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平成３０年度 第６回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   平成３０年９月２７日（木） １３時３０分から１５時４５分まで 

 

（場  所）   糸島市前原西１－１－１糸島市役所 ４号会議室 

 

（出席委員）   德田 敬委員（職務代理者）、西 憲一郎委員 

松尾 実恵委員、宗 聖子委員 

 

（事務局出席者） 家宇治 正幸教育長 

泊 早苗教育部長、宗 真司教育総務課長、田中 健悟学校教育 

課長、波多江 修士生涯学習課長、岡部 裕俊文化課長、角 浩 

行文化課企画監（博物館館長）、原尾 宏志学校教育課指導係長 

兼指導主事、東定 荘士郎学校教育課指導主事、高田 和宏教育 

総務課総務係長 

 

（傍聴人）    なし 

 

１ 会議事項 

（１） 会議録署名委員の指名 

（２） 会議録の承認 

（３） 教育長の報告 

（４） 議事 

議案第 8号 糸島市体育施設条例施行規則について 

（５） 報告事項 

・平成 31年度福岡県市町村立学校校長、教頭及び主幹教諭・指導教諭任用 

候補者に対する面接の日程について 

・平成 30年度福岡県市町村教育委員会教育委員研修会の開催について 

・いとしまハテナ博の実施報告について 

・平成 30年度糸島市「伊都塾」の実施報告について 

・平成 30年度福岡県学力調査結果について 

・Ｅ-フェスいとしまの開催について 

 （６）その他 

     ・各課業務の主な取り組み状況と課題について 

     ・教育委員から 
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２ 開 会 

（家宇治教育長） 

委員会開会を宣告  １３時３０分 

定刻となり、傍聴者がないこと、全員出席であり定足数に達し会議が成立して

いる旨の教育長による報告。 

 

（１）会議録署名委員の指名 

（家宇治教育長） 

会議録署名委員については、德田 敬 委員を指名する。 

 

（２）会議録の承認 

（家宇治教育長） 

事前配布された平成３０年度第５回教育委員会会議録の記載事項について、  

ご指摘のある方はお願いする。如何か。 

（委員全員） 

  なし。 

（家宇治教育長） 

  異議なしで会議録を承認し、会議を進行する。 

    宗 委員は後ほど会議録に署名をお願いする。 

（３）教育長あいさつ 

   （家宇治教育長） 

  ・９月議会の報告については改めて泊部長より報告させていただく。 

  ・児童生徒に関し、大きな事件・事故は起こっていない。 

    ～ 管内教育長会の報告 ～  

      ・全国学力・学習状況調査問題「基礎・活用」を受けた福岡県の取組に 

ついて 

           ・平成 30年度の研究発表、中間報告、連絡協議会の予定について 

      ・学力向上推進拠点校指定事業中間報告会について 

      ・教科指導コンサルティング講座について 

                   ～ 配布資料に基づき報告 ～ 

   （家宇治教育長） 

    引き続き、次第に従い会議を進行し、議事に移る。 

 （４）議事 

   （家宇治教育長） 

    議案第 8号 糸島市体育施設条例施行規則について 提案理由の説明を求める。 
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 （波多江生涯学習課長） 

    地方自治法第 244条の 2第 3項の規定により、糸島市体育施設の管理を指定管理 

者に行わせるため、糸島市体育施設条例施行規則の全部を改正するものです。 

本市行財政健全化計画での取組項目「民間ノウハウを生かした各種業務委託や公 

共施設運営管理の導入推進」の項目に体育施設も入っており、検討した結果、指 

定管理者制度を導入することとしたものです。体育施設を指定管理者に管理させ 

るためには、まず条例で指定管理の指定の手続きや指定管理者が行う管理の基準 

及び業務の範囲などを規定する必要があり、9月議会に条例の全部改正について 

議案上程し、本日午前、可決いただいたところです。 

これを受け、条例に基づく事務部分についても全部改正する必要が生じることか 

ら今回、施行規則の改正を行うものです。 

対象施設は既存する 13の施設を一括で指定する予定です。指定管理者には体 

育施設の予約受付、許可、利用料金収納、施設設備・器具等の維持管理に関する 

業務を担ってだくこととしており、来年度からの指定管理を予定しています。 

（家宇治教育長） 

 ただいま、提案がなされましたが、質問、ご意見あればお願いする。如何か。 

（德田委員） 

 指定管理の期間はどうか。 

（波多江生涯学習課長） 

 期間は 3ヶ年としています。 

その理由は指定期間終了後（3年後）、廃止する施設が発生する予定であるため 

です。 

（家宇治教育長） 

指定管理を予定する具体的施設名は。 

 （波多江生涯学習課長） 

建  物：志摩体育館、曽根体育館                 ２施設 

野 球 場：曽根野球場、芥屋野球場、曲り田野球場          ２施設 

運動広場：曽根、雷山、多久、しおさい、深江、 

立花、引津（広場+テニス）                ９施設 

 （家宇治教育長） 

    ほかに質問、ご意見等ないか。 

 （委員全員） 

    なし。 
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（家宇治教育長） 

ないようであり質疑を終了し、採決を行う。 

本案の承認について、異議のない委員の挙手を求める。 

（委員全員） 

    挙手。 

（家宇治教育長） 

    挙手全員であり、本案については原案どおりで承認された。 

これで議事を終了し、会議を進行する。 

（５）報告事項 

  （家宇治教育長） 

今回は報告事項が８件あり、順番に報告を求める。 

    まず、平成 30年第 4回糸島市議会定例会について報告を求める。 

  （泊教育部長） 

※ 資料訂正、「会期日程」中  

（誤り）9月 28日 → （正）27日まで の 25日間の会期で開催。 

   配布資料に基づき報告。 

◎ 補正予算に関連して、 

本年 5 月、教職員の働き方改革取組指針の策定について、小中校長会を通じ周

知・配布しましたが、所属教職員への配布が行われていない、校内委員会の設置

がなされていない学校がある等指摘を受け確認を行ったところ、取組指針の未配

布が２校あったこと。委員会未設置６校あり、今年度内に設置する予定である旨、

回答。 

ＰＣによる出退勤管理のための補正予算の要求であったが、部活動後に連続して

行う社会体育活動（ボランティア）については勤務時間にはカウントしない、社

会体育活動の状況については改めて調査する旨、回答。 

◎ 一般質問に関して ４名 

～松月市議～ 

     ☞ 小中学校における熱中症対策について 

       水筒持参指導…夏場は熱中症防止対策の一環として保護者の判断で持参の 

呼びかけは行っているが、持参を強制しているものではない旨、回答。 

       学校における飲料水対策…学校衛生基準に基づく水質検査は行っており飲  

       料は可能である旨、回答。 
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    ～徳安市議～ 

     ☞ 情報化推進の取り組みについて 

       本市では、一部光ケーブルの未整備の地域があるため、学習用コンピュー 

タ、普通教室における無線 LANの整備状況について、国・県に比較して整 

備状況に遅れが見られる旨、回答。 

整備状況:                         人/台 

 全 国 福岡県 糸島市 

学習用コンピュータ 5.6 7.4 9.3 

                              ％ 

 全 国 福岡県 糸島市 

普通教室（無線 LAN）※１ 34.4 9.9 0.3 

※１ 自治体単位であるため、学校数による影響がある。 

市長：教育大綱にも教育基盤整備（ICT）を掲げており、計画的に予算措

置を講じたい旨、回答。 

    ～平田市議・並里市議～  

☞  小中学校敷地内、通学路の危険ブロックの調査結果・対応について 

  学校敷地内…６か所確認。全て対応済である旨、回答。 

  通学路…保護者、教職員による目視点検。専門家による調査が必要と思わ 

れる個所 100か所。 

→県土整備事務所へ調査・対応を依頼。 

    ～並里市議～ 

     ☞ 小中学校の体育館・特別教室の空調整備について 

       体 育 館…（熱効率の観点から)当面計画していない旨、回答。 

       特別教室…必要に応じ国の補助等を勘案し、進めていきたい旨、回答。 

◎ 平成 29年度決算について 

 英語検定の状況、学校施設の耐震化、図書館の整備等について意見。 

 

※ 条例改正、補正予算、平成 29 年度決算の認定等全て原案どおり可決された旨、

報告。 

 （家宇治教育長） 

    では、意見、ご質問はないか。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

ないようであり、会議を進行する。 

続いて健康増進法の一部改正に伴う学校施設の受動喫煙防止対策について 報告 

させる。 
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 （宗教育総務課長） 

    配布資料に基づき報告。 

① 基本方針 

      学校敷地内全面禁煙とする。 

       但し、学校施設におけるコミュニティスクールや校区運営委員会、校区内 

団体等の事業への配慮から、管理者（学校長）が必要と認めたときは、屋 

外喫煙場所を設けることができるものとする。 

なお、この例外規定は、受動喫煙防止対策の進捗状況を見て見直すものと 

する。 

② 施行期日 

       平成 31年 4月 1日から 

   （家宇治教育長） 

    では、意見、ご質問はないか。 

   （委員全員） 

     なし。 

   （家宇治教育長） 

ないようであり、会議を進行する。 

続いて平成 31年度福岡県市町村立学校校長、教頭任用候補者及び主幹教諭・ 

指導教諭任用候補者選考試験受験者の市教委による面接日程について説明を求 

める。 

   （宗教育総務課長） 

     配布資料に基づき説明・報告。 

     期 日:平成 30年 11月 13日（火）午後及び 14日（水） 

     会 場:糸島市役所会議室 ２・４号 

     尚、次回教育委員会会議終了後、事前説明を行う旨、報告。 

   （家宇治教育長） 

     委員の皆さん、この日程で調整をお願いする。 

続いて平成 30年度福岡県市町村教育委員会教育委員研修会の開催について説 

明を求める。 

   （宗教育総務課長） 

     配布資料に基づき説明・報告。 

     期 日:平成 30年 11月 9日（金） 

     会 場:博多サンヒルズホテル 
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   （家宇治教育長） 

     出席をお願いする。尚、本日の会議後、改めて確認させていただく。 

     続いていとしまハテナ博の実施について報告を求める。 

   （波多江生涯学習課長） 

     配布資料に基づき報告。 

「いとしま学」をタイミングよく市民全体への周知を図るとともに、いとしま 

学を切り口とした、親子向けのイベントを実施。 

期 日:平成 30年 9月 17日（月・祝） 

会 場:交流プラザ二丈館 

来場者:約 1,200人。ほとんどが親子連れ。祖父母と孫、大人だけの来場もあ 

    り、市外からも多くの参加。 

 ※ アンケート分析などを行い、地域での青少年健全育成や家庭教育等、学 

校以外での特に成人への「いとしま学」の発展に活かしていきたい。 

   （家宇治教育長） 

では、意見、ご質問はないか。 

   （德田全員） 

     １市２町が合併し、市全体の事業のバランスを考えると今回イベントを二丈地 

域で開催されたことは参加者も多く、大変よかったと感じている。 

   （家宇治教育長） 

     ほかにないか。 

   （委員全員） 

     なし。 

   （家宇治教育長） 

では、続いて平成 30年度糸島市「伊都塾」の実施について報告を求める。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     中学生の参加人数は 155名（4日間延べ 439名）と昨年より若干の増。 

学生ｻﾎﾟｰﾀｰは昨年より若干の減。(本市出身の学生ｻﾎﾟｰﾀｰ 0名) 

以下、配布資料アンケート結果に基づき報告。 

   （家宇治教育長） 

     では、意見、ご質問はないか。 

   （西委員） 

     この取り組みとは別に「九大寺子屋」が開催されているが、「九大寺子屋」の 

取り組みとはどのような事業か。 
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   （田中学校教育課長） 

     「伊都塾」は夏休み中に中学生を対象に学校教育課が実施している取り組みで 

す。一方、「九大寺子屋」は市内小学生を対象として主に土曜授業を活用して 

学生が学校に出向いて高学年に実施する地域振興課が取り組んでいる事業です。 

   （家宇治教育長） 

     「伊都塾」の勉強部分を除いた 専門講座的な小学生版の取り組みです。 

   （松尾委員） 

     興味関心・人気があるコースは。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     生徒は希望する専門講座へ参加しています。 

     興味が高かった講座は、ニセ科学を見破ろう（理学部）、プログラミング体験 

（工学部）でした。 

   （德田委員） 

     学生ｻﾎﾟｰﾀｰの募集は。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     大学に依頼し、学生ｻﾎﾟｰﾀｰ募集のポスター2枚、A4 ｻｲｽﾞﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 100部を作成 

し、箱崎キャンパス、伊都キャンパスに掲示或いは昨年の学生ｻﾎﾟｰﾀｰを通じ募 

集しました。 

      （泊教育部長） 

     先ほど報告した、いとしまハテナ博の中でも九大学生のベンチャー企業が出展 

したミニドローンを使ったプログラミングのコーナーでも小学生に大変人気が 

ありました。 

   （家宇治教育長） 

ほかにないか。 

   （委員全員） 

     なし。 

   （家宇治教育長） 

     では、ないようであり会議を進行する。 

     続いて平成 30年度福岡県学力調査結果について報告を求める。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

  配布資料より抜粋:転記 

項  目 小 中 

調査学年・科目 第 5学年(国語･算数) 第 1･2学年(国語・数学) 

県平均との比較 小・中ともにすべての教科で県平均以上である。 

経年変化による分析 国語は上昇し、算数は横ばい

である。 

1 年生:国語は上昇し、数学は下降。 

2 年生:国語は下降し、数学は上昇。 
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項  目 小 中 

平均正答率状況（観

点別）による分析 

・国語、算数すべての観点で

県平均を上回っている 

・国語、算数ともに県平均を

上回った学校は 7/16 

【1年】 

・国語、数学ともにすべての観点で

県平均を上回っている。 

・国語、数学ともに県平均以上の学

校は 5/6 

【2年】 

・国語は「書く能力」以外、数学は

すべての観点で県平均を上回ってい

る。 

・国語、数学ともに県平均を上回っ

た学校は 4/7 

基礎・活用例の平均

正答率 

小・中学校ともに基礎・活用のすべての平均正答率が県平均を上回

っている。 

小学校では、算数の「基礎」のみ期待正答率を上回っている。 

中学校では、1 年国語の「基礎・活用」、1 年数学で期待正答率を上

回っている。 

正答率からの分析 ・国語の「記述」及び算数・数学「根拠をもった選択」「記述」す

る問題の正答率が低い。 

・小学校では、国語の「読む能力」、算数の「考え方」の問題の正

答率が低い。 

・中学校では、国語の「読む能力」、数学の「見方・考え方」「活

用」の問題の正答率が低い。 

 

・平成 30年度全国学力・学習状況調査及び平成 30年度福岡県学力調査の分析と今後の取組 

 １ 児童生徒質問紙から 

 ２ 結果から見えた糸島市の課題 

 ３ 学力向上における今後の取組について 

 ４ 次年度の調査実施までに行う具体的な方策 

                について 配布資料に基づき報告。 

 

    

  （家宇治教育長） 

    では、意見、ご質問はないか。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

    では、ないようであり会議を進行する。 

    続いてＥ－フェスいとしまの開催について報告を求める。 

  （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

    配布資料に基づき報告。 

    期日:平成 30年 12月 2日（日） 

    会場:伊都文化会館 

    目的:学校教育に視点を当て、魅力ある教育を受けることができる糸島市の教育 

力をアピールする。 
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市民や糸島市の教育に対し誇りを感じることができるように、現在、糸島 

市が行っている教育施策や異校種間の交流・連携を通じた糸島市の教育を、 

子ども姿を通じて学校・家庭・地域へ情報発信する。 

   （家宇治教育長） 

     では、意見・ご質問等あればお願いする。如何か。 

   （西委員） 

     外部に向けた広報・ＰＲはどのように考えているか。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     広報「いとしま」への掲載、記者発表、チラシ・ポスター作成等を予定してい 

ます。 

   （田中学校教育課長） 

     昨年の反省もありより多くの参加となるよう学校、保護者等呼びかけを行って 

いきたいと考えています。 

   （德田委員） 

     昨年の事業では、いい取組であるにも関わらず参加者が今一歩残念な結果にな 

     ったようにも感じている。是非とも多くの方に参加していただくよう呼びかけ 

     をお願いしたい。 

     昨年まで、「教育の日」に関わる取り組みとして 10月後半から 11月前半にこ 

のような事業を行っていたが。それとの連携はどのようになるのか。 

   （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

     教育の日の取り組みの一環として位置付けて取り組んでいきたいと考えていま 

す。本年は会場確保の関係もあり 12月実施となりましたが、例年、時期的に 

各地域・学校で様々な事業が開催されており今回の事業を踏まえ開催時期につ 

いても判断していきたいと考えています。 

   （家宇治教育長） 

     ほかにないか。 

   （委員全員） 

     なし。 

   （家宇治教育長） 

     ないようであり、これで報告事項を終了し、会議を進行する。 

 

（６） その他 

 （家宇治教育長） 

   続いて、各課業務の取り組み状況と課題について報告を求める。 
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（各課長） 

   教育総務課長   会議、面接試験、研修等日程報告 

              ※二丈中学校訪問時、給食を手配する。 

   学校教育課長   日程報告 

   生涯学習課長   日程報告 

   文化課長     日程報告 

   博物館館長    入館者の状況、特別展の開催、日程報告 

（家宇治教育長） 

     以上、報告に対してご意見等あればお願いする。如何か。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

    それではないようであり、会議を進行する。 

    教育委員の皆さんから何か報告事項等あればお願いする。如何か。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

    ないようであり、これでその他を終了する。 

    次回会議は１０月２６日（金）午後１時３０分からとしたいがよろしいか。 

  （委員全員） 

    異議なし。 

  （家宇治教育長） 

    それでは次回は１０月２６日で決定する。 

    尚、午前中、二丈中学校訪問を予定しているので併せて調整いただくようお願い 

する。追って通知させる。 

 

 

以上をもって、平成３０年度第６回教育委員会会議を閉会する。 

 

 

 

３ 閉 会    委員会閉会を宣言   １５時４５分 
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糸島市教育委員会会議規則第１６条第３項の規定により、ここに署名する。 

 

    教育長 

 

 

    委 員 

   （委員長指名委員） 


