさに自転車から飛び降りるなどして軽傷でも、相手（特に高齢者）が重傷という傾向がある。
衝突相手が歩行者の場合は更に深刻になりやすく、
中学生が歩行中の高齢者を死亡させた事故もある。
子どもによくある自転車事故事例

ふ
恚
恚

見通しの悪い交差点で、２白の自転車が減速しない
まま進み、出会い頭に衝突して負傷。
右カーブしている市道を「逆走」（右側通行）し、対向車
と接触して負傷。
並進（２列に並んで走る）で会話中、前方不注意で
建造物に衝突して負傷。

一般市道の交差点での衝突事故が圧倒的に多い。交差点は、
信号・「止まれ」標識・一時停止の白い纏のあるなしに関わらず
必ず安全確認することが大切だ。

自転車での加害者事故事例
夜間、無灯火のまま、徐行せずに歩道通行中、前方の交差
点の信号に気をとられ、前にいた歩行者に気付くのが遅れ
て衝突し、死亡させた。
◆損害賠償 約４、０００万円
二人乗りで信号がない交差点を大回りで左折し交差道路の
右側に進入、対向の自転車と正面衝突、重傷・後道障害を
負わせ、１年４ヵ月後に死亡。
◆損害賠償 約３、５００万円

−−

〜もしもの備えに！〜
お子さんが自転車運転中、事故に遭った！ 突然起きてしまうのが事故です。小学生になると、子ども一人で自
転車を運転する機会が増えます。県下、自転車事故状況をみると、圭５時〜１８時が最も多くなっています。お子
さんや家族の思いがけない事故に備えて、自転車の保険加入を推奨します。
市Ｐ協には「児童・生徒ワイド補償制度（任意加入）」があります。保険料は大口割引導入により、個人加入よ
りはるかにお得になっています。

目指せＨＡＰＰＹ自転車ﾗｲﾌ
〜みんなで学ぼう自転車安全利用〜
(柴)市内小中学校の
自転車安全運転への取り組みと柴)

自転車マナーアップ推進校指定校
常盤中の取り組み

さいたま市内小学校での取り組み
○自転車安全講習

○全校生徒対象の交通安全教室実施
スタントマンに
よる仮想事故の

関屋11戴

○学科試験

小堺控

郎

廸

名前

○実技試験

［

見学
代表生徒による
傘さし運転・危
険運転体験、制
動距離実験の様
子を見学

･］かijl.いーのdzn.ﾀM11.｛・い1alillx●□a巾￨ごー｡λ1.fぐがＳい。

○免許証交付

ｇ●ｌｇ血1
描斯歩道をわたる油ぱ、歩徊者の歩（じやまになる場合、自転皐から降りて押して
１
渡る。

【目的】
自転車を利用する小学
生に対し、早い時期か
ら自転車の安全な乗り
方を指導することによ

・▼「止まれ」の裸識がある交差点でも．安全を確認すればとまらなくでよ
い．
３散歩のためであれば、犬などの動物をひきながら自転車にのってもよい．

○自転車通学許可証発行
保険加入・自転車点検の合格
用で発行
＊違反4回で許可取り消し

4r内輪装Jと￨よ．白・旱がカープするとき、前輪と後略では後輪のほ弓が内働』を・
ることをいう

り

j●「自Ｊiゑ」僅通行可」の標識がある歩道で「ま自転車が優先なので、ベルを

体系的な交通安全
教育の機会を提供し、
自主的に基本的な交通
ルールを体得させて、
交通安全に対する意識
を高め、児童の将来に
わたる長期的な交通事
故防止に資することを
目的とする。

鳴らして蜘斤ーによけてもらって達む．
６轟
「白麺末4菱餅帯」がある・合￨ま、●翰廠に蔓ぅたまま遣ることができる．

７夜間、自転車に乗るときは、艮副将のついた明るい目立つ色の阻を讐るとよい．

畢

登校指導・下校指導
○安全委員会の生徒による、通学路で
の注意喚起など

スリッパやハイヒールをはいて自転車に素ることは、危険なので良らないようにす
８る．

９檎の信号が赤になりたら、前方の偏号が青になるので、浪り始める．

図ほかの自転車とならんで走ったり、ジクザク運転はしない。

【課題】

問尨用紙へ

ヘルメットの着用の徹底。生徒自身が、
自分で自分の身を守るという意識がまだ
まだ低い。被害者になることも悲劇だが
加害者になることはもっと悲劇。今後、
ますます努力していきたい。

自転車安全教室

ｆｚ

ヘルメット着

ＯＰＴＡ・教職員による、通学路での
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自転車運転実技試験

一

柏崎小

自転車安全教室

町

１

〜交通安全保護者の会（母の会）にＰＴＡが参加〜
子どもたちを交通事故から守る。交通安全は家庭か
らはじめましょう。子どもに対して具体的な場面で繰
り返し交通ルールを教えるとともに、お手本となる行
動をとることが大切です。
さいたま市交通安全保護者の会（母の会）は、家庭
での交通安全の担い手になるとともに、子どもから高
齢者までの交通安全に対する意識を高める活動を行っ
ています。
交通安全保護者の会（母の会）の活動には、ＰＴＡ
からも多くの皆さんが参加をしています。各地区の警
察署や交通安全協会などの関係団体と連携して、交通
事故をなくし、明るい平和な街づくりを目指しています。
児童生徒が危険と感じた場所（ヒヤリとした場所、
ハットした場所）を地図にしたヒヤリハットマップを
作成したり、交通安全のポスターや標語の募集・表彰
に参加したりしています。
「もしかして・とまる・みる・まつ・たしかめる」を
合言葉に、子どもに交通ルールやマナーを守る態度を
身につけさせましょう。

交通安全教室ト

ﾄﾞヱﾂﾞこ1μ･･･

j

交通安全保護者の会(母の会)の主な活動
●交通安全運動、交通安全教室への参加
●交通安全ポスター、交通安全標語の募集・表彰
●ヒヤリハットマップ作成
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被災地の子どもたちへ・

rn
Ｉ

今年度、市Ｐ協の活動目標に新たに取り入れ
た［東日本大震災で被災した子どもたちへの支
援に努める］活動の一環として、１０月２７日
（土）「大宮区ふれあいフェア」と、１１月３
日（土）･「南区ふるさとふれあいフェア」でプ
−スを出店し
た。大宮区連
合会・南区遵
合会協力のも
と、来場者に
被災地の子ど
もたちへの支
援を呼びかけ
ながら募金活
動や物販をし
た。

１
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日本ＰＴＡ全国協議会では、「心のきずな６１
キャンベーン」として、全国に６１あるＰＴＡ
協議会の心をひとつにして、東日本大震災によ
り孤児・遺児となった子どもたちのために、公
益信託を設立し月額１万円の就学支援をするた
めの募金活動を展開している。今回集まった
185､699円は、このキャンペーンに募金した。

リ

０一

赦育委員会との交流会

＿

１０月５日（金）浦和ワシントンホテル
市Ｐ協と市立高校ＰＴＡ代表、教育委員会各部との交流会を開催。桐淵博
教育長よりいじめの問題、命の大切さをどう伝えるかについてお話があり、
約１ ５０名の参加者は交流を深める中、熱心に意見交換を行った。

０

１．／
j

関東ブロックPTA研究大会静岡大会

，

貳
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１０月１９日（金）２Ｃ日（土）
ｒ「集い学び こころつなごう ふじのくに」〜子どもたちの未来のため
に〜」をスローガンに、静岡で開催。市Ｐ協も、子どもたちを守り育むたﾆｰ。
めの「学校・家庭・地域の連携について」という探題で事例発表を行った｡２
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磯田和男会長は、今年度 日本ＰＴＡ全国
協議会の副会長としても活躍しています！

奄

Ｏ一い

し
敦育委員會との懇話翁

司Cへ
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ゝＳ参
ＰＴＡ広報紙コンクールを開催します。
3月26日（火）までに、24年度の広報紙を
市Ｐ協へ送ってください。
詳しくは、すでに送付されています「開催
要項」をご覧ください。

１月２５日（金）
桐酒博教育長の「希望をはぐくむ教育の推進」という題目での訓迪や、小
林俊雄学校教育部長の講話が行われた。いじめや不登校、小申一貫教育な
ど種々な話題が提供され、懇話会では幅広く童見交換が行われた。

詳しくはホームページ匹C§亘E4
児

町 y割引等適用によ11
保険料が割安! １
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とどけよう！
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事業報告
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さいたま市ＰＴＡ協議会
生徒ﾜｲﾄﾞ補償制度(こども総合保険)｣加入受付申
ｌ

僥在ご加入看数は
約１３,０００名！

●

本広告は制度の概要のみをie截したもので１．ご加入に際しては垂蔓事項説明答をよくお認みくだざい。ご不明な点等がある場合には代理店までお問い合わせください。
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◆昨今の自転車事故増加による高額な賠償責任
にも備える為に平成25年度からの新プランは
全て支払限度額1億円！
聾昌
M゛
中学生の自転車事故による
死傷者数で埼玉県は全国ワースト1位
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◆保護者（扶養者）の方が「急激かつ偶然な外
来の事故」によってお子様を残して突然命を
落とされたり、重度の後進障害を被ってしま
った場合には「育英費用補償」でサポート！

る死亡・後退障害・入院・手術・通院も補償！

さいたま市ＰＴＡ協議会「見童・生徒ワイド植個制度」儡
(事頴蕎lきいたま宿大宮区大門IIS−1大寓区希斯甕鎗ＩＦ
取扱代理店：豊潤日勤バートナーズ埼玉
〒SSS‑○021

≡

間けがを補償！
◆地震等、天災によるけがも補償！
◆細菌性食中毒（ノロウィルス）や熱中症によ

さいたま市東区別所3−14−7

やｙ！

当制度の
お問い合わせ先
パンフレットの
ご請求先

f

◆学校内でのけがはもちろん、休日も含め24時

引受僅農会社：東京淘上ｌ勣火災僅農機式会社｛幹事会社｝
担当支社：埼玉中央支店舗都心支社
さいたま市大官区桜＊■１−１０−７

ＴＥＬＯ４８‑６５０‑８３７８

非幹事僅醗会社：ＡＩＵ僅瞳会社・機式会杜撰歯偏眺ジャパン

【お間い合わゼ先】TEL:012【】･as4−854
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