
   

- 1 - 

 

令和元年度 第 10 回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   令和元年１２月２６日（木）１３時３０分から１４時４５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）   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、井上 靖崇学校教育課課長補佐、中庭 昭宜生涯学習課長、

山下 千恵子生涯学習課課長補佐、近藤 英介主幹、岡部 裕俊文

化課長、角 裕行文化課企画監、原尾 宏志学校教育課指導係長兼

指導主事、東定 荘士郎学校教育課指導主事、楠原 英子教育総務

課課長補佐 

 

（傍聴人）    ５名 ※ 傍聴人受付名簿のとおり 

 

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  

・議案第 18 号  

教育委員会の権限に属する事務の一部補助執行に係る協議について  

      ・議案第 19 号 

       市長の権限に属する事務の一部委任に係る同意について 

      ・議案第 20 号 

       糸島市教育委員会事務局職務執行基本規則及び 

       糸島市学校運営協議会規則の一部を改正する等の規則について 

      ・議案第 21 号 

       糸島市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則 

（５） 協議事項 なし 

（６） 報告事項 
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・令和元年第４回糸島市議会定例会について 

・令和元年度糸島市イングリッシュキャンプ実施報告 

・令和元年度小学生英語暗唱チャレンジ交流会及び 

 中学生パネルディスカッション実施報告 

・福岡マラソン 2019 大会結果 

 （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 

 

 

２ 開 会 

（家宇治教育長） 

  本日の会議の出席は、定足数には達しておりますので、本日の会議は成立しまし

た。 

 これより、令和元年度第 10 回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 

  １３時３０分 

  本日は傍聴を希望される方がおられます。委員の皆さんに報告し、併せてお諮り

します。傍聴を許可してよろしいでしょうか。よろしければ挙手をお願いします。 

  （委員全員） 

    挙手 

  （家宇治教育長） 

    傍聴を許可します。（傍聴人 ５名） 

   

（１）会議録署名委員の指名 

（家宇治教育長） 

令和元年度第 10 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。 

 

（２）会議録の承認 

（家宇治教育長） 

  令和元年度第９回教育委員会会議録の承認について、お諮りします。 

  事前に配付されております会議録の記載事項につきまして、訂正事項等ありま 

したらご指摘をお願いします。 

（委員全員） 

  なし。 
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（家宇治教育長） 

 ないようですので、令和元年度第９回会議録は承認されました。  

   宗委員は後ほど会議録に署名をお願いします。 

 

（３）教育長あいさつ 

   （家宇治教育長） 

 ■官内で教職員の不祥事が多発しています。福岡県全体で現在 14 件となってい

ます。年度途中で 14 件というのは今までの最多となっており、県も危機感を持

っており、不祥事が起こらないように各教育委員会でも取り組みを行うというこ

とになっています。 

             

 （４）議事   

  （家宇治教育長） 

    それでは、議事に移ります、議案第 18 号 教育委員会の権限に属する事務の一

部補助執行に係る協議について を議題とします。事務局より提案理由の説明を行

います。 

  （中庭生涯学習課 課長） 

    資料により説明 

  （井上教育部長） 

    地方自治法 第１８０条の７ について説明 

  （家宇治教育長） 

    説明は終わりました。質問・意見等ありませんか。 

  （委員全員） 

    なし。 

  （家宇治教育長） 

    ないようですので、本案に対する賛成委員の挙手を求めます。 

  （委員全員） 

    挙手 

  （家宇治教育長） 

    挙手全員です。よって、議案第 18 号 教育委員会の権限に属する事務の一部補

助執行に係る協議については原案のとおり可決されました。 

                         結果 原案どおり承認 

 

  （家宇治教育長） 

    次に、議案第 19 号 市長の権限に属する事務の一部委任に係る同意について 

を議題とします。事務局より提案理由の説明を行います。 
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 （宗教育総務課 課長） 

   資料により説明 

 

 （家宇治教育長） 

   説明は終わりました。 

   どういう職種が会計年度任用職員に該当しますか。 

 （宗教育総務課長） 

   現在の、図書司書や生涯学習課の指導員などすべての嘱託職員が該当します。従 

来の臨時職員につきましても、臨時的任用職員という名称に変わります。 

 （家宇治教育長） 

   質問・意見等ありませんか。 

 （西 委員） 

   一般職員の給料の予算執行については、どうなっていますか。 

 （宗教育総務課長） 

   市長部局の総務課で事務をしています。今後も同様です。 

 （西 委員） 

   規則上は、一般職員の給料についても協議すれば出来ないことはないと思うが、 

今回は会計年度任用職員の給料等のみを扱う。ということですね。 

 （宗教育総務課長） 

   県や政令市については教育委員会ですべて事務を行っていますが、糸島市規模の市

町村では、市長部局が行っています。 

 （家宇治教育長） 

   ほかにありませんか。 

 （委員全員） 

    なし。 

 （家宇治教育長） 

   ないようですので、本案に対する賛成委員の挙手を求めます。 

 （委員全員） 

   挙手 

 （家宇治教育長） 

   挙手全員です。よって、議案第 19 号 市長の権限に属する事務の一部委任に係る 

同意については、原案のとおり同意されました。 

 

 （家宇治教育長） 

   続きまして、議案第 20 号 糸島市教育委員会事務局職務執行基本規則及び糸島市 
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学校運営協議会規則の一部を改正する等の規則について 並びに 議案第 21 号 糸 

島市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則の制定についてです。関連議 

案ですので、一括して提案理由の説明を行います。 

 

 （宗教育総務課長） 

   資料により説明 

 

 （家宇治教育長） 

   説明は終わりました。質問・意見等ありませんか。 

   ないようですので、これより本案に対する採決を行います。本案に対する賛成の 

委員の挙手を求めます。 

 （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 20 号 糸島市教育委員会事務局職務執行基 

本規則及び糸島市学校運営協議会規則の一部を改正する等の規則について 並び 

に 議案第 21 号 糸島市教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則の 

制定については、原案のとおり可決されました。 

 

  

（５）報告事項 

（家宇治教育長） 

本日協議事項はありませんので、報告事項に移ります。今回は５件ありますので、

順番に報告させます。 

まず、令和元年第４回糸島市議会定例会について 報告を行います。 

 （井上教育部長） 

  ～配布資料に基づき報告～ 

  ・会期日程 

  ・教育委員会提出議案 

   ・議案第１１９号 教育委員の任命について 

   ・議案第１２５号 工事請負契約の変更について 

  ・教育委員会に関する一般質問 ３名 

   ～平田議員～ 

   ・校区避難所訓練について 

    学校での災害に関する授業の実施状況、避難所の設置や運営に関する訓練への参

加状況を説明 
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   ～小島議員～ 

   ・学校規模適正化について 

    学校規模適正化検討委員会からの報告内容について説明 

    校区区長会や学校運営協議会から意見を伺ったり、保護者や児童・生徒からアン

ケートを取ったりしながら総合的な視点で検討し、学校規模適正化実施方針を策

定する。 

    学校の統合、通学区域の変更に加え、特認校制度や小中一貫校などに取り組んで

いく 

   ～藤井議員～ 

   ・出前講座の今後のあり方について 

    市民参加のまちづくりを進め、生涯学習によるまちづくりを進めることを目的と

している 

    講座の内容を市民ニーズに合うように変更したり、市民に関心を持たれない講座

の廃止など、来年度の出前講座から改善する。 

 

 （家宇治教育長） 

   それでは、質問・意見あればお願いします。 

 （古川委員） 

   校区避難所訓練に参加している学校を教えてください。 

 （井上教育部長） 

   隔年実施の学校も含みますが、前原・加布里・怡土・南風・東風・深江・一貴山・ 

姫島の８小学校で実施しています。 

 （古川委員） 

   学校規模適正化について、優先順位の第３段階で「教育環境に課題がある学校」と 

あるが、具体的にはどういう課題を考えていますか。 

 （宗 教育総務課長） 

   具体的にはありませんが、施設上特に課題がある学校から。ということで考えて 

います。 

 （古川委員） 

   人的な要因もありますか。例えば、教科ごとの教員を配置できないとか。 

 （井上教育部長） 

   長糸小、一貴山小、桜野小、福吉小、福吉中がすでに地域の意見を伺っています。

雷山小、引津小、深江小、二丈中がこの第３段階にあたるということになります。 

 （家宇治教育長） 

   背景として一番大きいのは、教員の配置の問題です。特に中学校。美術・技術など

兼務で発令しています。小さい学校にはすべての教科を配置できないので、そのよう
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な状況になった場合には、統合や他のやり方を考えていかなければならない状況です。 

   避難訓練については、昼間災害が起きた時にお年寄りの避難を手伝う人がいない。

ということで、是非とも中学生に力になって欲しい。という要請があっています。合

同避難訓練については、少しづつ広まってきていますが、地域の特性もあり、すべて

の学校で実施するというわけではないと思っています。 

   ほかに意見等ありませんか。 

 （委員全員） 

   なし。 

 （家宇治教育長） 

   ないようですので、会議を進行します。 

   続いて、令和元年度糸島市イングリッシュキャンプ実施報告について報告させます。 

 

 （学校教育課 東定指導主事 ） 

  ～ 配布資料に基づき説明 ～ 

   実施時期 令和元年１１月２３日（土・祝）２４日（日） 

   参加人数 中学生２０名、留学生８名、日本人学生４名 

   課題   参加者募集に際し、各学校へ十分な情報提供や周知ができなかった 

 （家宇治教育長） 

   報告は終わりました、質問や・意見はありませんか。 

   西南大学との連携事業の第１回目となります。 

 （西 委員） 

   満足度も高いと思います。今回は参加者が少なかったが、是非とも継続して行って、 

  体験する意欲、きっかけを得られるチャンスを増やしていってほしいと思います。 

 （松尾 委員） 

   参加した生徒の話を聞いたが、すごく楽しかった。海外にも行ってみたいと思った。

と言っていました。せっかく勉強しているのに使える環境がない、使わないと上手く

ならないので、こういう機会をたくさん与えてあげることが大事だと思います。 

 （家宇治教育長） 

   次の、小学校英語暗唱チャレンジ交流会及び中学生パネルディスカッションについ

ては関連しますので、そちらの報告をお願いします。 

 （学校教育課 東定指導主事） 

  ～ 配布資料に基づき説明 ～ 

   実施時期 令和元年１１月３０日（土） 

   参加人数 小学生２７名、中学生６名、ALT１名、小学校外国語部会６名 

        入場者１５１名  合計１９１名 

 （家宇治教育長） 
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   糸島の英語教育は子供たちがやり取りができる。というのが大きな目標ですので、

各学校がそれぞれチャレンジして全ての子供たちを対象にいろんな取り組みをしてい

く。ということが大事になっていくと思います。 

   なにか質問がありましたらどうぞ。 

   ないようですので、次に移ります。 

   福岡マラソン 2019 の大会結果についてです。 

  （中庭生涯学習課長） 

    福岡マラソン実行委員会が開催され、参加者等集約しましたので報告します。    

（近藤 福岡マラソン事務局主幹） 

    ～ 配布資料により説明 ～ 

    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、出走者の推 

  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） 

    ただいまの報告について、質問・意見等ありませんか。 

  （宗 委員） 

    フィニッシュ地点でタオル渡しに参加しました。「おかえりなさい」という声掛

けをさせていただきました。「その言葉嬉しいね」とランナーたちから言われて私

たちもランナーからパワーをもらいました。 

  （家宇治教育長） 

    ほかにありませんか。大会も５回を迎えて、この時期に定着した大会となってき

たと思います。中学生のボランティアもかなりの時間立ちっぱなしで頑張っていま

す。応援をよろしくお願いしたいと思います。 

    次の報告に移りますが、次の報告は、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。 

    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。 

    挙手全員であります。よって、次の報告については、会議を公開しないこととし

ます。恐れ入りますが、傍聴人の方は本件が終了するまで退室をお願いします。 

 

  （傍聴人 退室される） 

  

 

 

 

 

非公開 
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 （傍聴人 入室） 

（６）その他 

（家宇治教育長） 

各課の取組状況及び課題について 報告をさせます。 

 

配布資料に基づき各課長より報告 

 

（家宇治教育長） 

     以上、報告に対してご意見等ありませんか。 

  （委員全員） 

     なし。 

  （家宇治教育長） 

     それではないようですので、会議を進行します。 

     教育委員の皆さんから何か報告事項等ありませんか。 

 

  （委員全員） 

     なし。 

   

  （家宇治教育長） 

非公開 
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     それではないようですので、これでその他を終了します。 

    次回会議は１月２７日（月）午後２時３０分からとしたいが、よろしいでしょ

うか。 

  （委員全員） 

     異議なし。 

  （家宇治教育長） 

     それでは次回は１月２７日で決定します。案内は追って通知させます。 

 

 

３ 閉 会     委員会閉会を宣言   １４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） 


