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平成３０年度 第１１回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   平成３１年２月２１日（木） １３時３０分から１４時５５分まで 

 

（場  所）   糸島市役所新館４階 ２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 荘士郎学校教育課主幹兼指導主事、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） 教育長あいさつ 

（４） 議事 

議案第１１号 平成 31年度糸島市一般会計予算（案）における教育関係予算の意見の 

         聴取について 

           議案第１２号  糸島市指定無形文化財の指定について 

      議案第１３号 糸島市指定有形文化財(古文書)の指定について 

 （５） 協議事項 

     糸島市立小中学校卒業式・入学式について 

     糸島市男女共同参画審議会委員の推薦について 

 （６） 報告事項 

     平成 31年度教育方針について 

福岡県立特別支援学校誘致の取組状況について 

糸島市公共施設等総合管理計画第１期アクションプラン(案)について 

 （７） その他 

     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 
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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、傍聴者がいないこと、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、西 憲一郎委員を指名する。 

      

   (２) 会議録の承認 

（家宇治教育長） 

     続いて、事前配布された平成３０年度第１０回教育委員会会議の記載事項についてお諮り 

する。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。 

     徳田委員は後ほど会議録への署名をお願いする。 

 

（３）教育長あいさつ 

（家宇治教育長） 

  ・管内教育長会議を受けて、今回、委員の皆さんにお伝えすべき報告事項等は特にない 

旨、報告。 

      ・（千葉県における）子どもの虐待の問題、再度個人情報の管理については更に徹底を 

図っていかなければならない。 

      ・（大阪府）スマホの学校への持ち込みについて、本市でも課題となってくる。国等の 

動向を注視しながら進めていく必要がある。 

（家宇治教育長） 

 引き続き議事に移る。今回は３件予定されており、１件ごとに審議を行う。 

 

（４）議事 

（家宇治教育長） 

  まず、議案第１１号 平成３１年度糸島市一般会計予算(案)における教育関係予算の 

意見の聴取について を議題とする。 

事務局より提案理由の説明を求める。 

（宗 教育総務課長） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、平成 31年 2月 13日付けで 

糸島市長から意見聴取の依頼がなされており、ご審議いただくものです。 
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         配布資料、平成 31年度当初予算の主な事業（教育部）に基づき、各課長から事業概要の 

説明を行います。 

Ⅰ 教育総務課 （宗 教育総務課長説明） 

１ 予算書 P223 長寿命化計画策定業務委託費 39,597千円  

小中学校施設の老朽化に伴い、施設の機能や性能を維持しつつ、長寿命化の整備を実施 

することで、維持管理を含むトータルコストの縮減を図るため、長寿命化計画（案）を 

作成するものです。 

 ２ 予算書 P233 小学校大規模改造事業費 388,717千円 

前原小学校、波多江小学校校舎の大規模改修に係る事業です。 

 ３ 予算書 P233 小学校改修事業費 103,443千円 

前原小学校ろ過装置設置工事実施設計委託、雷山小学校トイレ改修工事、各小学校の小 

規模営繕工事、前原小学校ろ過装置設置工事、怡土小学校受水槽改修工事、怡土小学校 

外構改修工事、波多江小学校屋内運動場床改修工事、その他施設維持管理工事などです。 

 ４ 予算書 P233 小学校設備設置事業費 44,419千円 

給食室の空調設備設置工事に係る費用です。（加布里小、怡土小、一貴山小、雷山小、 

可也小、福吉小、姫島小）7校 

 ５ 予算書 P239 中学校改修事業費 35,224千円 

前原中学校トイレ改修工事実施設計委託、各中学校の小規模営繕工事、その他施設維持 

管理工事などです。 

Ⅱ 学校教育課 （田中学校教育課長説明） 

 １ 予算書 P223 特別支援教育専門員報酬 2,280千円 

特別支援教育を必要とする児童生徒数は年々増加傾向にあります。こうした中、小中学

校の特別支援教育の充実を図るため、教員免許を有し、かつ特別支援教育に関する研究

機関での勤務経験がある者を嘱託職員として 1 名雇用し、特別支援教育の更なる充実を

図るものです。 

 ２ 予算書 P233 部活動指導臨時職員 1,008千円 

教職員の働き方改革を進め、併せて中学校における部活動指導体制の充実に向け、専門 

的な知識・技能を有する部活動指導員を試験的に各中学校に 1名ずつ（計６名）配置す 

るものです。 

 ３ 予算書 P237 中学校コンピュータ整備事業（備品購入費） 29,963千円 

  糸島市教育情報化推進計画に基づき、ＩＣＴを活用した授業の充実のため中学校２校 

  （前原東、前原西）に無線ＬＡＮ（ＷiＦi）機器を各普通教室に整備、タブレットＰＣ 

を４２台（学習者用 40台程度、指導者用 2台程度）するものです。 

Ⅲ 生涯学習課 （波多江生涯学習課長説明） 

   １ 予算書 P245 太陽光発電設備等設置工事 76,284千円 

  エネルギー構造の高度化等に向けた、地域住民等の理解促進を図るため、東風、福吉、 

一貴山公民館に太陽光発電設備を設置するものです。 

 ２ 予算書 P247 公民館改修事業費 32,502千円 
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長糸公民館空調機器の改修並びに南風公民館照明機器改修（LED化）工事を実施するもの 

です。 

 ３ 予算書 P261  体育施設改修工事 41,326千円 

  野球場（芥屋・曽根）防球ネット設置及び志摩体育館アリーナ改修（研磨）を実施する 

ものです。 

  Ⅳ 文化課 （岡部文化課長説明） 

   １ 予算書 P249 史跡等保存活用計画等策定事業費 4,000千円 

  史跡新町支石墓群の整備に向けて検討委員会を設置し、保存活用計画を策定するもので 

す。 

      （角文化課企画監説明） 

  ２ 予算書 P251 歴史博物館特別展示事業 3,042千円 

  伊都国歴史博物館秋季特別展開催の費用です。伊都国から倭人伝の国々を探るシリーズ 

展の第 2弾として「一支国」をテーマとした展示を行います。 

「一支国」は現在の壱岐島にあたり、弥生時代の大集落である原の辻遺跡やカラカミ遺 

跡等の著名な遺跡や出土品が知られています。 

これらを通じて「一支国」の実態に迫ります。 

(家宇治教育長) 

  ただいまの提案・説明について質問等のある委員はお願いする。如何か。 

（宗 委員） 

  地域への施設開放や児童生徒の熱中症予防や害虫対策として小中学校体育館への網戸の 

設置など、予算への反映はどうなっているのか。 

    （宗 教育総務課長） 

      費用面から大規模な施設の改修・改築に併せての整備であれば可能であるが、厳しい状

況である。現状、不具合箇所の点検・修理等は随時行うが、何らかの対策については、

今後検討したい。 

（家宇治教育長） 

  他にないか。 

（德田委員） 

  特別支援教育支援員の配置が予定されているが、予定人数と金額は予算書のどこに計上 

されているのか。 

    （田中学校教育課長） 

      支援員の配置予定は小学校２５人、中学校１１人です。 

予算書のＰ２２７（小）、Ｐ２３３（中）臨時職員賃金です。 

    （西 委員） 

  公民館への太陽光発電の設置が予定されているが発生する余剰電力等地域に還元（売 

電）していくのか。 

    （波多江生涯学習課長） 

      地域に還元していく程度までの電力量は発生しません。当初、可能性調査では市内公民 

      館で６館候補として挙げ、そのうち屋根の形状、建物構造等の都合もあり、東風・福吉 
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・一貴山の３公民館に設置することとしました。資源エネルギー庁の事業です。これ 

以外の公共施設では「あごら」なども設置対象となっています。 

    （松尾委員） 

      Ｐ３ 部活動指導臨時職員について、中学校各１名予定されているが部活の種類は複数 

あるが、具体的にはどの部活を指導することになるのか。 

    （田中学校教育課長） 

      現在、外部指導者として活用していますが、指導していただいている方の中から、校長 

が選任していくこととなります。 

    （家宇治教育長） 

      ご指摘のとおり、部活すべてに対応はできないが、まずは試験的に実施してまいりたい。 

      他にないか。 

    （松尾委員） 

      今日、他市（太宰府市）でプール指導を民間委託することが報道されていたが、糸島市 

ではどうか。 

    （宗 教育総務課長） 

      本市では水泳指導を派遣で来てもらった経過はあります。 

      前原南小学校の施設が使用できなくなったときに民間に聞き取りをしたところ、現在の 

営業形態を変更しないと受け入れは難しいとの回答でした。将来的にはプール施設の改 

築費用と民間委託した場合の委託料とを比較し、検討する予定です。 

    （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、議案第１１号 平成３１年度糸島市一般会計予算(案)における教育関 

係予算の意見の聴取について は原案どおり承認する。 

次に議案第１２号 糸島市指定無形文化財の指定について を議題とする。事務局より 

提案理由の説明を求める。 

    （岡部文化課長） 

      指定する文化財の表示 

      （１）名 称  桜井神社の餅押し 

      （２）員 数  １ 

      （３）区 分  無形民俗文化財 

     （４）所有者 桜井神社 

      （５）所在地 糸島市志摩桜井 4227 
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      上記について、糸島市文化財保護条例第３４条第１項の規定に基づき、市指定の無形民

俗文化財を指定するため、教育委員会の議決を求めるものです。ご承認下さるようお願

いいたします。 

    （家宇治教育長） 

      ただいまの提案理由の説明について質問・意見のある委員はお願する。如何か。 

    （委員全員） 

      なし。 

    （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、議案第１２号 糸島市指定無形文化財の指定について は原案どおり 

承認する。 

次に議案第１３号 糸島市指定有形文化財（古文書）の指定について を議題とする。 

事務局より提案理由の説明を求める。 

    （岡部文化課長） 

      指定する文化財の表示 

      （１）名 称  鎌田龍一郎家文書 

      （２）員 数  895点 

      （３）区 分  有形文化財（古文書） 

     （４）所有者  鎌田龍一郎 

（５）所在地  糸島市志摩御床 431番地 1 

     上記について、糸島市文化財保護条例第１３条第１項の規定に基づき、市指定の有形民

俗文化財を指定するため、教育委員会の議決を求めるものです。ご承認下さるようお願

いいたします。 

    （家宇治教育長） 

      ただいまの提案理由の説明について質問・意見のある委員はお願する。如何か。 

    （德田委員） 

      県指定文化財の「鎌田家文書」との違いは。 

    （岡部文化課長） 

      県指定文化財は「鎌田（恒）文書」の一部であり、今回指定をお願いする物件とは出所

が異なるため、出所を明らかにするため、現所有者名を明記し、指定をお願いするもの

です。 

    （委員全員） 

      なし。 

    （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。 
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（委員全員） 

挙手。 

（家宇治教育長） 

挙手全員であり、議案第１３号 糸島市指定有形文化財（古文書）の指定について は 

原案どおり承認する。これで議事を終了し、会議を進行する。 

 

（５）協議事項 

（家宇治教育長） 

  続いて、糸島市立小・中学校卒業式、入学式について 事務局より説明を求める。 

     (宗 教育総務課長) 

配布資料に基づき、教育委員それぞれの式当日の告辞についての割振りの提案を行う。 

    （家宇治教育長） 

      委員の皆さん、調整いただき、例年同様、当日の対応をよろしくお願いいたします。 

      続いて、糸島市男女共同参画審議会委員の推薦について を議題とする。事務局より説 

      明を求める。 

（宗 教育総務課長） 

  １月２４日付けで糸島市長から委員の推薦について依頼がなされましたのでお諮りする 

ものです。 

（家宇治教育長） 

  どなたかお願いしたいが、事務局側で事前に腹案はないか。 

（宗 教育総務課長） 

期間は本年４月１日からの２年間となります。従前の委員の任期が満了することに伴い、 

今回、宗 教育委員にお願いしたく、事前に内諾は得ておりお願いしたいと考えておりま 

す。 

    （委員全員） 

      是非、お願いしたい。 

    （家宇治教育長） 

  では、宗委員を推薦することに決定する。 

  続いて、会議を進行し（６）報告事項に移る。 

   

（６）報告事項 

    （家宇治教育長） 

  まず、平成 31年度教育方針について 報告を求める。 

（泊 教育部長） 

   ～配布資料に基づき報告～ 

本年３月定例会初日に市長から施政方針を述べた後、引き続き、教育委員会として進め 

る教育方針を教育長から述べることとしています。 

先ほど予算に関する意見聴取について各課長から概要説明した事業概要を網羅し、昨年 

策定した糸島市教育振興計画に定める取組を文書化した教育方針となっています。 
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    （家宇治教育長） 

      続いて、福岡県立特別支援学校誘致の取組状況について報告を求める。 

    （宗 教育総務課長） 

      ～配布資料に基づき報告～ 

  １ 糸島市の学校誘致の取組状況 

  ２ 県の特別支援学校建設スケジュール概要（予定） 

    2024年 4月 特別支援学校開校（予定） 

  ３ 県立特別支援学校建設用地として取得する土地 

    合計 23筆 ２０，３６７.94㎡ （所有者 ４名） 

   （家宇治教育長） 

     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） 

     ないようであり、会議を進行する。 

     続いて、糸島市公共施設等総合管理計画第１期アクションプラン（案）について報告を求 

     める。 

      ～配布資料に基づき報告～ 

   （宗 教育総務課長） 

     市の公共施設を今後どのように管理していくのか第１期(2019年度～2030年度)を示した計 

画です。 

     １ 学校施設について Ｐ３２・Ｐ３９ 小学校 17校、中学校 7校が対象  

Ｐ３３～Ｐ４０ ④今後の具体的な方向性 

・校舎や屋内運動場は、建築から概ね 40年を経過する時期を目途に大規模改修(大規 

模改造)を、概ね 60年を経過する時期を目途に建替え(更新)の実施を検討。 

       ・老朽化等に伴う修繕については、必要かつ重要な個所から順次対応。 

       ・教育環境の充実及び家庭のトイレ環境の変化への対応を図るため、対応済みの小学 

校を除くその他の小学校において、順次トイレの洋式化に取り組む。 

       ・学校施設の適正規模、適正配置については、今後の地域人口の推移や子どもの教育 

条件をより良いものにすることを前提とし、保護者や地域住民等の意見を聴取し、 

検討。 

       ・学校給食及びプールについては、より効果的な運営が図られるよう、施設のあり方 

や改修等について検討を行っている段階であるため、検討結果については、必要に 

応じて本計画へ反映させる。 

       ・2019年度を目途に、「学校施設の長寿命化計画」（仮称）を策定することとしてい 

るため本計画については、策定した計画内容に基づき、必要に応じた見直しを行う。 

   （田中学校教育課長） 

２ 教育施設について  Ｐ６９ ３校が対象（教育センター・教育相談室・適応指導教 

室） Ｐ６９～Ｐ７０ ④今後の具体的な方向性 
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      ・当面の間は現状通りの運営とし、老朽化等による不具合については、その度合いに 

より、安全性、快適性を考慮したうえで、重要な箇所から順次対応。 

      ・教育センターについては将来的に、小中学校への複合化を検討。 

      ・教育相談室及び適応指導教室については施設が持つ機能の性質を考慮し、周辺環境を 

含む現在の立地条件よりもよい施設があれば、移転も含め検討。 

   （波多江生涯学習課長） 

３ コミュニティ関連施設について Ｐ４～ １５施設が対象（公民館施設） 

       Ｐ５～Ｐ６ ④今後の具体的な方向性 

      ・これまで築 40年程度で建替え（更新）を実施してきましたが、今後は築 30年程度を 

経過する時期に、施設の点検結果に基づく長寿命化等の必要な対策を施すことにより 

耐用年数を延伸し、建物の使用目標年数を 60年とする。 

      ・将来的には近隣施設との複合化を方針としていますが、第 1期においては顕著な人口 

減少は見られないため、現施設の継続使用を基本に、施設によって改修、建替え（更 

新）、複合を実施。 

      ・第 1期期間内に改修等を行わない公民館については現状維持を基本とし、必要な修繕 

を行うとともに、予防保全を導入することで、中長期的なコスト削減に努める。 

      ・改修や建替え（更新）を行う際は地域住民等と協議を行い、より使いやすい施設とな 

るよう努める。 

４ スポーツ施設について Ｐ１９～ １４施設が対象（体育・スポーツ施設） 

       Ｐ２１ ④今後の具体的な方向性 

      ・糸島市運動公園整備計画に基づき、2023年度を目途に「多目的体育館を中心とする 

運動公園」を整備。 

      ・曽根体育館、志摩体育館、多久野球場、雷山運動広場、立花野球場は「多目的体育館 

を中心とする運動公園」の整備に伴う統廃合により、施設を廃止。 

      ・野球場にはフェンス整備等による機能向上を、運動場やテニスコートについては必要 

な改修を実施。 

      ・修繕や改修については、定期的な安全確認等により危険個所を把握し、安全性や緊急 

性を考慮したうえで優先順位をつけ、重要箇所から順次対応。 

   （岡部文化課長） 

５ 図書館について Ｐ１０～Ｐ１１ ３施設が対象 

       Ｐ１１ ④今後の具体的な方向性 

      ・定期点検の実施や一定期間ごとの予防保全により、中長期的な視点でのコスト削減を 

図る。 

      ・老朽化等による不具合については、その度合いにより、安全性、快適性を考慮したう 

えで、重要な箇所から順次対応。 

  ・利用者の利便性向上と経費節減のため、指定管理者制度の導入を検討。 

・利用状況の把握に努め、規模の適正化や適正配置について検討を進めるが、第 1期に 

おいては３館体制についての検証を充分に行うため、現状維持。 
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   （角 博物館館長） 

６ 博物館等について Ｐ１２～Ｐ１３ ６施設が対象 

 Ｐ１３ ④今後の具体的な方向性 

 ・伊都郷土美術館は空調設備の改修を実施。 

 ・伊都国歴史博物館の旧館を改修するとともに増床させ、収蔵品保管スペースを確保し 

たうえで、志摩歴史資料館の収蔵品を集約。 

      ・博物館文化財収蔵庫は現状維持を基本とする。 

      ・志摩歴史資料館については、市民意向を取り入れた民間による建物活用。 

      ・新町遺跡展示館については、新町支石墓公園（仮称）の整備事業との調整を図りなが 

ら、改修を検討。 

      ・旧藤瀬家住宅については、屋根の茅葺の葺き替えを実施。 

      ・各施設とも老朽化等による不具合については、その度合いにより、安全性、快適性を 

考慮したうえで、重要な箇所から順次対応。 

      ・施設の運営管理については指定管理者制度の導入を含め、検討。 

      ・施設利用者の更なる増加と経費削減に努め、より効果的な運営を図る。 

   （岡部文化課長） 

７ その他施設について Ｐ１６  （伊都文化会館） 

       Ｐ１７ ④今後の具体的な方向性 

      ・伊都文化会館は市の文化振興上必要な施設であるため、必要な修繕を行いながら、現 

行の機能及び規模を維持。 

８ 庁舎等施設について Ｐ６０～Ｐ６１（文化事業機材保管倉庫及び三雲文化財倉庫） 

       Ｐ６１ ④今後の具体的な方向性 

      ・文化財事務所については、事務の効率化を図るため、施設の集約等を検討。 

（家宇治教育長） 

     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） 

     ないようであり、会議を進行する。 

    続いて、（７）その他に移る。 

    

(７)その他 

 (家宇治教育長) 

  各課業務の主な取組状況と課題について 報告を求める。 

  教育総務課   

  学校教育課   2月～3月までの事業報告並びに今後の予定について各課長より報告。 

  生涯学習課    

  文化課 
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 (家宇治教育長) 

  各課からの報告について質疑のある委員はお願する。如何か。 

(委員全員) 

  なし 

(家宇治教育長) 

  ないようであり質疑を終了する。続いて教育委員から あればお願いする。如何か。 

(委員全員) 

   なし 

     （家宇治教育長） 

      その他 事務局からないか。 

   （東定学校教育課指導主事） 

      前回会議時に松尾委員からご質問をうけていた中学校英語教員の英検受験等についての回 

答を報告させていただきます。 

      市内の中学校英語科教員 27名中、英検受験又は同等の外部試験を受験したことがある者   

      は 23名。内、準 1級を保持している（文科省が求めている）者 5名、準 1級程度の技能 

（資格）を有している教員は 8名でした。 

     （原尾学校教育課指導係長兼指導主事） 

      全国体力調査の朝食の欠食の理由としては、多いのは① 起床時間が遅く食べる時間がな 

い。② 食欲がない。 ③ 保護者が準備しない。などが挙げられています。 

 

 

３ 次回会議    平成３１年３月２７日（水）  １３時３０分からに決定 

 

 

４ 閉 会     委員会閉会を宣言   １４時５５分 

 

 

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 

   （教育長指名委員） 

 


