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平成３０年度 第９回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   平成３０年１２月２６日（水）１５時３０分から１６時４５分まで 

 

（場  所）   糸島市前原西１－１－１糸島市役所 ３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、近藤 英 

介生涯学習課主幹（福岡マラソン事務局出向）、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  なし 

（５） 協議事項 なし 

（６） 報告事項 

・平成 30年第 6回糸島市議会定例会について 

・平成 30年度Ｅ-フェスいとしま実施報告について 

・福岡マラソン 2018の結果について 

・糸島市体育施設指定管理者の選定について 

 （７）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 
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２ 開 会 

（家宇治教育長） 

委員会開会を宣告  １５時３２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、宗 聖子委員を指名する。 

 

（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８回教育委員会会議録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。 

※ 事務局（宗課長）より、一部文言訂正する旨、報告。 

（議事録中、要員⇒要因へ訂正） 

（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。 

    松尾委員は後ほど会議録に署名をお願いする。 

 

（３）教育長の報告 

   （家宇治教育長） 

    ～あいさつ～ 

      ・事件・事故 

        市職員による公務中の交通死亡事故が発生し、市民の生命・財産を守るべ 

       き大きな使命がある中、大変遺憾に思っている。後ほど、概要について報 

告させる。今後、信頼回復に向けて取り組んでいかなければならない。 

    ～1年間を振り返って～ 

      ・児童生徒の安全管理 

       熱中症、大阪北部地震によるブロック塀が倒壊し、小学生が犠牲になる事 

件、県内では昨年、大川小学校でのサッカーゴール（ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｺﾞｰﾙ）が倒 

壊し、児童が亡くなった事件に関し、本年、校長をはじめ 6名の関係者が 

書類送検されている。子どもの安全を守るため、責任を感じ、一層、目を 
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光らせ、児童生徒の安全対策について対処していかなければならない。 

     ・教職員の働き方改革 

      教職員の働き方改革の取組指針に基づき、教職員の健康管理等を含め、今後 

ともしっかり進めていかなければならない。 

     ・事業の推進 

      ハテナ博、Ｅ-フェス、糸島学を中心とした企画展の充実、福岡マラソン等 

     ・次年度に向けて 

      公共施設の総合管理計画のアクションプラン、学校規模の適正化方針の作成、 

   公民館のコミュニティセンター化、伊都国博物館、志摩歴史資料館両施設の

利活用の問題、不登校児童生徒の解消、学校の情報教育（ＩＣＴ）推進、英

語教育における中学校との接続、高・大入試改革に伴う取組など課題として

次年度以降に向けて取り組んでいかなければならない。 

  

～管内教育長会の報告～ 

     学校が保護者・地域に伝える学力向上に係るメッセージの視点について 

   平成 30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果<福岡県速報版> 

    ※⇒本市の調査結果については、次回以降の会議にて報告させる。 

  ～資料に基づき報告～ 

        

（４）議事、（５）協議事項 なし。 

  （家宇治教育長） 

会議次第に沿って （６） 報告事項に移る。 

 

（６）報告事項 

（家宇治教育長） 

 では、平成 30年第 6回糸島市議会定例会について 報告を求める。 

(泊教育部長) 

 ～配布資料に基づき報告～  

 会期日程  12月 3日から 18日までの 16日間 

教育委員会提出議案 

 ・議案第 92 号教育委員会委員の任命について 

 ・議案第 103号糸島市立伊都文化会館の指定管理者の指定について 

 ・議案第 104号曽根体育館ほか 12件の指定管理者の指定について 

 ・議案第 105号工事請負契約の変更について 

（加布里小学校校舎大規模改修工事） 
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 ・議案第 110号平成 30年度糸島市一般会計補正予算 

 教育委員会に関する一般質問 

    一般質問に関して ４名 

～松月市議～ 

     ☞ 多文化共生のまちづくりについて 

市内人口 10万人中、外国人約 1,000人（１％）である状況。 

日本語指導が必要な児童生徒は 2名、毎日 1時間程度、担任外の教員が指 

導に当たっている状況等を回答。 

    ～柳市議～ 

     ☞ 小中学校と市の体育館の空調設備の設置について 

現状においては整備の予定はない旨、回答。 

    ～後藤市議～  

☞  志摩歴史資料館の伊都国歴史博物館への統廃合計画について 

       教育委員会としては将来的には一体的・効果的に統合していく旨、回答。 

    ～川上市議～  

☞  人口減少時代における、学校の在り方について 

       学校規模適正化検討委員会の報告を受け、教育委員会では次年度中に適正 

化方針を策定していきたい旨、回答。 

（家宇治教育長） 

それでは、質問、意見あればお願いする。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、平成 30年度Ｅ-フェスいとしま実施報告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） 

      実施期日 平成 30 年 12 月 2 日（土）、参加人数 677 名、アンケート結果、 

       次年度に向けて 

             (配布資料に基づき説明) 

（家宇治教育長） 

それでは、質問、意見あればお願いする。如何か。 

   （西委員） 

      全体としてはよかった。今回の様な取り組みを通じて市長が唱える教育のブ 

ランド化の推進に向け、一層、充実した事業となるよう期待する。 
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    （德田委員） 

       開催時期、中文連との合同開催なども検討・工夫されては如何か。 

      子どもたちが企画・参画するという、地域の活動に関わっていこうとする意 

欲を育てる意味からもよかったと思う。 

    （家宇治教育長） 

      他にご意見・ご質問あればお願いする。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、福岡マラソン 2018の結果について 報告を求める。 

   （波多江 生涯学習課長） 

      前回の会議以降、福岡マラソン実行委員会が開催され、参加者等の集約しま 

したので、本日、事務局に出向する近藤主幹から報告します。 

   （近藤 福岡マラソン事務局主幹） 

      大会結果について配布資料により報告 

      開催日、出走者数完走者数、出走者の都道府県別内訳、年代別内訳、出生者 

の推移、スタッフ数、救急搬送者数、アンケート結果、福岡マラソン糸島協 

力会の取組、次年度の開催日 

（家宇治教育長） 

それでは、質問、意見あればお願いする。如何か。 

   （德田全員） 

      アンケートの結果など、大会に直接関わった方にも届くように是非伝えてい 

ただきたい。 

   （宗全員） 

      大会応援を通じ地域の一体感も醸成され、大変うれしく感じている。 

   （家宇治教育長） 

      他にご意見・ご質問あればお願いする。如何か。 

   （委員全員） 

      なし。 

   （家宇治教育長） 

      ないようであり、ここで職員が公務中に起こした交通死亡事故について 報 

告させる。 

   （宗 教育総務課長） 

      配布資料に基づき報告 
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（家宇治教育長） 

それでは、質問、意見あればお願いする。如何か。 

あってはならないことであり、今後このようなことがないよう、再発防止に 

向けて取り組みを図っていきたい。 

   （委員全員） 

      なし。 

   （家宇治教育長） 

      ないようであり、会議を進行し、（７）その他に移る。 

 

（７）その他 

（家宇治教育長） 

 では、各課業務の主な取り組み状況と課題について 報告を求める。 

配布資料に基づき各課長より日程報告 

（各課長） 

   教育総務課長   会議、研修等日程報告 

   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、企画展の開催、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） 

     その他、報告事項あればお願いする。 

   (波多江生涯学習課長) 

     平成３１年糸島市成人式依頼 

  （田中学校教育課長） 

     外国籍の子どもに係る就学・指導の義務等について 

     配布資料に基づき報告 
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    ・外国籍の子どもに係る就学・指導の義務について 

    ・糸島市の外国籍の子ども（就学前～高校等）の保護者の状況 

（家宇治教育長） 

     報告に対して質問、ご意見等あればお願いする。如何か。 

  （委員全員） 

     異議なし。 

  （家宇治教育長） 

     それではないようであり、これでその他を終了する。 

    次回会議は１月２４日（木）午後からとしたいが、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１月２４日で決定する。案内は追って通知させる。 

   尚、当日午前中に前原南小学校訪問を予定しており、併せて日程の調整をお願 

いする。 

 

３ 閉 会     委員会閉会を宣言   １６時４５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） 


