
   

- 1 - 

平成２９年度 第２回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   平成２９年５月２４日（水） １３時００分から１４時１５分まで 

 

（場  所）   糸島市前原西１－１－１ 糸島市役所 11・12号会議室 

 

（出席委員）   德田 敬委員長、西 憲一郎委員（職務代理者） 

松尾 実恵委員、宮﨑 眞希子委員、家宇治 正幸教育長 

 

（事務局出席者） 泊 早苗教育部長、平野 真也教育総務課長、石硯 昭雄学校教育 

課長、波多江 修士生涯学習課長、角 浩行文化課長、岡部 裕俊 

文化課企画監、武田 巨史指導係長兼指導主事、原尾 宏志指導主 

事、有田 英二英語教育コーディネ―ター、高田 和宏教育総務課 

課長補佐兼総務係長 

 

（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）福岡教育事務所管内教育長会の報告  あいさつのみ 

（４）議事   なし 

（５）協議事項 

  ・平成 28年度糸島市教育委員会の点検・評価に関する報告書（案）について 

（６）その他 

  ・中学校英語教育の進捗状況について 

  ・三雲・井原遺跡の国の史跡指定申請の提出について 

  ・各課業務の主な取組状況と課題について 

  ・教育委員から 

  ・その他 

２ 開 会 

委員会開会を宣告  １３時３０分 

定足数に達し、会議が成立している旨の委員長による報告 

 

３ 会議録署名委員の指名 
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（徳田委員長） 

会議録署名委員については、宮﨑 眞希子委員を指名する。 

 

４ 会議録の承認 

（徳田委員長） 

平成２９年度第１回教育委員会会議録の承認を求める。 

質問、意見はないか。 

    （委員全員） 

なし。 

（徳田委員長） 

本会議録の承認について、異議のない委員の挙手を求める。 

（委員全員） 

挙手。 

（徳田委員長） 

異議なしと認め、本会議録については原案どおりで承認された。 

 

５ 教育長の報告 

（徳田委員長） 

教育長の報告をお願いする。 

（家宇治教育長） 

 以下の３点についてあいさつが行われる。 

① 午前中、深江小訪問の感想、お礼。小中運動会の経過 

② 体調を崩す教職員（５月病）が発生している。 

③ 次年度教員等採用計画 計８９０名（小６００+中２５０+その他４０） 

     福岡教育事務所管内教育長会の報告 

～教育長より特段の報告案件がない旨、報告される。～ 

  

  （徳田委員長） 

   教育長報告はこれで終了する。今回、６ 付議する議案はないため会議を進行

し、協議事項に移る。 

 

  ７ 協議事項 

     (徳田委員長) 

      まず、平成 28年度糸島市教育委員会の点検・評価に関する報告書(案) 

     について 事務局より説明を求める。 
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（平野 教育総務課長） 

        資料１㌻ 四角囲み参考に記載のとおり、毎年，教育委員会の事務の管 

理及び執行の状況について点検・評価を行い，その結果に関する報告書を 

議会に提出するとともに，公表することが規定されています。 

この報告書は，同法第26条の規定に基づき，平成28年度の教育委員会の

権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い，教育

に関する学識経験者の意見を付して議会に提出するとともに、公表するも

のです。なお、今回は協議事項として原案を説明の後、委員の皆様のご意

見をいただきたく資料として配布させていただいておりますが、７㌻ ５ 

点検・評価に関する学識経験者からの意見は本日以降に九州大学人間環境

学研究員 教育学部門の 田上 教授にお願いする予定です。6月中旬を目

途にご報告をいただくことで進めたいと考えており、次回に正式議題とし

て皆様にお諮りし、ご承認いただいた後、議会へ報告したいと考えていま

す。 以下、㌻をおって概略をご説明させていただきます。 

      ２㌻ ２ 取組みの総括 教育委員会会議及び学校訪問等の状況でござ 

います。教育委員会会議は、定例会を11回 臨時会を２回 計13回開催し 

ました。審議案件が20件、臨時代理報告案件はありませんでした。その他 

管内教育長会を受けての報告や市の教育課題の解決に向けた議題について 

議論いただきました。 

      学校訪問については、小学校１校、中学校３校の計４校を実施しました。 

４㌻から６㌻にかけて一覧にしています。次に、９㌻から１１㌻が施策の 

取組状況について記載しています。 

糸島市教育振興基本計画の計28の具体的取組に対する総括として一覧に 

項目ごとに当初目標の達成度、また、成果と課題、今後の方向性について 

取りまとめたものです。委員の皆様には前回４月の第１回会議において年 

間実績についてご説明させていただきました。 

評価の視点は３㌻に記載しています。それぞれについて、 

Ａ 効果が上がっている     目標に対し 100%以上の達成 

Ｂ 概ね効果があがっている   同じく   80%以上100%未満の達成 

Ｃ あまり効果が上がっていない 同じく   60%以上80%未満の達成 

Ｄ 改善の必要がある            60%未満 

の４段階評価を行っています。12㌻から41㌻にかけて ７ 計画策定時の 

具体的施策を添付しています。 

    

（徳田委員長） 

ただいまの説明で質問・意見はないか。 

（委員全員） 

なし。 

～徳田委員長～２点について意見が出される。 

 



   

- 4 - 

 

 

① 一覧表９㌻ 施策№４ 健やかな体をつくる食育の推進について はＣ評

価となっているが、現実的には地元食材の利用を 100％賄うことは厳しい。

次期計画では、違う視点で指標を見直すことも必要ではないか？ 

② １㌻ １点検・評価の趣旨について文言修正を指摘される。   

 

事務局からの説明のとおり、本日の協議を受け、知見を有する方の意見聴取 

の後、次回の会議以降に改めて議案審議する。本日の意見を踏まえた所要 

の修正を行った後、意見聴取されるようお願いする。 

  ８ 続いて報告事項に移る。 

まず、中学校英語検定の進捗について 報告を求める。 

    

 (石硯学校教育課長) 

     昨年度からの変更点として裾野拡大を図るべく 2年生から補助対象として取り 

組みました。概要については、「有田コーディネーター」より説明を行います。 

      (「英語教育コーディネーター」有田氏 より資料に基づき報告) 

① 平成 29 年度の予算  1,000 千円、② 補助対象及び補助金額 1,000

円/人、③ 受検種(級)別補助割合目標に達していない ④ 取得率、 

⑤ 考察 学校間で受験者に差が生じている。 ⑥ 平成 29 年度目標達

成のための取組み 目標受験者数(500 名)の設定 校長会、教頭会にて

生徒に対する周知徹底を図ってもらうよう説明。 

            

     (德田委員長) 

     ただいまの報告について質疑・意見はないか。 

     (松尾委員) 

     生徒への周知・募集案内に学校間でバラツキがある。受けられない理由として、 

助成制度に対する告知不足が原因とならないようお願いする。 

     文科省は 2020年大学受験から外部テストを導入すると言っている。低コスト 

     で４スキル(聞く、話す、読む、書く)対応できる英検は意義がある。是非とも 

     積極的な働きかけや生徒・保護者への広報・周知を更に徹底をお願いしたい。 

 

    (德田委員長) 

     ほかにないか。これまで若干、周知不足であったことも否めない。 

     漢検のように準会場制度はないのか。 
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    (有田 コーディネーター) 

     準会場制度は英検にもある。 

    (德田委員長) 

     是非ともより多くの生徒が受験機会を得られるようお願いする。 

     ほかにないか。 

    (委員全員) 

     なし。 

    (德田委員長) 

     ないようであり、会議を進行する。続いて、三雲・井原遺跡の国の史跡指定申 

請の提出について 報告をお願いする。 

    (角文化課長)   資料により報告 

     平成２８年４月より指定候補地の土地所有者に、指定についての承諾の交渉を 

行った。その結果、承諾が得られた範囲について、文化庁に国の史跡指定につ 

いての申請を行いました。今回、その概要を報告させていただく。 

① 指定の対象地域の面積  16,145.85㎡ 

② 地区 (南小路地区、番上地区、加賀石地区) 

6月 16日(金)に文化審議会文化財分科会答申 を待つ。 

 

    (德田委員長) 

ただいまの報告について委員の皆さんから質疑・意見はないか。 

    (委員全員) 

     なし。 

    (德田委員長) 

     ないようであり、会議を進行する。 

続いて、各課業務の主な取組み状況と課題について 報告をお願いする。 

（平野教育総務課長） 

教育委員会会議日程の確認 

（石硯学校教育課長） 

・５月事業経過と６月の予定 

（波多江生涯学習課長） 

・５月事業経過と６月の予定について 

（角文化課長） 

・平成２９年５月文化課報告（文化・図書館係関係） 
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（岡部企画監） 

  ・平成２９年５月文化財係、博物館係入館状況及び企画展等の予定 

（徳田委員長） 

ただ今の報告について、質問等はないか。 

（委員全員） 

      なし。 

    （徳田委員長） 

ほかにないか、特になければ以上で、各課業務の主な取組み状況と課題につい 

て報告を終る。 

次に ②教育委員の皆さんから何か意見等ないか。 

   (委員全員) 

   なし。 

   （徳田委員長） 

     ほかにないか、なければ ③ その他に移る。 

③ その他 

特になし 

 

９ 次回会議 

    （徳田委員長） 

     次回は６月３０日で予定したいが、よろしいか。 

 時間等は改めてお知らせする。 

（委員全員） 

 了承される。 次回は６月３０日(金) 午後１時３０分からに決定。 

 

10 閉 会     委員会閉会を宣言   １４時１５分 

 

 


