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令和元年度 第 11 回糸島市教育委員会会議録 

 

（日  時）   令和２年１月２７日（月）１４時３０分から１６時００分まで 

 

（場  所）   糸島市前原西一丁目１番１号 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、中庭 昭宜生涯学習課長、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）    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  

・議案第 22 号  

糸島市立小・中学校校長、副校長及び教頭の人事異動内申について  

      ・議案第 23 号 糸島市立小・中学校教職員の人事異動内申について 

（５） 協議事項 なし 

（６） 報告事項 

・令和元年度糸島市教育振興基本計画の進捗状況について 

・糸島市教育委員会職員公益通報制度に関する要綱について 

・令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について 

・令和２年糸島市成人式の結果について 

 （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） 

  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 11 回糸島市教育委員会会議を開会いたします。 

  １４時３０分 

     

（１）会議録署名委員の指名 

（家宇治教育長） 

令和元年度第 11 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項の規定により西 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 10 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。 

（家宇治教育長） 

 ないようですので、令和元年度第 10 回会議録は承認されました。  

   古川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） 

    ３点ほど報告します。 

 ■管内教職員の不祥事がこのひと月で 2 件増え 16 件となりました。内容をみま

しても、覚せい剤の使用やスポーツ推薦入試における収賄など今までとは違う不

祥事が起きてきています。内訳としては、若年教師よりも 50 代の教員の割合が

多く、多くのストレスがかかっていたり、将来に希望が持てないなど様々な悩み

を抱えている 50 代の教員がいる状況が明らかになってきたと感じています。 

しかしながら、かと言ってそれが良いという状況ではないので、今後も不祥事防

止対策に努めていかなければいけないと思っています。 

 ■２点目は、パソコンの一人１台いわゆるギガスクールの推進ということで、国

が大型の補正を行っています。ICT 教育の推進を進めていかなくてはいけないと

思っています。校内ネットワークの推進、タブレット端末を一人一台整備する。
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今後、どこで、どのように使っていくのかが課題となっていきます。 

 ■３点目は、中学生の制服の見直しです。選択制の検討が必要になっています。

県内の公立高校では、今年度までで 101 校中 29 校、令和 2 年度までにさらに 28

校が選択できる制服となる予定です。 

 中学校校長会の方で検討委員会を立ち上げて検討するようにしています。 

 （４）議事   

  （家宇治教育長） 

    それでは、議事に移ります、議案第 22 号 糸島市立小・中学校校長、副校長及

び教頭の人事異動内申について を議題とします。事務局より提案理由の説明を行

います。 

  （宗教育総務課 課長） 

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 38 条の規定に基づき、令和元年度

糸島市立小・中学校校長、副校長及び教頭の人事異動内申を行うため、教育委員会

の議決をお願いするものです。 

   

  （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、これより、本案に対する採決を行います。議案第 22 号糸島

市立小・中学校校長、副校長及び教頭の人事異動内申について承認される委員の挙

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 22 号 糸島市立小・中学校校長、副校長及び教

頭の人事異動内申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） 

    続いて、議案第 23 号 糸島市立小・中学校教職員の人事異動内申について を

議題とします。事務局より提案理由の説明を行います。 

 

  （宗教育総務課 課長） 

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 38 条の規定に基づき、令和元年度
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糸島市立小・中学校教職員の人事異動内申を行うため、教育委員会の議決をお願い

するものです。 

 （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、これより、本案に対する採決を行います。議案第 23 号糸島市

立小・中学校教職員の人事異動内申について承認される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 23 号糸島市立小・中学校教職員の人事異動内申

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 

 

  

（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。 

まず、令和元年度糸島市教育振興基本計画の進捗状況について 報告を行います。 

 （宗学校教育課 課長） 

   令和元年度の施策の取組状況について「点検・評価シート」と基に担当課長より説

明します。  ～各課長より、担当課の進捗状況について説明～ 

  

 （宗教育総務課 課長） 

   令和元年度施策の取組状況「点検・評価シート」（令和元年 10 月末時点）の成 

果と課題について報告します。 

   資料３㌻施策№16 教職員のストレスチェックについては例年どおり実施しており 

達成度 95.4％となっています。次に４㌻施策№17 大規模改造事業です。前原・加 

布里・波多江の各小学校で予定通り順調に進めています。 

 （田中学校教育課 課長） 

   資料１㌻施策№1について、主な事業としては学力向上委員会の設置と推進、土 

曜授業の推進、市費による学力実態調査の実施、市教育センター研修事業の充実を 
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あげています。取組の指標で２つの学力調査を設定していますが、全国学力テスト 

においてすべての区分で全国平均を上回った学校数が目標値を達成しています。福岡 

県学力実態調査では、全ての区分で県平均を上回った学校数の目標を小学校で 16 校 

中 12 校、中学校で６校中６校としていましたが、実績値としては小学校で 16 校中９ 

校、中学校で６校中３校となっています。課題と今後の方向性としては、学力向上プ 

ランに基づく取組は実施できており、全国学力・学習状況調査では、多くの学校で全 

国平均を上回ることができました。しかしながら、福岡県学力実態調査では、県平均 

を上回ったのは半数程度にとどまりました。学校間格差が大きいことが課題としてあ 

げられるため、今後は効果のあった学校の取組を共有するとともに、市教育センター 

の研修の充実を図りながら目標達成に向けて取り組んでいきたいと思います。 

３㌻施策№14 多様な教育機会を確保するきめ細かな生徒指導の充実についてです。 

  主な取組は、中学校少人数学級の実施、学校生活満足度調査の実施と活用、スクール

ソーシャルワーカ派遣の充実、糸島市教育相談室・糸島市適応指導教室「すばる」の設

置と運営、不登校対応指導員の配置をあげています。 

取組の指標として、不登校の児童生徒の発生率は現時点において、対前年度全国値

100 を既に上回ってしまっています。今後は、不登校対応指導員やスクールソーシャル

ワーカーと学校との連携を深め、新規不登校児童生徒を生まない取組を進めていきたい

と思っています。 

もう一つの指標は、学校生活満足度調査において、「満足群」の児童生徒の割合は全

国区平均を毎年上回っていますが、自尊感情については全校平均値を下回っていること

から、今後は「満足群」以外の児童生徒に着目し、新規不登校者を生まない学校づくり

を推進していく必要があると考えています。 

 （中庭生涯学習課 課長） 

  資料１㌻ 施策№４ 子供の健やかな体の育成について スポーツ少年団の活動支援 

 を行い、スポーツ少年団の有資格指導者数を指標としてあげていますが、実績値として 

 は前年度より、有資格指導員の人数が減少している。これは、指導者の若返りが行われ 

ていると考えられるが、認定員養成講座の受講を促すため、会議開催時や各団体へのお 

知らせ等で周知を行っていきます。 

 資料２㌻ 施策№９ 学習機会の充実と講師・ボランティアの育成について 出前講 

座の実施回数、生涯学習情報誌の発行を主な取組としています。実績として出前講座の 

実施回数が 41％となっていますが、これは毎年実施回数が多かった消防本部の応急手当 

講習が、本年度から定期開催となり出前講座のメニューからはずれたためで、今後メニ 

ューの見直しが必要と考えます。 

 施策№10 公民館活動の充実と広報について 講座等の開催、団体、サークル等の支 

援を主な取組としていますが、公民館主催の講座受講者数は概ね目標値で推移していま 

す。また、自主活動サークルの登録団体数も目標値を達成する見込みです。 
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 施策№11 ライフステージに応じた健康づくり・体力づくりについては、スポーツ体 

験教室等の実施、福岡マラソンの開催を主な取組としていますが、どちらも 10 月末時 

点で未実施であり、実績値が出ていません。体育施設の利用者数は、ほぼ目標通りの数 

値で推移しており、利用者が安全に利用できるよう、今後も安全確認を続けていきます。 

 （岡部文化課 課長） 

  資料２㌻ 施策№９ 学習機会の充実と講師・ボランティアの育成について 図書館 

 の貸出冊数を目標数値として揚げており達成度 60％となっています。年度末には、例年 

並みの利用者数になると思っています。 

 （角文化課 企画監） 

  資料３㌻ 施策№12 文化財の保護と普及教育活動の充実について 大人のためのい 

としま学の推進、特別展・企画展・博物館講座の実施を主な取組とし、博物館・資料館 

の入館者数を指標としています。10 月末現在、達成度は 60％となっていますが、目標 

値を達成する見込みとなっています。 

 （家宇治教育長） 

  10 月末の数値であることを考慮の上、また、ピックアップして説明しましたので、ピ 

ックアップ以外の部分についても質問・意見あればお願いします。 

（宗委員） 

 施策№７ 特別支援についてですが、「計画的に研修を実施していく」とあるが、誰 

に対しての研修でしょうか。 

 （田中学校教育課長） 

 特別支援学級の先生はもちろんのこと、通常学級の先生方も対象として、市のセンタ 

ーの研修と位置付けていて、年４回実施しています。さらに来年度考えていますのが、 

各学校に配置しているコーディネーター対象の研修も考えています。 

（家宇治教育長） 

 すべて、教員を対象としているということです。 

（松尾委員） 

 教員の方々にもちろん知識を持っていただきたいんですが、保護者の方で子どもが発 

達障がいと気づかず、認識不足の方が多く、受診を促したり周りの理解が深まると快方 

に向かうことがある。早めに見つけてあげることが必要なので、若い保護者を対象に勉 

強会等を開くと一人で悩まないですむと思います。 

（田中学校教育課長） 

 小学校に入る前の段階から、子ども課や健康づくり課と連携して、発達相談等で発見 

していっている。学校に入ってからは、学校ではなかなか見つけられない部分を巡回相 

談等で発見していっているが、保護者への投げかけは積極的にはできていない状態です。 

（松尾委員） 

 発達障がいにはいろんなパターンがあることを伝えた方がいいと思います。嫌なこと 
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はまったくしない。集中力がなく周りと違うことをやっている。など発達障がいのパタ 

ーンであるが、親がそれに気づかない。ということが増えているような気がします。 

（家宇治教育長） 

 学校の先生たちは学んだことをどう生かしていますか。 

（田中学校教育課長） 

 学校としては相談があった場合に、相談先を紹介したりはしています。 

（家宇治教育長） 

 学習障がいが不登校につながっているケースが増えている。学校と話し合っていく必 

要があると思います。合理的な配慮をしていかなければならないと思います。 

（古川委員） 

 全学校、月１回は協議を行っていると認識していますが。 

（田中学校教育課長） 

 各学校、全職員で月 1回は情報交換をしています。どう対処していったらよいかとい 

うところはまだ不足しています。日頃の接し方についても個々に合わせた丁寧な対応を 

心がけていく必要があると思います。 

 （古川委員） 

  表の中で学校数が中学校６校だったり７校だったり、小学校も 15 校だったり 16 校 

だったりするのはどうしてでしょうか。 

（田中学校教育課長） 

 姫島小学校や姫島分校で対象の学年がいないとき、カウントしない場合があります。 

（家宇治教育長） 

 通常は中学校７校、小学校 16 校とカウントするということですね。 

（西委員） 

 自尊感情が毎年全国平均値を下回っているということから、自尊感情というのは子ど 

もたちに求められる学力や不登校にも影響すると思います。生涯の生き方の根本となる 

部分でもあるので、自尊感情を高めることを目標とする指標を考えていってほしいと思 

います。 

（田中学校教育課長） 

 自尊感情につきましては、福岡県内で「鍛ほめ福岡メソッド」と名称で、いろんな目 

標を立てて達成し、また目標を立てていくという取組を行っていて、糸島市の学校でも 

取組を行っています。この活動を充実させながら自尊感情をあげていきたいと思います。 

（家宇治教育長） 

 西委員の意見は、非常に大事なことだと思います。自尊感情が低い理由を考えて、高 

める方法を検討してください。ＰＴＡの活動としても何ができるのかを検討する必要が 

あると思います。 

 ほかに何かありませんか。 
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 （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、糸島市教育委員会職員公益通報制度に関する要綱について報告させます。 

 （宗教育総務課 課長） 

   ～ 配布資料に基づき説明 ～ 

 

 （家宇治教育長） 

   説明は終わりました。質問や意見はありませんか。 

 （古川委員） 

   教職員への周知はどのようにされますか。 

 （宗教育総務課長） 

   ２月１日からの施行ということもあり、先日の校長会で説明し、２月１日までに所 

属職員への周知を依頼しました。 

 （家宇治教育長） 

   ほかに質問等ありませんか。 

 （委員全員） 

   なし 

 （家宇治教育長） 

   ないようですので、つぎに、令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果 

  について、報告させます。 

 

 （学校教育課 原尾指導主事 ） 

  ～ 配布資料に基づき説明 ～ 

  １ 実施状況 

（１）調査項目 

① 実技小中各８種目 ②学校に対する質問紙調査 

（２）参加状況 

小学校第５学年  全国：1,038,143 人 福岡県：24,642 人 糸島市：950 人 

中学校第２学年  全国：  903,219 人 福岡県：39,670 人 糸島市：876 人 

  ２ 糸島市の状況 

    小学生 中学生 

①  身長 全国・県と比較して男女とも

やや低い 

全国・県と比較して男女とも

やや低い 

体重 全国・県と比較して男女とも 

やや軽い 

全国・県と比較して男子はや

や軽く、女子はやや重い 
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②  運動能力 合計得点は小中男女とも、全国・県と比較して高い 

小）男女の「立ち幅跳び」に課題 

中）男女の「握力」「立ち幅跳び」「ハンドボール投げ」、

女子の「上体起こし」に課題 

③  肥満傾向 小中男女とも「普通」体型の割合が９割を占めている 

小学生男子の肥満傾向時・痩身傾向時の割合は、全国と比較

して低く、女子の肥満傾向児割合は全国と比較して高く、痩

身傾向児の割合は低い 

中学生の男女とも肥満傾向生徒の割合は全国と比較して高

く、痩身傾向生徒の割合は低い 

④  運動習慣・ 

生活習慣 

小学生の男女、中学生の男子では、運動が「好き」「やや好

き」の合計の割合が昨年度より増加し、85％を超えている 

小学生の男女、中学生の男子では、「朝食を毎日食べる」児

童生徒が昨年度より増加した 

小学生の男女、中学生の男子では、「よいところがある」

「ややある」の合計の割合が、全国・県と比較して高く、昨

年度より改善傾向にある 

⑤  体育科・保健

体育科の授業 

小・中学生ともに、「助け合う活動」「話し合う活動」「動

きを撮影して活用する（ICT の活用）」が全国・県と比較し

て高い 

   ３ 今後の取り組み 

   ・運動能力等の結果は学校により違いがあるため、各学校の課題に応じた日常的な 

   取組が必要である。 

   ・授業の改善ポイントとして、授業の冒頭で目標（めあて、ねらい等）を児童生徒 

に示す活動を取り入れる必要がある。 

・朝食摂取や運動習慣等について、ＰＴＡと連携をとりながら取り組む必要がある。 

 （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。 

 （西委員） 

   中学生女子で、いろんな項目で数字がよくないような気がします。「朝食を食べて

いますか」・「自分にはよいところがあると思うか」などの各項目で、気になるとこ

ろが多い。家庭の食育など分析して家庭に伝える必要があるのではないでしょうか。 

 （原尾指導主事） 

   分析まではできていませんが、学校によって特徴がありますので、各学校で分析を

行ってもらうようお願いしています。 

 （松尾委員） 

   やせるために朝ご飯を食べない。やせるために無理なダイエットをするなどの傾向

があるが、反対に運動をしないので肥満傾向にある。など体に影響が出ているという

のが問題になっているようです。 

 （家宇治教育長） 

   理屈を言ってもわからないと思うので、朝食を取ることの意義や運動の必要性を教
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えていく必要があるのではないでしょうか。 

 （宗委員） 

   肥満につながるかどうかわかりませんが、雨が降ると学校の登下校時に保護者の送

迎が増えているように感じます。運動が苦手な子でも歩いて登校することで肥満対策

になるのではないでしょうか。 

 （原尾指導主事） 

   学校からの報告で、車での送迎が多いために学校周辺の道路が混みあうことは聞い

ています。学校のホームページなどで調査結果とこれからの対策は伝えていますので、

働きかけはできると思いますが、言えるところと言えないところがあると思いますの

で学校も苦慮しているところです。 

 （家宇治教育長） 

   東中などは周辺道路が大渋滞になりますので、学校内を通らせて下車させるなど、

対策を行っています。 

   出来るだけ歩いて登校するようにお願いしていくしかないと思います。 

   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、会議を進行します。 

   続いて、令和２年糸島市成人式の結果について報告させます。 

 （中庭生涯学習課 課長） 

   ～ 配布資料に基づき説明 ～ 

 

 （家宇治教育長） 

   説明は終わりました。質問や意見はありませんか。 

 （委員全員） 

   なし。 

 

（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。 
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  （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） 

     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２月２０日（木）午前９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２月２０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   １６時００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） 


