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平成３１年度 第１回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   平成３１年４月２４日（水） １３時３０分から１４時５０分まで 

 

（場  所）   糸島市役所新館４階 ２号会議室 

 

（出席委員）   西 憲一郎委員（職務代理者）、古川 泰永委員 

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 

井上 義浩教育部長、宗 真司教育総務課長、田中 健悟学校教育課長 

中庭 昭宜生涯学習課長、岡部 裕俊文化課長、角 浩行文化課企画監 

兼博物館館長、東定 荘士郎学校教育課主幹兼指導主事、楠原 英子教育総務

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 

（４）議事 

① 議案第１号 糸島市立公民館運営審議会委員の委嘱について 

② 議案第２号 糸島市青少年育成指導員の委嘱について 

  

 ２ 報告事項 

① 平成 31年度第１回糸島市市議会定例会報告について 

② 教育振興基本計画（平成 31年４月改訂版）について 

③ 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について 

④ 糸島市の教育リーフレットについて 

⑤ 平成 31年度 糸島市教育委員会学校訪問日程について 

⑥ 糸島市総合計画審議会委員の推薦について 

 

 ３ その他 

（１） 各課業務の主な取組状況及び課題について 

（２） 教育委員から 

（３） その他 
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４ 開 会 

 (家宇治教育長) 

本日の会議の出席は全員で、定数に達しています。よって、本日の会議は成立いたしました。 

これより、平成３１年度第１回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 

なお、本日の会議の傍聴者はありません。              １３時３０分 

会議に先立ち、４月１日付人事異動に伴い事務局職員が変わっておりますので紹介を行います。 

（宗教育総務課長） 

新しく教育部へ移動した職員を紹介します。 

井上教育部長、中庭生涯学習課長、楠原教育総務課課長補佐 

 

 

（１）会議録署名委員の指名 

（家宇治教育長） 

平成３１年度第１回教育委員会会議録の署名委員に、糸島市教育委員会会議規則第１６条第３

項の規定により、宗 聖子委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 

（２）会議録の承認 

（家宇治教育長） 

平成３０年度第１２回教育委員会会議録の承認について、お諮りいたします。事前に配布され 

ております会議録の記載事項につきまして、何か訂正事項等がありましたら、ご指摘をお願い 

いたします。 

（委員全員） 

なし。 

（家宇治教育長） 

ないようですので、会議録は承認されました。 署名委員は、後ほど署名をお願いします。  

 

(３) 教育長の報告 

(家宇治教育長) 

平成 31年度教育方針について説明させていただきます。 

 課題：① 学力・体力の向上 

② グローバル化 

③ ボランティアの育成 

④ スポーツ活動における市民の健康維持・増進 

⑤ 文化財の保存・活用計画 

⑥ 第１期アクションプランに基づく施設整備 

⑦ 学校規模適正化 

⑧ 県立特別支援学校の建設計画 

  では引き続き、４月１８日に管内教育長会に出席しましたので、本日配布しています資料に

より報告します。 

    ・平成 31年度福岡教育事務所重点課題について 
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     ・学校教育の重点課題 

     ・社会教育の重点課題 

     ・人権教育の重点課題 

    ・学校における差別落書き等に関する指導及び教職員への周知について 

    ・学校のＩＣＴ環境整備の現状（平成 30年３月） 

  管内教育長会報告について、何かご質問等ありましたらお願いします。 

  （委員全員） 

    なし 

 

(４) 議事 

(家宇治教育長) 

   次に議事に移ります。 

議案第１号から議案第２号は、人事に関することですので糸島市教育委員会会議規則第１４

条第２項の規定により、会議を公開しないこととしたいので、糸島市教育委員会会議規則第

１４条第３項の同規定により採決を行います。 

議案第１号から議案第２号について、会議を公開しないことに賛成の委員の挙手をお願いし

ます。 

 (委員全員) 

   挙手 

 (家宇治教育長) 

挙手全員であります。よって議案第１号から議案第２号については、会議を公開しないこと

とします。傍聴者はありませんが、会議録には結果のみ記載します。 

 

議案第１号 糸島市立公民館運営委員会委員の委嘱について  

（中庭生涯学習課長 説明） 

（家宇治教育長） 

  質問意見はありませんか。 

（古川委員） 

委員全体の人数は。 

    （中庭生涯学習課長） 

      各公民館８名（１５館）の１２０名、今回新規で委員となるもの２２名 

    （家宇治教育長） 

      他に質問等ありませんか。無いようですので、本案に対する賛成委員の挙手を求めます。 

    （委員全員） 

      挙手 

                                 結果 原案どおり承認 

続いて、議案第２号 糸島市青少年育成指導員の委嘱について説明いたします。    

（中庭生涯学習課長 説明） 

（家宇治教育長） 

 質問・意見はありませんか。 
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（古川委員） 

指導員全体の人数は 

    （中庭生涯学習課長） 

      原則各行政区１名（1,000人以上の人口の行政区は２名）で委員全体は 198名 

    （家宇治教育長） 

      他に質問等ありませんか。無いようですので、本案に対する賛成委員の挙手を求めます。 

    （委員全員） 

      挙手 

                             結果 原案どおり承認 

非公開としました案件が終了しましたので、これより会議を公開します。 

 

(５) 報告事項 

  (家宇治教育長) 

   続いて報告事項に移ります。 

   まず、①平成 31年度第１回糸島市市議会定例会報告について、事務局より説明させます。 

  (宗教育総務課長) 

   ～会期日程・質問議員名・質問内容・質問要旨等を別紙にて説明～ 

  (家宇治教育長) 

   報告は以上です、ご意見等ありませんか。 

 （委員全員） 

   なし 

無いようですので、②教育振興基本計画について報告させます。 

（宗教育総務課長） 

 糸島市教育振興基本計画について１３ページ以降、昨年度から変更になっている部分について説

明いたします。 

 ～各施策について変更箇所を各課長より説明～ 

（家宇治教育長） 

 ただいまの説明について委員の皆さんから質問・ご意見等ありましたらお願いします。 

（古川委員） 

 全部に関わる部分で、現状値の年度が各施策によって違っているがどうしてか。 

（宗教育総務課長） 

 現計画は、平成２９年度の現状値で作成したが、作成時点で数値が確定していないものがあった

ため、作成時にわかる数値を現状値とした。 

（家宇治教育長） 

 最初に作った年度が基本的には現状値になるのでは。再確認をお願いしたい。 

 再検討します。 

 他に意見等ありませんか。 

（西委員） 

 ３０ページの施策８について 

 コミュニティースクールについては概要通りだと思うが、今後は内容を充実させることが大事だ
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と思う。 

 充実する仕組みなどの指標として、学校要覧や学校経営要項などに目指す地域や家庭像を加えて

はどうか。 

（田中学校教育課長） 

 参考にさせていただき、指標の検討を行っていきます。 

（家宇治教育長） 

 今年度一度評価をして、指標の検討を行ってほしい。 

 他にございませんか。 

無いようですので、③糸島市公共施設等総合管理計画について説明させます。 

（宗教育総務課長） 

 ～抜粋資料にて修正箇所を説明～ 

（家宇治教育長） 

 ただいまの説明について委員の皆さんから質問・ご意見等ありましたらお願いします。 

（委員全員） 

なし 

（家宇治教育長） 

 つづきまして、④糸島市の教育リーフレットについて報告させます。 

  (東定学校教育課指導主事) 

     ～ 配布資料にて今年度の糸島の教育について説明 ～ 

  (家宇治教育長) 

ただいまの報告について委員の皆さんから質問・ご意見等ありましたらお願いします。 

  (西委員) 

① リーフレットの配布について 

② 一般の市民が見ることはできるか 

 

  (東定指導主事) 

① 各学校へ配布し、校内掲示をしている。 

② ホームページにアップしているので見ることはできる。 

  

  (家宇治教育長) 

管内の研修会で配布し、糸島の状況をアピールしている。管内や県の研修会でも配布し 

た。幅広く広めていきたい。 

   ほかに質問・ご意見はないか。 

 （松尾委員） 

   プログラミング教育研修の講師は外部か。 

 （東定指導主事） 

   今年度は指導主事で行う。 

 （家宇治教育長） 

   ほかにございませんか。 

  (委員全員) 
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   なし。 

  (家宇治教育長) 

   それではないようであり、会議を進行します。⑤平成 31 年度糸島市教育委員会学校訪問日程に

ついて説明させます。 

  (宗教育総務課長) 

   依頼文書により報告ならびに説明 

 5/29(水)一貴山小、6/27(木)雷山小、10/16(水)福吉小・前原西中、10/24(木)加布里小 

  (家宇治教育長) 

   学校訪問の在り方等について、質問等ありませんか。 

委員の皆さん、この日程で計画させていただき予め調整くださるようお願いします。 

   つづきまして、⑥糸島市総合計画審議会委員の推薦についてです。 

 （宗教育総務課長） 

   ４月２２日付けで企画部経営戦略課より糸島市総合計画審議委員を教育委員より１名の推薦依

頼があっております。どなたかいらっしゃいませんか。いらっしゃらなければ、事務局に腹案

がありますが、よろしいでしょうか。 

   新しく委員になられました、古川委員にお願いします。 

 （家宇治教育長） 

   古川委員お願いします。 

   これで報告事項を終わります。 

 

 (６)その他 

 (家宇治教育長) 

   次第に従い、会議を進行します。その他の案件に移ります。 

（１）各課業務の主な取組み状況と課題について、各課長から順次説明させます。 

（教育総務課・学校教育課・生涯学習課・文化課 各課長から報告） 

 (家宇治教育長) 

各課からの報告につきまして、質問がある委員は挙手をお願いいたします。 

 (委員全員) 

   なし。 

(家宇治教育長) 

ないようでございますので、（２）教育委員のみなさんから何かありましたらお願いい 

たします。 

 （宗委員） 

  志摩中学校でおきた交通事故について、あってはならないことだが、いつ起きてもおかしくな 

い状況だと思う。自転車の乗り方の指導も必要。青パトでの見守りや挨拶運動などありがたく 

思っている。地域の子どもは地域で守る。という意味でも見守りは大事だと感じた。 

地域の方々も忙しい時間帯だとは思うが、危険個所や時間帯など見守りの見直しをお願いした 

い。 

  （家宇治教育長） 

  報告が上がってくる段階です。５月の教育委員会会議では報告できると思います。 
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  （松尾委員） 

   引津小学校の児童と話をしたときに「自転車に乗るのが怖い」などショックを受けているよう

だった。中学校では心のケア等されていると思うが、同じ地域の小学生など他の学校の児童の

ケアもお願いしたい。 

  （田中学校教育課長） 

   各学校へ注意喚起や指導をお願いしている。心のケアが必要な子がいないか、確認する。 

 (家宇治教育長) 

次に（３）その他、何かありましたらお願いいたします。 

（委員全員） 

 なし 

   これで、その他を終ります。 

次回の会議は、５月２９日（水）です。午前中、一貴山小学校訪問を計画していますので併せ

て予定くださるようお願いします。例年通り給食を予定しています。 

   

以上をもちまして、平成３１年度第１回教育委員会会議を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 

 

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） 

 


