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平成２９年度 第６回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   平成２９年９月２９日（金） １５時３０分から１６時５０分まで 

 

（場  所）   糸島市前原西１－１－１糸島市役所 ２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 巨史学校教育課指導係長兼指導主事、高田  

和宏教育総務課総務係長、古川 秀幸文化課課長補佐兼文化・図書 

館係長、川山生涯学習課主幹(福岡マラソン事務局出向) 

 

（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）報告事項 

・福岡マラソン 2017の開催について 

・平成 28年度いじめの状況及びその対応について 

・平成 29年度糸島市「伊都塾」の実施報告について 

・平成 29年度全国学力・学習状況調査の結果と今後の取り組みについて 

・平成 29年度糸島市教育の日の実施について 

・糸島市子ども読書活動推進計画について 

・平成 30年度福岡県市町村立学校校長・教頭等任用候補者面接試験の日程 

 について 

・平成 29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 

  （５）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 

     ・その他 

 



   

- 2 - 

 

２ 開 会 

定足数に達し会議が成立している旨、委員長より行い、委員会開会を宣告する。 

 １５時３０分 

※ 傍聴者なし。 

 

（１）会議録署名委員の指名 

（徳田委員長） 

会議録署名委員については、松尾 実恵委員を指名する。 

 

  （２）会議録の承認 

（徳田委員長） 

事前に配布された平成２９年度第５回教育委員会会議録、記載事項について 

質問、ご意見のある方はお願いする。ないか。 

    (委員全員) 

     なし。 

    (德田委員長) 

それでは、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。 

    (德田委員長) 

挙手全員であり、平成２９年度第５回教育委員会会議録については、原案のと 

おり承認する。 

   続いて、教育長の報告をお願いする。 

 

（３）教育長の報告 

   （家宇治教育長） 

  ・平成 29年度全国学力・学習状況調査の結果について 

    （ 改めてこの後の報告事項にて 事務局より報告させる。） 

9 月 21 日に開催された管内市町教育委員会教育長会を受けて予定される研

究委嘱校での研究発表会の案内及び報告 2件。 

  ・平成 29年度「福岡県の道徳教育の課題に応じた市町村による実践的研究」 

   に係る地区別道徳教育研究協議会 11月 1日(水) 会場、福間中学校 

  ・同 福岡県・糟谷地区市町村教育委員会重点課題研究指定委嘱(重点課題  

子供の体力向上に向けた効果的な取り組み)  

10月 27日(金) 会場、勢門小学校(篠栗町) 
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  (德田委員長) 

ただ今の報告について、何か質問等ないか。 

(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。本日は、付議事項・協議事項とも特にないた

め会議を進行し、報告事項に移る。 

 

（４）報告事項 

  (德田委員長)  

今回は報告事項が７件あり、順番に報告を求める。まず、福岡マラソン 2017の 

開催について 報告をお願いする。 

 

    ～事務局「生涯学習課 波多江 課長」 配布資料に基づき報告～ 

 

① （参加状況）種目別エントリー数、都道府県別、年齢構成、性別 

② ゲストランナー 

③ 事前盛り上げイベント 

④ 準備状況、交通規制 等 

 (德田委員長) 

では、質問並びに意見がある委員は挙手をお願いする。ないか。 

（質疑・意見） 

  なし。 

 (德田委員長) 

   質疑がないようであり、会議を進行する。続いて、平成 28年度いじめの状況及び    

  その対応について 報告をお願いする。 

 

～事務局「学校教育課 武田 指導主事」配布資料に基づき報告～ 

 

いじめの認知学校数・認知件数  小 33 中 49で前年度より増加している。 

○成果として 

・認知件数の増加は、教師のいじめに対する見方・考え方の醸成が進んできて 

 いることがうかがえる。 

・家庭への連絡及び保護者同士の謝罪の会など、家庭と連携した取り組みがな 

 されている。 
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・いじめ発覚後、養護教諭や担任外等が話を聞くなど複数の職員で対応してい 

る。 

    ○課題として 

     ・学校職員による発見の割合が低く、教師のいじめに対する認識をさらに高め 

      る必要がある。 

・学級や学年、部活動内における望ましい集団づくりをする必要がある。 

・早期発見・早期対応・早期解消・再発防止のための組織的な対応が必要であ 

る。 

 (德田委員長) 

では、質問並びに意見がある委員は挙手をお願いする。ないか。 

児童生徒への特別な対応において保護者に対していじめについての報告が小学校 

校では低い傾向にあるようであるが。如何か。 

      (石硯学校教育課長) 

     学校において保護者対応の際、電話での報告対応や保護者が双方の謝罪の会の 

     場の設定等を望まれないケースもあることも要因としてあげられる。 

 (德田委員長) 

委員の皆さんから、質問並びに意見はないか。 

（質疑・意見） 

   なし。 

(德田委員長) 

    質疑がないようであり、会議を進行する。続いて、平成 29年度糸島市「伊都 

塾」の実施報告について 報告をお願いする。 

 

～事務局「学校教育課 武田 指導主事」配布資料に基づき報告～ 

 

    参加人数は昨年比 2.1倍 150名(4日間述べ 418名)、実施日数について「4日 

間は適当である。」旨、回答。以下、アンケート結果をもとに報告。 

 (德田委員長) 

では、質問並びに意見がある委員は挙手をお願いする。ないか。 

 (西委員) 

この取り組みは実際に施設を使い、そこに通う学生から直接授業を受けたり話を 

聞けたりできる子どもたちにとっても意欲を掻き立てられる大変意義ある取組で 

あり、さらに継続していただきたい。 

(德田委員長) 

委員の皆さんから、ほかに質問並びに意見はないか。 
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（質疑・意見） 

   なし。 

(德田委員長) 

    質疑がないようであり、会議を進行する。続いて、平成 29年度全国学力・学習 

状況調査の結果と今後の取り組みについて 報告をお願いする。 

 

～事務局「学校教育課 武田 指導主事」配布資料に基づき報告～ 

    ○ 全国学力・学習状況調査（福岡教育事務所管内の結果） 

     ・標準化得点は、小、中学校ともに全ての教科区分で全国平均、福岡県平均を 

いずれも上回った 

     ・算数・数学ともにＢ問題に課題がある 

     ・児童生徒が授業改善を実感できる取組の具体化が必要である 

     ・学力向上プランの授業づくりや学力向上の基盤づくりの取組の具体化が必要 

○ 全国学力・学習状況調査(糸島市の結果) 

・小、中学校ともに、全国及び福岡県の平均を上回っている 

・小、中学校ともに、平成 27年度より上昇傾向にある 

・小、中学校ともに、自尊感情に課題がある 

・小、中学校ともに、家庭学習の時間や内容に課題がある 

○ 福岡県学力実態調査(糸島市の結果) 

・小、中学校ともに、全ての教科・分類で県平均を上回っている 

・次年度の全国学力・学習状況調査に向けての課題 

○ 全体をとおして 

・結果公表についての糸島市の方針 

 (德田委員長) 

では、質問並びに意見がある委員は挙手をお願いする。ないか。 

（質疑・意見） 

      なし。 

   (德田委員長) 

     質疑がないようであり、会議を進行する。続いて、平成 29 年度糸島市教育の日

の実施について 報告をお願いする。 

      

     ～事務局「学校教育課 石硯 課長」配布資料に基づき報告～ 

○ 期 日  平成 29年 11月 5日(日) 

○ 会 場  伊都文化会館 

○ 内 容  ① 講演 ② 古典芸能 ③ 子どもサミット ④イベント「いと    
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しま天文台」、小中学校ポスター展示 

 (德田委員長) 

では、質問並びに意見がある委員は挙手をお願いする。ないか。 

（質疑・意見） 

      なし。 

   (德田委員長) 

       質疑がないようであり、会議を進行する。続いて、糸島市子ども読書活動推進 

計画について 報告をお願いする。 

           

     ～事務局「文化課 角 課長」 配布資料に基づき報告～ 

     まず、これまでの経過について報告を行う。 

平成 24年度に計画期間を５か年とする第１次糸島市子ども読書活動推進計画 

を策定し、その計画に基づき子ども読書活動の推進に取り組んできた。第１次計 

画期間が終了するため、次期計画策定の参考とするため本年１月に子ども読書活 

動に関するアンケートを実施し、この結果に基づきこれまでの成果と課題を明ら 

かにしたうえで、第２次計画の素案を作成し、５月２５日に開催した第１回図書 

館協議会において計画案についての検討をいただいた。その後、協議会の意見を 

踏まえ所要の修正を行った後、計画案についてのパブリックコメントを６月１０ 

日から７月９日までの 30日間で実施し、パブリックコメントでの意見を受け、 

これを反映した計画を最終案として８月２４日開催した第２回図書館協議会にて 

検討協議し、承認を得たので、第２次糸島市子ども読書推進計画として策定した 

もの。 

    次に第 2次計画策定にあたりまとめましたこの 5年間の成果と課題について説 

明を行う。 

今年 1月に実施したアンケートの内容及び結果については計画書のＰ27以降に 

掲載しているとおり、アンケートの対象は、①3～6歳児と小学 2年生の児童及び 

その保護者、②小学 4年生及び 6年生の児童、③中学 2年生及び高校 2年生の生 

徒、この他に機関に対しては④保育園（所）・幼稚園、⑤小学校・中学校・高校 

の図書担当者である。 

アンケートの分析についてはＰ16～26に記載するとおり、成果としてはブック 

    スタート事業で配布した本が有効に活用されていること、保育園・幼稚園で読み 

    聞かせが盛んに行われていること、学校における様々な読書活動が行われている 

    ことがあげられる。この結果、読み聞かせが好きな児童や読書が好きな児童が多 

    数を占めており、就学前の子どもの読書離れが感じられないという意見の多さや 

    小学生についての読書率の高さに成果として表れていると考えられる。 
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課題としては、小学校低学年以下の子どもの保護者の読書率が低下しているこ 

と、中高生の不読率が高くなっていることが挙げられる。 

このような課題を解決するために第 2 次糸島市子ども読書活動推進計画におい

ては重点項目を設定している。計画書のＰ5 に記載するとおり、重点項目として

は、まず、幼児～小学生に対しては、うちどく（家読）の推進を掲げている。家 

読とは、家庭内での読書活動のことで、親子で同じ本を読む、それぞれが読んだ

本についての感想を話し合うなどの行動を介して、読書の習慣をつけるとともに、

家族間でのコミュニケーションを図ろうとするものである。これによって子供の

読書活動を推進するともに、課題である保護者の読書活動も合わせて推進したい

と考えている。 

次に中高生に対しては 3 点を掲げており、特に読書時間の確保については、現

在、一部の中学校で実施されている読書の時間を全校に広げる取組みや、市立図

書館ホームページにおける情報発信については、ホームページだけでなく様々な

方法で中高生に本の情報を届ける取組みを行うこととしている。また、保育園や

幼稚園、学校については団体貸出しの利用促進のために配送システムの検討を行

い、学校においては図書司書の研修時間等について検討し、学校に子どもの読書

活動を推進していただけるよう条件整備を行いたいと考えている。 

これら重点項目を含めた推進の方策、具体例についてはＰ5～14 にかけて記載

しているとおりである。 

今後 5年間は本計画に基づき子どもの読書活動を推進してまいりたい。 

   (德田委員長) 

では、質問並びに意見がある委員は挙手をお願いする。ないか。 

（松尾委員） 

読書本の配布はどのように行っているのか。 

    (角文化課長) 

     糸島市合併以降これまで１０ヶ月健診時に合わせ配布を行っている。今後も      

継続していく予定である。 

   (松尾委員) 

読み解く力をつけるという点からも幼少期における読み聞かせや読書活動、ブ 

ックスタートの取り組みは有効であると感じている。さらに継続して取り組み 

を進めていただきたい。 

   (德田委員長) 

委員の皆さんから、ほかに質問並びに意見はないか。 

（質疑・意見） 

   なし。 
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   (德田委員長) 

       質疑がないようであり、会議を進行する。続いて、平成 30年度福岡県市町村立 

学校校長・教頭等任用候補者面接試験の日程について 説明をお願いする。 

 

   ～事務局「教育総務課 平野 課長」 配布資料に基づき報告～ 

○ 期 日  11月 8日(水) 午後、9日(木)終日 

○ 会 場  糸島市役所会議室 

次回会議終了後、事前説明を予定している。 

 (德田委員長) 

委員の皆さん如何か。 

（質疑・意見） 

   なし。 

   (德田委員長) 

      では、各委員この日程で調整をお願いする。続いて、平成 29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 説明をお願いする。 

 

   ～事務局「教育総務課 平野 課長」 配布資料に基づき報告～ 

○ 期 日 11月 10日(金) 14時から 

○ 会 場 福岡リーセントホテル 

 

 (德田委員長) 

      では、この件については会議終了後、各委員で参加の有無について協議のうえ決 

定させていただくこととする。  

～研修参加は、委員長、西委員、宮﨑委員の３名で決定する。～ 

これで報告事項を終了し、会議を進行する。続いて その他に移る。 

 

（５）その他 

(德田委員長) 

   続いて各課業務の主な取組み状況と課題について、各課長から順次報告をお願いす

る。 

     

 ～教育総務課・学校教育課・生涯学習課・文化課 各課長配布資料に基づき報告～  

      

   (德田委員長) 

各課からの報告について、質問がある委員は挙手をお願いする。ないか。 
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（質疑） 

なし。 

   (德田委員長) 

ないようであり、各課からの報告を終了する。次に（２）教育委員のみなさん

から報告事項等あればお願いする。如何か。 

   (委員全員) 

     なし。 

   (德田委員長) 

ないようであり、次に（３）その他について、何かあればお願いする。ないか。 

    

～事務局「教育総務課 高田 教育総務係長」 口頭報告～ 

     学校の研究発表会の案内 配布 2件(中文連、給食研) 

     事務連絡(10/20学校訪問)2件 

   (德田委員長) 

ないようであり、その他を終了する 

次回の会議は、１０月２７日（金）で計画したいが、如何か。 

    (委員全員) 

異議なし。 

    (德田委員長) 

     では、次回１０月２７日で決定する。 

なお、当日は、午前中に引津小学校の訪問を予定しており、併せて調整いただ

くるようお願いする。改めて通知させる。 

 

 

以上をもって、平成２９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   １６時５０分 


